
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 10月 19日 

留 学 先 大 学 アーカンソー州立大学大学 

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）：     ，（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 2019年08月－2020年05月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部政治学科     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。 

      

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：2 週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：総額 5 万円弱 

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？ 

DS2019(留学先から郵送される)、パスポート、証明写真、IELTS のスコア等 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカ大使館のウェブサイトにて必要な情報を打ちこみ、予約をするのみ。サイト内に動画がある。 

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？ 

留学先、留学目的、留学のための資金の出所元などを含めた短い簡単なやり取り。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

適切な証明写真がなかなか取れずに困ったが、大使館に写真機があった。 

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） 

クレジットカードですべて払えると思っていたが、寮費などを現地で払う必要があり、クレジットの上限を確実に超えるため、ア

メリカで銀行口座を開設する必要がある。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アメリカン航空 

航空券手配方法 
エクスペディア 

※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 メンフィス国際空港 現地到着時刻 23 時 

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 2 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 

2 万円 

大学到着日 08 月１２日 

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：08 月１２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（ 四人部屋だが一人一つ部屋がある    ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地のアメリカ人） 

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 大学の指示に従い、大学のウェブサイトで申し込んだ。 

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？ 

問題なし。 

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 授業が正式に始まるまでに行われました。 

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？ キャンパス内での生活や、安全についての指導。 

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 08 月 19 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？ 

住所変更のみ必要 

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、ワクチン接種。各７０＄ 

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？ 

開設する予定 

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？ 

していません。ソフトバンクのアメリカ放題を使用中。 



 

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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

優先されることはなかったので、埋まっていない授業のみで、履修したい授業をいくつかまとめて国際課のスタッフにメールをした。 

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？ 

変更追加削除可能。希望していた授業が取れないケースもあった。定員、レベルの問題によって。 

 

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 
      起床       起床                   

10:00 
起床 朝食 起床 朝食 起床 起床 起床 

11:00 
      社会問題       社会問題             教会 

12:00 
昼食 社会問題 昼食 社会問題 昼食 昼食 昼食 

13:00 
自習 昼食 自習 昼食 自習       自習 

14:00 
心理学 国連の授業 心理学 国連の授業 心理学       自習 

15:00 
プログラミング 国連の授業 プログラミング 国連の授業 プログラミング       自習 

16:00 
プログラミング ジム プログラミング ジム プログラミング ジム 自習 

17:00 
プログラミング 自習 プログラミング       プログラミング             

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                        パーティ パーティ       

22:00 
自習 自習 自習 自習 パーティ パーティ 自習 

23:00 
自習 自習 自習 自習 パーティ パーティ 自習 

24:00 
自習 自習 自習 自習 パーティ パーティ 自習 



 
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。 

想像していたより、キャンパスは広いし、学生数も多い。そしてすべてのスケールが大きい。アーカンソー州は「natural 

state」と呼ばれており、田舎だけど、留学しているうえでは全く問題ないし、自分は勉強ができてかなり良いと思う。また、こん

な場所だからこそ、他の学生との繋がり、関係はより強固なものになると思う。それに、キャンパス内では常にエンターテイメ

ントがあり、とても楽しい。土日に何すればいいのかわからないことは多々あるけれども。その分、サンクスギビングや休みの

間に旅行に行くことを楽しみにしています。アメリカはやはりネイティブな国だから英語が本当に早くてスラングも多くて難し

い。それでも、先生や国際課のスタッフは優しいです。しっかり生徒一人一人を見ててくれます。 

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。 

自分の第一志望はカリフォルニアだったけれども、「住めば都」ということわざの通りだと思います。アーカンソーはとてもいいと

ころです。上記にも述べたように、学生間のつながりが本当に深く、都市に出なくても、毎日が本当に楽しいです。アメリカ人

の英語は本当に早いし、スラングがすごいので、本当に聞き取れないことが多々あります。留学するまではできるだけスピー

キングとリスニングを勉強し続けてほしいです。日本にいる時は、英語なんて簡単だと思っていたし、クラスでも一番英語がで

きるレベルだったと自負できるけれど、アメリカに来てからは英語ができないと、相手にしてもらえないし、深い会話ができない

ので本当に後悔すると思います。必ずしもそうではないし、仲良くなれるけれど、会話を何度も止めてしまったり、悔しい思い

をすることは絶対にあると思います。そして最後に、やはり海外に出たら、コミュニケーション力が大事だと思います。日本人

が話しかけられるというのは、実際そんなにありません。ヨーロッパ出身、アメリカ生まれの人は英語がもとより上手だし、わざ

わざ日本人に話しかけてくれるという事はあまりなかったと思います。英語を上達させたければ、最初のオリエンテーション

や、キャンパスツアーの時点で自分から話しかけていくのが大事だと思います。 

 


