
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 11月 ８日 

留 学 先 大 学 メンフィス大学 

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。 

大学のホームページで大学の様子を見たり、インターネットでメンフィスの治安や観光地などを調べましたが、留学生活全般

については実際にメンフィス大学に留学されていた先輩方からのお話が一番参考になりました。渡航前はビザの取得や航

空券の購入、留学先に提出する Application Form など準備に時間がかかることがたくさんありとても忙しくなるので、できるこ

とから早めに準備するべきだったなと思います。日用品なども日本でしか買えないものや日本で買った方が良いものを判断

して用意するべきだと思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J1 申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：約一週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：39,580 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？ 

DS-2019、SEVIS 費用支払い証明書、パスポート、大使館指定サイズの写真 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

DS-160 の申請→SEVIS fee の支払い→ビザ申請料金の支払い→ビザ面接予約 

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？ 

留学先の学費は誰が支払うのか 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ビザを取得できるまでかなり時間がかかることもあるので、渡航日の１，２か月前など余裕を持ってビザの申請をした方が良

いと思います。 

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） 

現金は友達と割り勘をする時やカードが使えなくなってしまった時のために、渡航前に２万円ほど両替しておくと良いと思いま

す。基本的にカードで支払うので、クレジットカード２枚とデビットカード１枚を作って持っていきました。今回一番手間取ったの

は SIM カードの入れ替えで、契約会社が Softbank の人はアメリカ放題というプランで SIM の入れ替えなしに日本で使ってい

たスマホをそのままアメリカでも使えますが、私は Softbank ではなかったので日本で契約していた携帯会社を解約し、アメリ

カで使える SIM カードをネットで買って、現地に着いてから入れ替えました。現地到着後すぐに連絡が取れたので問題なかっ

たのですが、日本の携帯会社との契約内容やどの SIM カードを購入するか早めに考えておくといいと思います。日本から荷

物を搬送してもらうことはなく、服や食料はほとんど現地で購入しました。日本の製品が欲しいときは大学で有料でポストがつ

くれるので、Amazon などオンラインで購入している子もいました。 



 

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 エアトリ 

大学最寄空港名 メンフィス空港 現地到着時刻 10:50AM 

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 約 15 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 

最寄り空港から寮までは現地大学のボランティアの学生が車で送ってくれました。 

大学到着日 8 月 20 日 12 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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（日本人学生１人と現地生徒３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 履修登録をしてから大学ホームページの寮の申請フォームから申請する。 

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？ 

寮費の支払いは現地に到着してからだったので確実に住居が確保されているか不安でしたが、現地に到着してからすぐに寮に入ることが

できました。 

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 月 19 日～8 月 23 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？ 授業開始までの約一週間、毎日朝９時ごろから留学生向けのオリエンテーションが行われました。留学生は

ヨーロッパ人とアジア人で分けられ、ビザ内容の確認、履修登録の仕方、ヘルスチェックや観光地を巡ったり

しました。 

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 26 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？ 

なかった 

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？ 

オリエンテーションの一つとして大学内のヘルスセンターでツベルクリン検査を受けました。結果は 2～３日後に出て、料金

は寮費と共にオンラインで支払いました。料金は＄３０かかりました。 

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？ 

しなかった 

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？ 

しなかった 



 

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２５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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

履修登録のフォーム自体は４月頃から開かれていたので、授業をじっくり選ぶことができました。最低単位数が１２単位にな

るようにして渡航前にオンライン上で登録しました。 

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？ 

現地に到着してから授業初日まで約一週間あり、その期間中に授業変更をすることができました。大学のキャンパスがとて

も広く、次の授業が別の建物で行われたりするので、移動距離と移動にかかる時間を考慮して時間割を組み直しました。 

 



 

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 
起床  起床  起床             

8:00 
      起床       起床                   

9:00 
授業 授業 授業 授業 授業   

10:00 
                    起床 起床 

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

12:00 
            フリーミール                         

13:00 
帰宅・課題   

   

      帰宅・課題       日本語学科の

生徒と交流 

課題・ショッピン

グ 

課題・ショッピン

グ      

14:00 
      授業       授業 チューター  

    

            

15:00 
                   買い出し             

16:00 
      帰宅・課題       帰宅・課題                   

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

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。 

留学先に来て一番驚いたことはキャンパスの広さです。リスがキャンパス内の至る所にいるような自然が豊かなキャンパス

で、最初は次の授業が行われる建物がどこか分からなくなるほどでしたが一か月ほどで慣れました。私が履修した授業のほ

とんどがアジア人一人くらいの割合で、友達もなかなか出来づらかったですが、なるべく少人数の授業を取るようにしたので

授業で分からなかった所はすぐに直接教授に聞いて遅れを取らないようにしています。アメリカの大学はとにかく課題の量が

多く、初めは毎日課題をこなすのに必死で寮にこもりがちでしたが、要領よくこなして英語でコミュニケーションをとる時間も確

保できるようにしています。生活面では、不安なことも多かったですが、ルームメイトとも良好な関係が築けていますし、日本

にいる時よりも圧倒的に生活力がついたと思います。 

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。 

応募条件である TOEFLのスコアや GPAも他の留学先に比べて決して高くはなく平均的なので、留学をしたいと思った時から

TOEFL に向けた勉強をし、何回かテストを受けて規定のスコアを取れるといいと思います。メンフィス大学はアメリカにある大

学の中でも珍しく日本語学科のある大学なので、大学には思ったよりも日本語が少し話せる学生や日本に興味がある、日

本に留学したいと思っている学生がたくさんいます。なので、日本のおすすめの観光スポットや日本食、日本の文化などを教

えてあげられるためにも、自分自身が日本の良い所を改めて認識しておく必要があるなと思いました。毎週金曜日に行われ

る日本語のランゲージテーブルでは特に日本語学科の生徒と深く関われるので、そこで仲良くなった友達と街に出かけた

り、普段は英語で会話をしたりするのでお互いに良い関係を築けると思います。アメリカの南部に位置するメンフィスは黒人も

多く、生活しているうちに様々な社会背景や文化の違いに気づかされるので他大学では経験できないようなカルチャーショ

ックを受けることができます。留学は語学力の向上だけでなく、日本では決してできない経験をすることで自分の可能性が広

がるとても良い機会になるので、ぜひ志望大学目指して頑張ってください！ 

 


