
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 10月 14日 

留 学 先 大 学 ノーザン州立大学 

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）：初等教育専攻，（現地言語での名称）：Elementary Education  

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 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部２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。 

同じ大学に留学中の先輩と連絡を取ったり、同じタイミングでノーザン州立大学に留学する友達と相談したりして準備を進め

た。また、日本にいる留学経験者から話を聞いて留学に備えた。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：F1  申請先：アメリカ大使館  

ビザ取得所要日数：約１ヶ月  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約３万円  

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？ 

パスポート、DS160、I20、面接予約確認書、SEVIS 支払い証明書 

DS160 は YouTube にわかりやすい作成動画がのっているので心配いりません 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

I20 とパスポートを取得後、アメリカ大使館のビザ申請ページに行って DS160 の作成を開始した。面接の時間予約をオンラ

インですませて完了した。 

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？ 

アメリカのどこの週に行くのか、大学の名前、何を学ぶかの３つのみだった。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特にありませんが、友人の中にはビザ取得を早く済まさなければならないケースがあった。ビザ取得には時間がかかるためき

ちんと留学先大学のビザ取得期限を確認することが大切だと思う。 

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） 

現地で使える携帯電話会社を確認する必要があると思う。私の留学しているサウスダコタでは Verizon と AT&T が２大主流

回線でソフトバンクのアメリカ放題対象の Sprint は圏外。日本で携帯電話をあらかじめ購入する場合気をつけたほうが良いと

思う。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 格安航空予約サイトトラベルコ  ※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 アバディーン空港 現地到着時刻 12:30pm 

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 20 分 

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 

鉄道、バスなどの公共交通機関がないので、アバディーン空港に到着する際は必ず大学のピックアップバスの申請をする。ミネアポリス空

港から大学手配のバスが２回ほどありそれに乗ることもできる。アバディーン空港での出迎えは無料だが、ミネアポリスからバスに乗る場合

だいたい 70 ドルから 80 ドル前後の金額が発生する。 

大学到着日 8 月 14 日 13 時半頃 

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（     ） 

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 寮とミールプランの申請フォームが届くのでそれぞれ希望をフォームで送信しました。 

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？ 

大学の出迎えバスで学生が軽くキャンパスツアーに連れて行ってくれ、部屋まで荷物を運んでくれたのでスムーズに入寮することができ

た。 

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 8/16,17,18 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 ※必須のものと任意参加どちらもあった 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 留学生用ガイダンスでは履修登録やキャンパスライフ、授業料の支払い方法などいたって事務的

なことと留学生交流イベントなど様々な種類があった。 

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？ 

シカゴ日本国総領事館に滞在許可申請をした。オンラインで簡単にすませることができ、即日無料で完了だった。 

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？ 

健康診断はなかった。予防接種はその前日にスナップチャットのストーリーで知り、学内の一角で無料でインフルエンザショ

ットを受けることができた。 

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？ 

していない。Wells Fargo という銀行が留学生のために出張説明会を何度か開催していて多くの留学生が口座を開設してい

た。もしオンキャンパスで働くことを考えているなら給与振り込みは現地口座なので開設する必要がある。ガイダンスの時期

に開設すると銀行までの送迎もあって便利だが、後でも開設することはでき 

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？ 

携帯電話の SIM カードを購入した。留学生のために AT&T が 1 週間学内にブースを設けて手続きできるように出張してい

た。私は月 8GB自動引き落としで月々＄40のプランにはいっていて、無制限でも月$70ドル前後だったと思います。何度か

支払いがうまく行かなかったことがあり大変でしたが、それ以外は快適で安く使うことができています。  

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（7 月 1 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（8 月 20 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？ 

 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

現地学生と同じシステムでオンライン登録した。 

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？ 

変更は可能だった。希望通りの授業を取ることができてよかった。 

 



 

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 
                                          

9:00 
                                          

10:00 
Composition       Composition       Composition             

11:00 
Lunch with friends Speech Lunch with 

friends 

Speech Lunch with 

friends 

            

12:00 
      Lunch with 

friends 

      Lunch with 

friends 

            Host Family  

13:00 
US History Introduction to 

Education 

US History Introduction to 

Education 

US History study 

14:00 
Educational 

Psychology 

English Corner Educational 

Psychology 

      Educational 

Psychology 

15:00 
      study       study       

16:00 
Tutoring             

17:00 
      Volunteer       

18:00 
Monster Burger 

with my family or 

friends 

Woori Club             

19:00 
                        

20:00 
                              

21:00 
            study                   

22:00 
                                    

23:00 
                                          

24:00 
                                          

 
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。 

ノーザン州立大学はたくさん留学生を受け入れているため、留学生サポートが手厚いと感じます。インターナショナルオフィ

スの人もとても気さくで困ったことがあればなんでも相談し助けてくれます。授業はいたってベーシックな授業が多いので高

次の分野を学びたい人には物足りないかもしれません。私は教育先行で明治にはない教育系の授業を中心に取りたかった

ので満足ですが、ジェンダーや都市開発などの授業はありません。やはり授業は留学生活の大きな醍醐味だと思うのでノー

ザンのホームページからシラバスを確認して自分が満足できる授業があるかを選ぶことが大切だと思います。寮に関してで

すが、全てオンキャンパスで授業のある校舎まで徒歩 2 分ととても近くて良いです。スーツタイプもあり様々なバラエティがあ

るので友達の部屋に遊びに行くのも楽しいです。交換留学生はオンキャンパスにしか住めず、ミールプランを強制的に申し

込まなければならないので少し不満ですが、生活面ではあまり不自由していません。人も気さくで友達と楽しく過ごせるのに

加えて、留学生は Friendship Family Program に申し込むことができます。ホストファミリーといってもその家に滞在するのでは

なく、休日に一緒に遊んだり車で買い物に連れて行ってくれたりするもので、とても良い制度です。私はホストファミリーと仲良

くさせてもらっていて、ほぼ毎週日曜日にネットフリックスの映画を見たり買い物に行ったりしています。 

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。 

TOEFL の必須スコアも 61 とそれほど高くないので挑戦しやすいと思います。きちんと大学のホームページで授業内容を確

認して学びたいことが学べるかを確認してください。 

サウスダコタ州は何もないと思われがちで、ニューヨークや LA に比べれば確かに何もないところだと思います。私は明治の

面接で、現地で授業以外の時間でなにがしたいと聞かれました。小さな街なのでできることは限られてしまいますが、勉強以

外にやりたいことをきちんと持っていれば明治の面接も合格できるし現地での留学生活も充実したものになると思います。 

 


