
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 １１月 １１日 

留 学 先 大 学 ネブラスカ大学オマハ校 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2018年8月－2019年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科アプライドエコノミクス専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部４年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

ビザの取得、相手先の大学との手続きなどは早めにやってしまいましょう。そうすることで出発前でも余裕をもって準備することが出来ま

す。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J-1 申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：5 日程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：3 万 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

DS-2018, パスポート SEIVIS 支払証明 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館の HP からオンライン申請をしてから実際に大使館へ面接に行きます。 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

何を勉強しに行くか。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ビザ申請ではかなりの手間、時間がかかりますので、余裕をもって事前に済ませておくと良いです。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

特になし 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エアインディア、デルタ航空 

航空券手配方法 
Kiwi.com 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 エプリーエアフィールド 現地到着時刻 14:18 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）     

タクシー  そ の 他     

                 

移動の所要時間 26 時間 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

事前に大学に連絡を取ると無料のピックアップサービスをしてくれます。 

大学到着日 ８月１４日 15 時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（4 人でリビングを共用） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 大学のＨＰから入寮申請をします 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

渡航前には入寮申請をするので渡航後すぐに入寮できます。 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 8 月 15 日～17 日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 大学施設の利用法、保険、カルチャーショックについて 

留学生用特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ あった  なかった 

授業開始日 ８月２０日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

外務省のＨＰから在留届をオンラインで申請できます。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

ツベルクリン予防接種、ＭＭＲ予防接種、保険に入っていればこれらは無料です。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

開設しました。オリエンテーションの一環で銀行に連れて行ってもらえるのでその時に無料で開設できます。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

購入していません。 



 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（６月     日頃） 

    オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（     月     日頃） 

    オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

交換留学生であれば、成績表を送って permission code というものを受け取れます。このコードがあれば、たいていの授業をとることが出

来ると思います。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

授業が始まって最初の週は履修変更ができます。自分に合わない授業だと感じたら履修変更できるので、最初の週は重要だと思いま

す。また、セメスターによってはカタログ通りに講義が開講していなかったりするので気を付けてください。 

 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                                          

8:00 
Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｐｅａｋｉｎ

ｇ 

      Public speaking       Public speaking             

9:00 
      Consumer 

Behavior 

      Consumer 

Behavior 

      自由時間 自由時間 

10:00 
      Consumer 

Behavior 

      Consumer 

Behavior 

      自由時間 自由時間 

11:00 
                              自由時間 自由時間 

12:00 
                              自由時間 自由時間 

13:00 
      Bluck Study       Bluck Study       自由時間 自由時間 

14:00 
ＥＳＬ Bluck Study ESL Bluck Study       自由時間 自由時間 

15:00 
ＥＳＬ       ESL             自由時間 自由時間 

16:00 
                              自由時間 自由時間 

17:00 
                              自由時間 自由時間 

18:00 
                              自由時間 自由時間 

19:00 
自習 自習 自習 自習 自習 自習 自習 

20:00 
自習 自習 自習 自習 自習 自習 自習 

21:00 
自炊 自炊 自炊 自炊 自炊  自炊 自炊 

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 



 
Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

オマハは思っていたより田舎です。買い物など不便に感じることがありますが、オマハの町はのんびりとしていて、時間

の流れがとてもゆっくりと感じます。人もすごく優しい印象です。すれ違いの人も笑顔で挨拶をしてくれるのはとてもいい

文化だなと思いました。大学内ではイベントごとも多く開催され、多くの留学生たちや現地の学生と交流できる場があり

ます。こういったイベントに参加している学生たちはみんなすごくいい人で、明るく接してくれます。寮生活に関しては、

部屋割りのルームメイト次第だと思います。私のルームメイトたちはバイトや外出が多くほとんど家にいない、又は部屋に

こもっているのどちらかだったので交流する機会はないように思います。トラブルがないだけましなのかもしれません。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

先ずは、留学の目的とそれに対する熱を持つことが大事だと思います。私の周りの友人たちも留学を実現するまでの

壁の高さから、あきらめてしまう人がたくさんいました。留学を実現するまでには資金や英語力などの様々な課題があり

ます。しかし、そこであきらめてしまうなら、所詮はそこまで。留学は莫大な労力がかかりますが、この自分への投資が

将来自分に大きなリターンとして帰ってくるかもしれないこと、この経験は一生に一度かもしれないという価値がありま

す。もし、留学を経ることで目標に近づけるのであれば、まずは留学を実現するまでの課題を全力で解決しましょう。皆

さんの目標に向かって努力し苦労する気持ちはとてもよく分かります。何か協力できれば力になりたいと思うのでぜひ

ご連絡ください。 

 


