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留学先大学院名      マサチューセッツ工科大学 

課程等 博士課程 

 

留学期間（西暦）           2011年   9月   ～    2016年   6月 

九州大学卒業（修了）

年月 
              生物資源環境科学府  2011年   3月 修了 

留学期間終了後の進

路（予定） 

就職（2016年  6月から） 

   ［就職先： マサチューセッツ工科大学］ 

 

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 

１．留学先大学について 

授業（カリキュラ

ム等）・研究の概

要 

 

  

マサチューセッツ工科大学（以後 MIT）は主に理科系の授業が多くあり，深くかつ幅

広い学習が可能である．授業はコース１からコース２１まであり，それぞれ特定の科

目に絞った内容を提供している．具体的にはコース１：土木環境工学，コース２：機械

工学，コース３：物質科学および工学，コース４：建築学，コース５：化学，コース６：電

気工学およびコンピューター科学，コース７：生物学，コース８：物理学，コース９：脳お

よび認識科学，コース１０：化学工学，コース１１：都市科学および都市計画，コース１

２：地球，大気および惑星科学，コース１４：経済学，コース１５：経営学，コース１６：航

空宇宙工学，コース１７：政治科学，コース１８：数学，コース２０：生物工学，コース２

１：人文科学となっている． 

 授業形態は他の大学と似ている．まず，予習が求められる．そして，予習後授業に

出る．そして，毎週のように宿題が課される．他の大学と比較して，宿題の量，求めら

れているものが高いことが感じられた．その分，授業後に身につくものも大きいことも

感じられた． 

MIT においては様々な分野があり，様々な研究がおこなわれている．大まかに共通

している点として，数字を使った研究が多いということである．黒板に数式がみっちり

書かれている光景が日常である．議論を行うにおいて，黒板を多用し，言葉で説明す

ることが簡単ではない数式等を主に黒板に記述することから，こういった光景が生ま

れる． 



留学先大学のサ

ポート体制（語学

面／勉学面／精

神面／住居・生

活面など） 

 

 

MITにおいては，Writing and Communication center があり，そこで，英作文のサポ

ートが得られる．私も頻繁にここに通い英作文および英語論文執筆の能力を高めた．

Writing and Communication center においては英作文に関するアドバイスを主に行っ

ている．具体的には全体的な文章の構成，文法，表現，段落構成，文と文のつながり

など，単に文を書くことだけではなく，作文全体としての質の向上に関するアドバイス

が得られる．それに加えてどのようにすれば作文が読みやすくなるのかといった，こ

とを客観的に教えてもらうこともできる． 

その他学習面のサポートとして，TA（ティーチングアシスタント）が存在する．各授業

毎に TA がおり，授業に関する細かい質問は TA にできる．それぞれの TA は Office 

Hours があり，指定の場所において，授業に関する柔軟なサポートを受けることがで

きる． 

MIT では学生寮が少なく，入学１年後に自分でアパートを探す学生がほとんどであ

る．カウンセリングなどの精神的サポートも充実しているように感じられる．医療面に

おいては学生保険に加入するため，歯科以外の簡易医療は無料である． 

留学先大学に対

する感想 

MIT に関しては満足している．大学全体が多様性に富み，学びたい情報にアクセス

しやすい．授業も好きな授業がとれ，研究の足しになる学習を効率的に行うことがで

きる．しかし，高いレベルが求めているため，プレッシャーも大きい．授業の質は高い

が学ぶべき量も多い．もう少し，時間があればと思うことが何度もあった．しかし，研

究および学習に関することにほとんどの時間を割き，自分の能力を追及することがで

きれば，見返りは大きいと感じた．MIT で４年１０ヶ月を経て高いレベルでの専門的な

議論ができるようになった．授業においてもクラスで最上位の成績も維持できるように

なった．それ以上に，何事においても自分で調べてやっていける自信がついた．そし

て，この４年１０ヶ月はそれ実践し，学んだ４年１０ヶ月でもあった．MIT の教員は特に

忙しいことを感じた．有名な教員ともなると，自分のアドバイザーであっても１年で数

回しか会えないということもある．だからこそ，ほとんどの時間を自分で考える時間に

使うことになる．自分で調べものをし，研究計画を立て，それに基づき研究を行う．研

究結果に伴い研究方針を修正する必要も出てくるため，それも自分で考えて行う．生

産的に研究を行うためにはどうすればよいのか，それを常に考え，実践する．それが

成果につながると自信にもなる．そのため，研究者として自立する準備をする場所と

してMITは絶好の場所であると私は考える． 

２．事前手続き（ビザ申請など） 

ビザの種類 

 

F-1ビザ 

ビザ申請先 米国大使館（東京） 

必要書類、手続

き方法 

必要書類： 

パスポート，DS-160 確認ページ，カラー写真（１枚），面接予約確認書，I-20，クリアフ

ァイル，I-901 SEVIS費確認書，財政証明 

 

手続き： 

I-20 を MIT から送ってもらう．オンライン上で DS-160 を作成する．SEVIS 費用を支払

う．面接を予約する．面接を受ける． 

手続きに要した

時間 

１週間 



その他必要な事

前手続き 

航空券の購入．住居の手配． 

３．日常生活 

日常生活の概

要、感想 

時間のほとんどを学習および研究に関することに充てた．朝起きて，研究室に行

き，研究する．その後６時半ごろにヨガ教室に行き，帰宅．この繰り返しであった．この

フレームは維持し，学習および研究内容は毎日新しいものを取り入れた．ヨガ教室

は，心身の健康維持および発想力の強化のために毎日通った．週末と平日の区別は

なかった．休日がないため，その分ヨガ教室に毎日通い，気分の向上に努めた．週末

違うといえば，大学が少し静かなことと，ヨガ教室の時間が異なることぐらいであっ

た．２年目ぐらいまでは大学のジムに通いウォーキングマシーンの上で歩いたりし

た．通勤時には英語のリスニングの音声を聞いた．カバンには本が一冊常に入れて

あり，待ち時間等には本を読んだ．頻繁に場所を変え学習および研究を行った．主な

場所として，図書館と研究室である．テスト前や，提出物締め切り直前などでもヨガに

は通った．毎週１回 Toastmasters に通い英語でのスピーチ能力を高めた．朝一日分

の料理を作り，昼食および夕食は弁当箱に入れて学校にもっていった．２週間に一回

程度アドバイザーとのミーティングがあったので，それに向けて毎日研究を進めた．

また，Writing and Communication center には毎週通い英作文能力及びわかりやすい

英語論文執筆能力を向上させた．通学は自転車で行った． 

生活費（月額）及

びおおよその内

訳（円換算で） 

生活費計：      110,000円／月 

 

（生活費内訳）住居費：     65,000 円、 光熱水料：      7,000 円、 通学費：      

0円、  

食費：     25,000 円、 電話代：     0 円、 インターネット代：      3,000

円、 書籍代：      0円 （研究費などでカバーされた）． 

その他：（具体的に） 

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）          10,000 円 

（徴収された費用の名目を具体的に：     歯科保険，学生費用） 

日本から持参し

た方がよいもの 

（ＰＣや変圧器等

の要不要も） 

ソケット変換器，お気に入りの本，お気に入りの服，英語学習道具，パソコンおよびパ

ソコン周辺機器．多くのものは現地で手に入るので，米国で手に入らないものを厳選

し，もっていくといいと思う．たとえば日本語のキーボードや，日本語キーボード配列

のパソコンなどがそれである．また，英語学習道具では日本人向けのものは日本の

ほうが充実しているので，厳選してもっていくといいと思う．MIT 付近には日本食を販

売している店が多いのでこれも現地で調達できる． 



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 

MIT に留学される方は，健康管理および精神面管理を充実されるとよいかと思われま

す．大学のカリキュラムが充実している反面，レベルも高く，課題も多いため，ストレ

スがかかりやすい環境です．それをあらかじめ認め，それに対する対策を準備して行

くことができれば，MIT での生活が向上すると思います．僕の場合は毎日ヨガに通っ

ていました．その他にもいい方法があると思いますので，留学前に，モチベーション

および心身の健康を維持できるような方法を自分なりに構築していかれるのがいい

かと思います．治安はいいですが，交通量が多いので，車には気を付けることを勧め

ます．自転車のバイクのレーンがありますが，レーンのすぐ横の駐車している車から

少し離れて運転することを勧めます．突然駐車している車のドアが開くと避けるのが

簡単ではないからです．マサチューセッツ州は冬は寒くなるので，電車で通学できる

場所に住むのもいいかもしれません． 

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。 

お金の管理はアメリカで開設した銀行口座で行った．開設した口座はBank of America 

と MIT Federal Credit Union である．これらはMITでよく使われている銀行で学内にも

窓口および ATM があるため便利である．Bank of America は全国的に有名である

が，MIT Federal Credit UnionはMIT周辺に限られる．海外送金は料金の低い新生銀

行を通じて日本在住の親の手を借りて行った．クレジットカードよりもデビットカードを

よく使った．しかし，支払いのほとんどはオンライ購入でない限りキャッシュで行った．

そのほうが支払っている感覚があり，金銭感覚を正常に保つことができると考えたか

らである．ドルだとゼロが二つ少ないため，ものが安く感じることが多い．そんな中

で，うまくお金を貯蓄する方法を構築できると将来家などを買うときに役に立つと考え

る．一つの方法として，為替レートを常にチェックし，支払いの際には日本円に計算変

換し，そのお金で日本で何が買えるか想像することを私は習慣にしている． 

４．住居、生活環境 

住居の種類 
 民間アパート  

住所／ 

電話番号 

30 Myrick St. 

Boston, MA 

02134, USA 

費用（月額） 650ドル （７万円程度） 

どのようにして

見つけたか 

Craigslist のウェブサイトを通じて見つけた． 

今後、同大学・地

域への留学希望

者に伝えたい地

域情報、生活情

報 

 

ボストンの辺りは比較的便利です．他のアメリカの大都市と異なり，自転車で大体の

場所に行くことができるため，車を持たなくても，それなりの生活ができます．私は自

動車の運転免許がないため，助かりました．ですが，冬は寒いです．自転車で通学す

る場合は，駅やバス停の近くに住んで地下鉄やバス停という選択肢も持っておくとい

いと思います．夏はその分福岡よりも涼しいので，自転車での通学に適しています．

ですが，それでも汗をかきますので，MIT の極力近くに住むことを勧めます．安い物

件でCambridge市のどこかに住めれば理想だと思います．多くの学生は一軒家を借り

て，他人とシェアしています．このほうが家賃が安くてすみます．Craigslist でルームメ

イトを探しているグループが多くあるので，そこに便乗することもできます．それとMIT

の近くのCentral Square のHマートで日本食が手に入ります． 

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 



Craigslist 

 

Bank of 

America 

https://boston.craigslist.org/search/hhh 

 

https://www.bankofamerica.com/ 

このサイトでアパートを探すことができます． 

 

このサイトでお金を管理しました． 

６．留学期間終了後の活動予定 

本プログラムでの派遣者は、留学期間終了後、①大学や研究機関等において我が国の国際競争力の強化や国際

社会への知的貢献に資する教育研究を行う意思があること、②国際機関等の中核的な職員として国際貢献に資する

活動を行う意思を有すること、③またはこれらに類する活動を行う意思を有することが申請条件となっています。これ

を踏まえて、今後の活動予定・活動計画を記入してください。 

 今後は世界的な研究者としてトップレベルの論文集に論文投稿を継続するとともに，徐々に研究室管理

の手法を身に着け，将来の大型研究室運営につなげる．研究は現在行っている生物細胞の簡易モデル

を主軸として，生態学，生物学，地球科学の分野へと幅を広げる． 

 今後１年間は博士研究員として MIT に残り，論文執筆および研究を継続する．特に，論文執筆において

はこれまで蓄積された研究成果を短時間で論文の形に修正するとともに，質の向上を行う． 

 その後はアメリカ，もしくはヨーロッパにおいてさらに研究を進める．研究と並行して，自分で研究費用を

得るためにはどうすればよいのかを研究し，研究費用獲得能力を日々向上させる． 

 研究だけではなく，英語を用いたコミュニケーション能力向上も継続して行う．できるだけ多くのイベント

に参加し，それと並行してコミュニケーションに関する学習も書籍等を通じて行う． 

 世界中の研究者とのネットワークをインターネット，学会等を通じて日々構築させる． 

７．その他の特記事項 

特に交換留学(短期留学）との違い（学業面や生活面、異文化への適応など）や、今後、本プログラムへの申請を検

討している学生へのアドバイスなどを記入してください。 

交換留学と大きく違うのは，留学中の活動が将来研究者としてのキャリアに直接的な影響をあたえると

いうことです．留学中に書いた論文は成果としてのこり，留学中に築いたネットワークは留学後も役に立

ちます．その他にも，留学中に磨いた能力，たとえば英語でのコミュニケーション能力，研究能力，英作文

能力は今後どのような成果をあげられるのかを左右します．そのことを感じながら，日々の生活の質の

向上に励むことが留学生活の成功および将来へとつながると思います． 

長期派遣では短期留学よりも長い時間海外での生活をすることになります．そのための準備を留学前

からできると留学中の生活が楽になります．具体的には，英語能力の向上，ストレス対処法の構築，健康

管理能力の向上，財政管理能力，など，基本的な生活に必要な能力が役に立ちます．これらに加えて，

留学先の大学の地域に関する歴史，文化，地理など学べるだけ学んでいくことを勧めます．留学先の地

域に興味を持ち，学ぶことによって留学先でのコミュニケーションが円滑でかつ楽しいものになる可能性

が高くなります． 

英語学習に関しては特に，留学前に発音矯正を行うといいと思います．書籍では「英語耳」（松澤喜好

（著），アスキー・メディアワークス）や「英語喉」（上川 一秋，ジーナ・ジョージ（著），三修社）といった本を

おすすめしますが，他に興味の発音本があれば，どんどん試していいとおもいます．発音矯正を勧める

理由は，学校教育で焦点があまりあてられておらず，集中して発音を矯正する時間が限られているケー

スが多いからです．それに，発音は矯正可能です．発音向上が自信やコミュニケーション向上につながる

ことを考えると，実は時間投資効率がいい学習ですので，留学前，留学中，数年間，もしくは１０年以上継

続して発音矯正に時間が割ければよいと思います． 

 


