※

帰国後15 日以内に提出してくださ
い。

九州大学海外派遣留学生 最終報告書

※

提出された情報は、海外留学HP
に掲載します。（色のついた部分
は掲載しません）

留学先大学名
留学先学部名（またはプログラ
ム名）

留学期間

ワシントン大学

（国名： アメリカ合衆国）

Arts & Sciences
2016 年 9 月

学部／学府・年次

～

文

留学により卒業または修了が遅れる見込みの有無とその期間

2017 年 3 月
学部／学府

有 ・ 無

3

年次～

3 年次

（期間：

）

１．４年次に留学したため ２．単位が不足するため ３．新卒で就職したいため
遅れる見込みの方は
４．その他（具体的に記入）
その理由を書いてくだ
さい
（NO.に○印をつける）
本来、１年間の留学を希望していたが、半年にした。
卒業を遅らせないた
また、留学前に、卒業に必要な単位や教職に関する単位はスケジュールを詰め
めにどのような配慮
て取得しておいた。
や工夫をしましたか？

進路の予定

１．就職 （ 時期： ４月から ／（
２．大学院進学（
大学
３．その他（具体的に：

）年 （

）月から）
学府/研究科

）
）

前項で１と答えた方
は、就活時期と方法を
帰国後 4 月～6 月に、教育実習と両立させながら進める
教えてください（予定
を含む）
進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？

はい

留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？

どちらともいえない

１．留学先大学について
授業（カリキュラ 基本的に、授業のナンバリングからレベルが分かります（100 番台＝１年生向け、200
ム等）の概要に 番台＝2 年生向け…という感じ）。交換留学生はどの学部のどの授業も履修すること
ができます。ただ、特に300番台以上になるとprerequisiteといって、この科目を履修し
ついて
ていないと受けられません、という科目も多いので、その場合は prerequisite 科目を受
けるか、教授に直接相談してみるといいと思います。私の場合、交換留学生ということ
で時間が限られているのは教授も理解してくれたので、元々受けたかった LING461
と、prerequisite の LING400 を、fall-quarter で同時に履修することができました。

留学先大学のサ
ポート体制につ
いて
（語学面／勉学
面／精神面／住
居・生活面など）

語学面：特に特別なことをしてくれるわけではありませんが、HUB（Husky Union
Building,）内に FIUTS という留学生サポート団体のオフィスがあるので、そこに行くとい
いと思います。Language Partner と言って、日本語を学びたい英語話者と英語を学び
たい日本語話者のように、言語に合わせてマッチングをして会話パートナーを見つけ
ることができます。
勉学面：教授と TA のオフィスアワーは絶対に活用しましょう。授業間の休み時間は 10
分しかないので、基本的には OH を使って質問をしに行きます。同じ授業を取っている
現地学生と行くと、友達にもなれるし、なお良しです。

留学先大学に対 設備は充実しているし、建物も歴史ある外観とリノベされた屋内はとてもきれいです。
する感想
また、図書館はかなり充実していて、メインの図書館に加え、学部生向けの 24 時間オ
ープンの図書館、東アジアに関する図書館など、複数図書館があったので、勉強場所
には困りませんでした。
また、人種的に多様性に富んでおり、いろんな国から来た学生と関わることが出来た
のはとても良かったです。

同じ大学への留
学を希望する人
たちへのアドバ
イス

履修登録は基本先着順になります。また、予防接種証明書を提出しなければ履修登
録資格が与えられないので、早めに対応するようにしましょう。交換留学生ということ
で、受講できる学期が限られているので、その旨を教授にメールで伝え、履修登録の
ためのコードを発行してらいましょう。
シアトルは 10 月頃から雨季に入り、正直、気分も下がります。友達と遊んだり、学校
のジムに行ったりしてリフレッシュしてください。春になると、とたんに天気が良くなり、
学内の桜も満開になるので、是非半期だけでなく、春学期まで残ってほしいです（私
は九大の後期分しかいなかったので、桜を見られずにとても残念な思いをしました）。

２．事前手続き（ビザ申請など）
ビザの種類

J-1

ビザ申請先

在福岡アメリカ領事館

必要書類、手続 ・パスポートの ID ページのカラーコピーと原本
き方法
・領事館での面接予約確認書のコピー（ビザ申請マイページより）
・DS-160 フォーム確認ページ（ビザ申請 HP より作成）
・5xm×5cm、背景白の証明写真
・DS-2019（留学先大学から届く）
・I-901 SEVIS 費用確認書のコピー
・財政証明可能な書類（銀行の預金残高証明書など）
手続きに要した 申請書類作成～ビザ取得まで、およそ 1 ヵ月半
時間
その他必要な事 ・ワシントン大学指定の用紙による予防接種の証明書作成（これがないと履修登録で
前手続き
きません。福岡県外出身者は特に早く取り掛かるべき。）
・寮、ホームステイへの申請（ワシントン大学 HP より）
・現地で利用可能なクレジットカードの用意（2 枚以上あると良い）
・現地でのスマホ利用について、使用中の日本キャリアとの確認

３．日常生活
日 常 生 活 の 概 シアトルはバスがとても充実しているので、移動にはそこまで困りませんでした。キャ
ンパスのすぐそばには、通称 Ave というストリートがあり、世界各国の料理が食べら
要、感想
れますし、古着屋さんも複数あって面白いです。
また、高速バスでバンクーバーやポートランドまで 3～4 時間程度で行けるので、
thanks giving の連休や休暇期間に小旅行に行くといいと思います。
ただ、ハイキングやスキーなどに行くためには車が必要になるので、ホストファミリー
と行くか、車を持っている学生と友達になると良いと思います。

10 万 円／月
生活費（月額）及 生活費計
びおおよその内
（生活費内訳）住居費： 7 万 円、 光熱水料：
円、 通学費：
円、
訳（円換算で）
食費；
円、 電話代：
円、 インターネット代：
円、
書籍代：
円
その他：（具体的に）
ホームステイが水道光熱費・食費込みで７万、娯楽費（友人との外食、映画、服など）
が 3 万ほどでした。
学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）
1.5 万 円
（徴収された費用の名目を具体的に：
U-pass：公共交通機関利用代、学生証が IC カード代わりになる。
International Student Fee：用途は不明だが、留学生は支払う。
それぞれ学期ごとに支払う。
）
日本から持参し PC は必須。
た方がよいもの 変圧器・変換プラグはいらない。
（ＰＣや変圧器等 雨具、ホッカイロ、マスク（部屋が乾燥するかも）、風邪薬
Sim フリーの携帯を持参して、カードを現地で調達するのもあり。
の要不要も）
シアトルはスタバがたくさんあるので、私は Wi-fi だけで生き延びました。
これから留学す
る人への、日常
生活（治安対策
を含め）に関す
るアドバイス

シアトルの治安は良いとはいえ犯罪は起きます。銃が盗まれる、女子学生が強姦さ
れるなどの事件もありました。特に、私の行った時期はアメリカの大統領選があった
ので、学内でのイベント中に発砲事件が起きたこともありました。学内メールで配信さ
れる犯罪情報や注意喚起については、毎回必ずチェックしましょう。また、特に女子
は、夜間にキャンパス内を移動する場合は、night walk という、警察官が目的地までつ
いてきてくれるサービスを利用しましょう。

お金の管理や受
け取り（銀行口
座開設や海外送
金，またはクレ
ジットカード持参
など）について，
貴方の留学先国
で最も適当な方
法を教えてくださ
い。

キャンパス内に us bank という銀行窓口があって、私はそこで銀行を開設して、日本か
ら一括で送金してもらいました。
アメリカは基本的にクレカ支払いなので、2～3 枚持っておくといいかもしれません。
私は、楽天、ANA-Student、au wallet を持っていました。

４．住居、生活環境
住居の種類（○印

・寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（

）

をつける）

住所／
電話番号

3927 Adams Lane NE, B808-A, Seattle, WA 98105

費用（月額）

＄700（シアトルのホームステイ相場は 700～800 くらいだと思います）

どのようにして 初めは寮に入るつもりでしたが、入国から入寮日まで 10 日ほどあり、その間は大学
見つけたか
からオファーのあったホームステイで過ごしました。そのステイ先でそのまま継続す
ることになりました。

次期留学生に推
薦できるかどう
か、およびその
理由。

私の場合、ホストとの関係が悪かったので推薦できるかは微妙です。ホストとの関係
が悪かった分、ハウスメイトとの関係は良好でした。
ホームステイは寮に比べて格段に安いですが、相性が合うかどうかは入ってみない
と分からないので、よく考えて応募してください。

留学生活を送る とにかく、秋・冬の雨はひどいので、気持ち的に準備しておいた方がいいと思います。
上で次期留学生
に伝えたい地域 日本食については、タイ料理や韓国料理のレストランに比べると高くはなりますが、美
情報、生活情報 味しいラーメン屋さんや、回転ずし屋さん、日本の食材を売る Uwajimaya というスーパ
ーもあるので、日本からたくさん持っていく必要はないと思います。

５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト
サイト名

ＵＲＬ

コ メ ン ト

６．その他の特記事項

