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序文

『 4．出発準備：米国で住み学ぶための実際的な情報』
は、米国留学を考えている学生や研究者の方々に客観
的かつ実用的なアドバイスを提供するために、米国国
務省が発行した 4冊シリーズの手引きの中の 1冊です。
この4冊は全て、インターネットhttps://www.educationu-
sa.info/からダウンロードできます。また印刷版は、世界
各地のEducationUSAアドバイジングセンターで入手で
きます。最寄りのセンターの所在地については、米国
大使館または領事館に問い合わせるか、EducationUSA
のサイトに掲載されているリストをご覧ください。

この 4冊は以下の分野を扱っています。

大学学部課程
米国での学士号と準学士号の取得プログラムの選び方、
出願の仕方、米国での技術・職業教育の機会について。

大学院、専門課程および研究
米国の修士号取得、博士号取得、博士号取得後の研究
の各プログラムの選び方や出願方法、および自分の教
育や実務経験を米国で向上させたい専門家のための認
証と免許取得に関して。

短期留学、英語留学、遠隔教育、認定
米国で最長1年間勉強する機会についての情報、米国外
から遠隔教育プログラムを通じて、学位、卒業証書、
資格を取得するために学ぶ方法の概要、米国の高等教
育機関の認定制度に関する詳細情報について。

出発準備：米国で住み学ぶための実際的な情報
米国の大学に入学が許可された後、渡米計画を立てる
際に役立つ情報、ビザ申請、米国への引越し、大学のキャ
ンパス到着後に何をすべきかについてのアドバイス。
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はじめに

合格おめでとうございます。これから本国を出発し米
国で学ぼうとしている皆さんは、この先に待ち受けて
いるさまざまな変化に思いをはせ、期待と不安が入り
混じっている時期だと思います。『 4．出発準備：米国
で住み学ぶための実際的な情報』は、米国への渡航や
米国での生活について知っておくべき実用的で重要な
情報を提供し、米国での経験が最高のものになるよう
お手伝いします。

出発前の準備に役立つ情報源から、米国への渡航中に
必要なものについての助言、学生や交流プログラムの
参加者として米国で日々の生活を送るためのアドバイ
スに至るまで、この冊子にある情報は、出発から帰国
までの期間全体を通して役に立つことと思います。念
入りに準備をするほど、新しい生活に容易に溶け込め、
米国で過ごす時間が有益なものになるでしょう。

ご健闘を祈ります！
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第 1章 渡米前の支援と情報の入手先

米国への転居を計画するにあた
り、皆さんは専門家の留学生アド
バイザーの支援がほしいと思うこ
とがあるでしょう。このような支
援は、世界各地にあるEducationU-
SAアドバイジングセンターや、米
国全土の大学の留学生アドバイ
ザーから受けることができます。

EducationUSAアドバイジン
グセンター

「アドバイジングセンター
から私が受けた手助けと支
援は、いくら高く評価して
も、しすぎることはありま
せん。センターは米国の教
育制度に関する、私の最初
の、そして第1の情報源と
なりました。センターにあ

る本や雑誌、インターネッ
トへのアクセスは非常に役
に立ちました。そしてス
タッフの人たちは私が目的
を達成するために、大いに
支援してくれました」

―ビジネス専攻のロシア人留学生

自分にとって最適なプログラムを
選択するためには、自分自身が努
力し、入念に計画する必要があり
ますが、世界中のおよそ450のEdu-
cationUSAアドバイジングセンター
が、情報やアドバイスを提供して
お手伝いします。センターでは、
大学要覧、プログラムガイド、入
学試験情報などが閲覧でき、また、
経験豊富な教育アドバイザーが、
プログラム選びや出願のプロセス

渡米前の支援と
情報の入手先
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第 1章 渡米前の支援と情報の入手先

をお手伝いします。一部のセン
ターでは、大学進学説明会やセミ
ナーなどのイベントを開催してい
ます。ビデオやグループ説明会な
どによる基本的な留学情報の収
集、ウェブサイトへのアクセス、
図書室特設コーナーでの蔵書閲覧
などが無料でできます。それ以外
のサービスについては、センター
によっては、有料となる場合があ
ります。

EducationUSAアドバイジングセン
ターは全て、米国国務省の支援を
受け、米国留学の幅広い機会につ
いて、客観的な情報を提供するこ
とを目的にしています。この業務
を行っているセンターの名称や運
営団体は国によって異なります。
最寄りのセンターについては、米
国大使館または領事館に問い合わ
せるか、EducationUSAのウェブサ
イ ト（https://www.educationusa.
info/）に掲載されているリストを
ご覧ください。

留学生アドバイザー

ほとんど全ての米国の大学のキャ
ンパスには留学生アドバイザー
（ISA）がいて、皆さんが米国滞在
中に、援助やアドバイス、その他
個人的な支援を必要とした場合に
相談にのってくれます。渡航準備
について、あるいはキャンパスへ
到着した際にどのようなものが必
要になるかについて、出発前にISA
と連絡を取りたいと思うこともあ
るでしょう。ISAは通常、「留学生
支援室」（International Student Of-

�ce）、あるいは同じような名前の
部署に籍を置いています。留学生
がキャンパスに着いたときにオリ
エンテーションを開催したり、ビ
ザや税金などの問題について手
伝ったりしてくれるのが留学生ア
ドバイザーです。留学先の大学に
正式な留学生アドバイザーがいな
い場合でも、少なくとも非常勤の
形で、留学生の支援を担当する人
がいるはずです。

入学許可の通知を受け取ると、留
学生アドバイザーか、同じ職務を
担当する人の名前が分かるはずで
す。留学生アドバイザーの名前が
記載されていなければ、大学の入
学事務担当者に問い合わせるか、
大学のウェブサイトで確認してく
ださい。いつ米国に到着する予定
なのか、担当の留学生アドバイ
ザーに確実に連絡しておきましょ
う。そうすればアドバイザーは皆
さんを出迎える予定を立てられる
だけでなく、皆さんの到着を国土
安全保障省に報告する手配ができ
ます。

役に立つウェブサイト

EducationUSA
https://www.educationusa.info/

『米国留学を目指す人のために』オ
ンライン版
http://www.educationusa.info/pages/
students/research-references-study.php
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第 1章 渡米前の支援と情報の入手先

EducationUSAアドバイジングセン
ター要覧
https://www.educationusa.info/
（“For International Students”から“Find 
an Advising Center” をクリック）
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第 2章 渡米前の準備

持っていく書類

自分の法的な記録や医療記録、学
校の履修歴に関わる書類など、重
要書類を米国へ持っていくように
しましょう。米国へ着くまでの間、
また到着してからも、重要書類は
全て携行し、スーツケースの中に
しまっておいてはいけません。ま
た、こうした重要書類を他人に貸
したり、渡したりしてはいけませ
ん。ただし、その人物が何らかの
身分証明書を提示して、受け取る
権限があることを示している場合
は預けても問題ありません。

法的文書
外国籍の人が米国へ入国する際に
は、以下に挙げるような、自分の

法的地位を示す書類を持っている
必要があります。こうした法的書
類は、米国への入国時や米国滞在
中に必要となります。また、留学
期間中に一時的に米国を離れた場
合、再入国するためにもこれらの
書類が必要です。書類の有効期限
が切れないようにしておかなけれ
ばなりません。

・本国が発行した有効なパスポー
ト（米国入国日から最低 6カ月
間有効期間が残っている必要が
あります）

・米国大使館または領事館の領事
がパスポート内に押した（貼付
した）非移民ビザ（ビザの申請
方法について詳しくは第 3章を
ご覧ください）。

渡米前の準備
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第 2章 渡米前の準備

・在留資格証明書（I-20またはDS-
2019）

・出入国記録カード（I-94）：出入
国記録カードは、恐らく飛行機
の中で受け取ることになるで
しょう。記入して、到着時に空
港で入国管理官に渡せるように
しておきましょう（詳細とI-94
の見本は第 3章をご覧くださ
い）。

さらに、出生証明書を持っていく
のもよい考えです。各種の身分証
明書やその他の書類を米国で申請
するときに必要になることがある
からです。既婚者で、配偶者が同
行する場合、結婚証明書など婚姻
を証明できる書類の写しを持って
いきましょう。こうした証明書が
英語で書かれていない場合、その
英訳を公証してもらっておきま
しょう。

予防接種証明書
米国の大学のほとんどは予防接種
に関して一定の要件を設けてお
り、この要件を満たさなければ授
業に登録できません。予防接種の
要件にたいてい含まれているの
は、はしか、おたふく風邪、風疹
です。また多くの学校が、過去 6
カ月から 1年以内の間にツベルク
リン検査または胸部レントゲン検
査のどちらかを受けて、結核感染
の有無を確認しなければならない
と定めています。質問があれば留
学生アドバイザーに確認しましょ
う。求められる要件は学校によっ

て異なりますが、自分の予防接種
を記録する有効な方法の 1つとし
て、世界保健機関（WHO）が定
めた「国際予防接種証明書（Inter-
national Certi�cate of Vaccination or 
Prophylaxis）」の取得があげられま
す。この黄色いカードは本国の医
師か公的保健機関から入手できま
す。詳しくは、WHOのホームペー
ジにある「海外渡航と健康（inter-
national travel and health）」（http://
www.who.int/ith）を参考にしてく
ださい。

医薬品と眼鏡の処方箋
米国に入国するときは、持ってい
る医薬品があれば入国地の税関職
員に申告しなければなりません。
薬によっては米国内に持ち込めな
いものもあります。質問があれば、
出発前に米国大使館または領事館
に問い合わせましょう。常用して
いる処方薬については、十分な量
の薬と英語で書かれた処方箋を
持っていきましょう。眼鏡をかけ
ている人は、できれば、予備の眼
鏡と、英語で書かれた眼鏡の処方
箋を持っていくとよいでしょう。

医療記録と歯科記録
詳しく書かれた最新の医療記録と
歯科記録について、できれば、自
分のものと、同行する扶養家族が
いる場合は家族の記録を持ってい
きましょう。こうした記録には、
最近に医療機関で受けた一般健康
診断や、血液検査、歯科や眼科の
検診、レントゲンその他の検査の
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第 2章 渡米前の準備

結果が記載されているはずです。
こうした記録があれば、これまで
に受けた診断や治療について、米
国の医師の理解を助けるだけでは
ありません。米国で同じような検
査を繰り返し受けて費用を払うと
いう無駄が避けられる場合もあり
ます。

学業に関する書類
留学前に通っていた中等教育学校
または大学が発行する正式の成績
証明書や、講義要綱、学校便覧、
履修科目便覧、科目解説その他の
学業に関連する資料を持っていき
ましょう。こうした資料は、留学
先の米国の大学で学科の履修単位
やどのレベルのクラスに入るかに
ついて問題が起こった場合に、入
学事務担当室や学部の役に立ちま
す。

連絡先の情報
交通機関が遅れたり緊急事態が起
こったりした場合に備えて、米国
の大学の連絡担当者の名前と住
所、電話番号を携帯するようにし
ましょう。また、本国の連絡先の
氏名、住所、電話番号や、本国の
在米大使館か領事館、あるいは教
育活動団体または教育支援団体な
どの組織の名称、住所、電話番号
も控えておきましょう。

資金のこと

米国滞在のための予算を立てる
米国滞在の資金を賄うのに必要な
金額を計算するには、入学許可の
通知書と一緒に送られてくるI-20
またはDS-2019に記載されている
費用の見積もりを見てください。
記載されている見積もり額はたい
てい正確で、留学生は、そこに書
かれている金額の全額を用意する
ことが求められています。留学生
アドバイザーやEducationUSAのア
ドバイザー、資金提供者に、どの
程度の金額が必要になるのか相談
するのもよいでしょう。予算を立
てるときは、以下に挙げるリスト
を手引きとして活用してください。

授業料と納付金：授業料や納付
金、その他の教育経費には大きな
幅があります。これらの費用の内
容や負担金額について理解するに
は、I-20やDS-2019を確認し、大学
から送られてくる入学資料をよく
読みましょう。質問があれば、大
学の入学事務担当室や資金提供
者、または留学生アドバイザーに
尋ねてください。

生活費：大学案内やウェブサイト
は、最新の生活費について知るた
めの確かな情報源です。Educatio-
nUSAアドバイジングセンターに
も、毎月の生活費に関して都市別
あるいは教育機関別の最新情報が
あるかもしれません。休暇中にか
かる余分の費用も計算に入れるよ
うにしましょう。たいていの大学
の学生寮や食堂は、大学が休みの
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間は閉鎖されます。つまり、自宅
へ戻れない学生は、学校が学生寮
を開けておいてくれなければ、滞
在場所や食事の費用を自分で払う
必要があるということです。どう
なるのか留学生アドバイザーに聞
けば、しかるべき準備ができます。

旅行保険と健康保険：本国から米
国のキャンパスまでの旅行にかけ
る保険が必要になります。米国滞
在期間中の健康保険も必要です。
健康保険は内容によって費用に幅
があります（後掲の「健康保険」
を参考にしてください）。

手荷物保険：手荷物保険は、手荷
物の紛失や破損、盗難による損害
を補償する保険です。手荷物保険
は手頃な価格で提供されていて、
旅行会社や空港のキオスクで保険
に入ることができます。もし旅行
かばん類が紛失したら、すぐに空
港の航空会社のカウンターに届け
出ましょう。窓口で応対してくれ
た人の名前と、後でその人に連絡
する場合の職場の連絡先住所と電
話番号を書き留めておくのがよい
でしょう。航空会社は紛失した旅
行かばん類の所在を突き止めよう
とし（間違った行先の便に乗せら
れただけかもしれません）、見つ
かったら米国の滞在先に送ってく
れます。一定期間経ってもその旅
行かばん類が見つからない場合、
航空会社が代わりの旅行かばん類
を買う代金を払ってくれるでしょ
う。

書籍と学用品：米国の学生は教科

書を自分で購入しなければなら
ず、書籍代は非常に高額になるこ
ともあります。ほとんどの大学の
キャンパス内には書店があり、学
生は新品の教科書を買うことも、
中古の教科書を安価で購入するこ
ともできます（また、学期の終了
時に、購入時より低い価格で買い
取ってもらうこともできます）。書
籍や学用品の費用は専攻分野に
よって幅があります。リベラル
アーツ専攻の学生の場合、 1年間
の教科書代は800ドル程度になる
でしょう。工学や美術、建築など、
特殊用品が必要な分野を専攻する
予定の場合は、出費がこれよりか
さむことが多いでしょう。工学専
攻の学生の書籍および教科書代
は、年間で250～350ドル余計にか
かることがあります。また、医学、
薬学、法学専攻の学生の書籍代は、
たいていはさらに高くなります。
パソコンを購入したり、パソコン
にアクセスしたりするための費用
も必要でしょう。

交通費：大学が公表している生活
費には、ほとんどの場合、本国と
米国の間の渡航費は含まれていま
せん。年間の予算に本国と学校間
の往復費用を含めるのを忘れない
ようにしましょう。キャンパスの
外に住んで通学する予定なら、通
学の交通費を加えましょう。

通信費：電話料金や郵便料金など
の通信費を忘れずに予算に含める
ようにしましょう。

個人的な支出：個人的支出として
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は、衣類や洗面具などの生活必需
品や、生活に必要なサービスなど
の費用が挙げられます。配偶者や
子供などの扶養家族がいる場合
や、特別な医療ケアが必要な場合
は、生活費を相当額上積みする必
要があります。ほとんどの大学が
出している見積もりは、学生に最
低限必要な費用の見積もりです。

その他雑費：洗濯、文房具、写真、
外食、娯楽など、個人で必要なも
のについても考えておきましょう。

旅行：旅行するつもりなら、その
費用も忘れずに予算に含めましょ
う。

税金：米国の大学から奨学金や研
究・教育の助手手当を受け取って
いる場合、連邦政府や地方政府は
通常このような奨学金や報酬に課
税していることを覚えておきま
しょう。本国からの所得や奨学金
も課税対象になることがあります。

米国送金のための準備
渡米する前に、郷里にある大手銀
行に連絡して、米国に滞在してい
る自分に送金してもらう方法を調
べましょう。米国に口座を開いて
しまえば、本国の銀行から米国の
銀行へ電子的に送金してもらうの
が普通は最も安全な方法です（米
国の銀行での口座開設については
第 7章を読んでください）。送金に
かかる手数料と、米国に届くのに
かかる時間を問い合わせましょ
う。郷里の銀行口座の国際銀行口

座番号（IBANコード）と金融機関
識別コード（BICまたはSWIFT）
など、米国の銀行へ送金するのに
必要な情報を確認しておきましょ
う。

渡航して住居に落ち着くまでの
費用
出発する前に、渡米して最初の数
週間にどのくらいの金額が必要に
なるか計算しましょう。最初の学
期の授業料に加えて、学生寮に住
む予定なら食事代を含めた寮費を
払う資金が必要になるでしょう。
キャンパスの外に住むつもりな
ら、アパートの保証金や、（支払い
を求められる可能性がある）光熱
費の保証金、住まいが見つかるま
での間の生活費、交通費などが必
要になります。キャンパス外に住
む場合の生活費を見積もる際は、
留学生アドバイザーが力になって
くれます。書籍代や学用品、納付
金の費用も必要です。

移動中のタクシー代や食事代、電
話代などとして、100～200ドル程
度を小額紙幣（20ドル、10ドル、
5ドル、 1ドル）で用意しておく
のがよいでしょう。ほとんどの店
で米国紙幣を小額紙幣や硬貨に両
替できますが、小さな店や売店で
は20ドルより高額の紙幣を両替で
きないことがあります。紛失や盗
難にあいやすいため、大金を現金
で持ち歩かないようにしましょう。

銀行口座を開設して本国の銀行か
ら送金してもらうには数週間かか
ることがあるため、事前に準備し
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ておく必要があります。本国の銀
行のキャッシュカードがあるな
ら、米国で使えるかどうか調べて
おきましょう。キャッシュカード
が使えるなら、旅行する時にそれ
ほど多くのお金を持っていく必要
はありません。キャッシュカード
がない場合や、あっても米国で使
えない場合は、お金を持っていく
必要があります。大金を持ち歩く
必要があるときは、プリペイド・
デビットカード（prepaid debit 
card）を購入するか、トラベラー
ズチェックを使うのが最も安全で
しょう。

プリペイド・デビットカードは、
米国のたいていの店で現金の代わ
りに使えます。プリペイド・デ
ビットカードを購入する時には一
定の金額を払い、その金額がカー
ドに入金されます。カード購入後
は、カードの残額がなくなるまで
カードを使って払うことができま
す。カードを使い続けたければ、
カードに追加入金するか、新しく
カードを購入する必要がありま
す。本国やインターネットでプリ
ペイド・デビットカードを購入で
きなくても、たいていの米国の空
港で購入場所が見つかります（プ
リペイド・デビットカードについ
て詳しくは第 7章を参考にしてく
ださい）。

ATMやデビットカードより利便性
は低いですが、トラベラーズ
チェックも旅行中に安全にお金を
持ち歩くための方法です。トラベ
ラーズチェックは盗難、紛失、破

損に対して保険が掛けられている
からです。きちんとした身分証明
書があれば、米国のほとんどの店
で簡単に換金できます。トラベ
ラーズチェックは旅行代理店やた
いていの銀行で購入できます。購
入時に、小切手 1枚 1枚に署名す
るように言われます。言われたと
おり、全ての小切手に 1回署名し
ましょう。トラベラーズチェック
を換金するときは、小切手が確か
にあなたに発行されたということ
を確認するために、小切手に 2度
目の署名をしなければなりませ
ん。パスポートに記載されている
署名どおりに「英語で」署名して
ください。

お金の制限
米国政府は、米国に居住していな
い者や米国市民でない者が教育費
用を賄うために米国内へ持ち込ん
だり送金したりする米国通貨の金
額を制限していません。しかし、
1万ドル以上の現金またはその他
の金融商品を（米国内外へ）個人
が移動する場合は、その旨を申告
するよう義務付けています。この
要件について、詳しくは本国の米
国大使館か領事館に問い合わせて
ください。

多くの国が為替制限を設けていま
す。本国にそうした制限がある場
合、国外へ通貨を持ち出す許可を
申請する必要があるかもしれませ
ん。詳しい情報を得るには、本国
のパスポート発給担当の政府機関
に連絡してください。
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保険

以下に挙げるのは、学生が米国滞
在中に加入しているべき保険のリ
ストです。それぞれの保険の種類
について詳しく知るには、留学生
アドバイザーが手助けしてくれま
す。

・健康保険：米国での医療を適用
範囲とする保険。米国で加入で
きる健康保険の種類を含めて、
さらに詳しい情報は後述します。

・旅行保険：本国から米国までの
旅行を対象とする保険です。

・生命保険：命に掛ける保険で
す。万一あなたが死亡した場合
は、あなたが受取人に指定した
人物に保険金が支払われます。

・動産保険：米国へ持っていく物
品の紛失、盗難、破損に対して
掛ける保険です。高額な宝石類
やその他高価な身の回り品は米
国へ持っていかない方がよいで
しょう。

・自動車保険：事故が起こった場
合に備えて、自動車や人身傷害
を補償対象とする保険です。米
国で自動車を買う場合、ほとん
どの州は自動車損害賠償責任保
険への加入を義務付けていま
す。レンタカーを借りる場合は、
追加料金を支払って保険に加入
してもよいし、自分で加入して
いる自動車保険やクレジット
カード会社が、レンタカーの利

用を補償範囲にしていることも
あります。

健康保険
米国には、全国民を対象にした政
府の医療保障計画や医療サービス
がありません。そのため、ほとん
どの人は個人で健康保険に加入し
ています。

米国国務省は、J-1ビザ（交流訪問
者ビザ）で渡米する学生に、健康・
事故、医療搬送、遺体の本国送還
を補償する保険に加入するよう義
務付けています。非移民ビザのF-1
およびM-1で渡米する学生には、
米国政府は特に健康保険の要件を
設けていません。しかし、たいて
いの大学は、留学生に（大学が定
める）一定額の健康保険に加入し
ていることを証明するよう義務付
けており、その証明がないと学生
は授業の登録を認められません。

本国で健康保険に加入することも
できますが、そうした保険の多く
は米国滞在期間中に必要な医療に
十分に対応していません。また、
米国の医療機関も、医療費を外国
の保険会社に請求するのを嫌がり
ます。医療機関は、患者から直接
支払いを受け、患者に外国の保険
会社から保険金を受け取ってほし
いと思っています。本国で加入し
た保険契約が米国の医療保険会社
の保険契約と同等かそれ以上であ
り、その保険契約について米国で
請求できると確実に分かっていな
ければ、米国に到着してから健康
保険に加入する方がよいでしょう。
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留学先の大学が独自の健康保険を
提供していない場合、外部から提
供される保険に加入する必要があ
ります。詳しい情報は留学生アド
バイザーに問い合わせてください。

学力と語学の準備

学力、とりわけ専攻分野に関連す
る学力がしっかりしていない場
合、米国の大学での学習の進み具
合や授業の要求に適応するのに、
より多くの時間がかかるかもしれ
ません。現在の先生やアドバイ
ザーに、学力面で自分の強みと弱
点を評価してもらうように頼み、
どうすれば弱点を渡米前に改善で
きるかアドバイスを求めましょ
う。大学案内には教育施設や教材、
科目の履修要件や講義概要につい
て詳しく説明されているので、そ
れをよく読みましょう。そうすれ
ば、キャンパスで何が待ち受けて
いるのか分かります。たいていの
学校がウェブサイトに学校案内を
掲載しています。また、多くの
EducaitonUSAアドバイジングセン
ターの図書室にもカレッジや総合
大学の要覧が置いてあります。

条件付きで入学が許可された場合
や、「聴講生」として入学が許可さ
れた場合、一定の要件を満たさな
いと学位取得を目指す学生として
認めてもらえません。送られてき
た入学許可の通知に書かれている
条件をよく読み、これから自分に
何が期待されるのかについて、Ed-
ucationUSAのアドバイザーや留学
生アドバイザーに相談してくださ

い。

タイピングスキルとコンピュー
ター操作能力
渡米前に、英語キーボードでコン
ピューターに入力できるようにし
ておきましょう。多くの大学の授
業では、レポート課題をタイプ打
ちで提出することが求められま
す。また、大学院生なら特に、修
士論文や博士論文もタイプで打っ
て作成する必要があるでしょう。
工学、数学など統計データを使う
分野では、コンピューターを使っ
て複雑な問題に取り組まないとな
らないでしょう。学校の図書館を
使うにもコンピューター操作能力
が必要な場合があります。一部の
大学は全ての学生にパソコンの購
入を義務付けています。多くの大
学が正式な授業とは別にコン
ピューターの授業を各学期の始め
に設けています。

英語能力
米国の教育機関のほとんどが、留
学生にTOEFL（Test of English as a 
Foreign Language）やIELTS（Inter-
national English Language Testing 
System）などの英語試験の受験を
義務付けています。一部の学校で
は、TOEFLなどに加えて大学独自
の英語能力試験を受験してからで
ないと、学生に授業の登録を認め
ていません。

英語をうまく話す学生が、必ずし
も英語で文章をうまく書けるわけ
ではありません。英語が母語の人
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でさえ、学術目的で文章を読解・
作成するのを手伝ってもらうこと
が多いのです。英語の読み書きが
難なくできて語彙力も豊富なら、
学習するのも、課題を予定どおり
に仕上げることも楽になります。

米国の大学では、講義が最も一般
的な教授方法です。教授が留学生
に合わせて普段の講義のペースを
落としてくれることはありませ
ん。英語を十分に理解できるだけ
でなく、授業で提示される事実や
意見、参考資料についてすらすら
とノートを取ることができないと
なりません。

語学力を上げて勉学でより大きな
成功を収めるためには、あらゆる
機会をとらえて英語能力を高めて
から渡米しましょう。できるだけ
頻繁に英語を話し、英語の出版物
を読みましょう。英語のクラスや
学習グループに参加して練習を積
むことも考えてください。米国の
テレビ番組や映画を見たり、音楽
やラジオ番組を聞いたりすれば、
米国の発音やスラングに慣れるこ
ともできるでしょう。

出発前のチェックリスト

米国への出発準備をするにあた
り、以下に挙げるチェックリスト
が手引きになると思います。

・合否通知が届いたら、どの大学
へ入学するかを決めて入学事務
担当室に連絡し、要求されてい
る書式類があれば記入して返送

します。入学しない大学へはそ
の旨を連絡し、使わない大学の
書式類があれば返送します。

・奨学金などの資金提供を受けて
いる場合、スポンサー機関に自
分の予定を知らせて、渡航の手
配について尋ねてください。最
寄りのEducaitonUSAアドバイジ
ングセンターに連絡し、出発前
の情報やオリエンテーションプ
ログラムの日程を問い合わせま
しょう。

・健康保険の資料を請求し、適切
な保険に加入します。

・中等教育以降の成績証明書、お
よび履修した科目と使った教科
書について詳細な説明を入手し
ます。

・重要な医療記録、レントゲン検
査記録、および処方箋の写しを
入手します。処方箋は薬の一般
名称を英語で書いてもらいま
しょう。

・自分のパスポートが有効である
ことを確認します。

・I-20またはDS-2019を受け取った
ら、最寄りの米国大使館か領事
館にビザを申請します。出発日
までに十分余裕をもって申請し
ましょう（ビザの申請について
詳しくは第 3章を読んでくださ
い）。

・留学生支援室に連絡を取って米
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国への到着予定を詳しく知ら
せ、新入生や留学生向けに実施
されるオリエンテーションの詳
細を確認します。

・米国への入国地点から留学先の
学校までの行き方を調べ、移動
の交通機関を手配します。オリ
エンテーションや履修登録が始
まる数日から 1週間前にはキャ
ンパスに到着するようにしま
しょう。

・住居の手配を済ませます。早め
に着いたり週末に到着したりす
る場合は、当座の宿泊やその他
必要な事柄の手配について問い
合わせましょう。

・資金の準備：米国の銀行への送
金を手配し、渡航費や到着時の
諸費用の資金があることを確認
しましょう。米国での最初の 1
カ月間にかかる費用を賄う分に
ついて、トラベラーズチェック
の購入を検討し、できれば、ク
レジットカードを作ることも考
えましょう。

まとめ

・法的文書、医療記録、成績証明
書や学校関係の書類など、持っ
ていく必要書類が全てそろって
いることを確認します。

・長期的に必要な資金に加えて、
米国に到着してから銀行口座を
作るまでの間にすぐ必要な資金
を見積もります。

・米国滞在中の健康保険について
調べましょう。留学先の大学が
最低限の補償範囲について何ら
かの要件を定めていれば、それ
に注意して、自分の必要性を満
たす保険を見つけましょう。

・この先必要になる学力や語学力
を鍛えましょう。英語能力を向
上させ、英語キーボードを使っ
てコンピューターに入力するタ
イピングを習得し、スタディス
キルを向上させて、米国での経
験を最大限に生かせるようにし
ましょう。

役に立つウェブサイト

EducationUSA
https://www.educationusa.info/

U.S. Network for Education Information 
― Information for International Students 
and Professionals（米国教育省の教育
情報ネットワークのサイト内の「留
学生および専門職」のページ）
http://www2.ed.gov/about/of�ces/list/ous/
international/usnei/us/edlite-students.
html

米国の大使館、領事館、在外公館の
ウェブサイト
http://www.usembassy.gov

留学生のための課税に関する情報 
Internal Revenue Service ― References 
for Foreign Students and Scholars（米国
国税庁）
http://www.irs.gov/Individuals/
International-Taxpayers/References-for-
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Foreign-Students-and-Scholars

EduPASS Guide to Studying in the USA 
― 米国で学ぶ留学生のための総合情
報サイト
http://www.edupass.org/�naid/taxes.
phtml

世界保健機関（WHO）の「海外渡航
と健康」のページ
http://www.who.int/ith/

米国のビザ情報
http://travel.state.gov/content/visas/
english.html
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「ビザの面接時間は短いの
で、米国で何を学びたいの
か、在学中の資金はどのよ
うに工面するのか、勉学を
終えた後はどうするつもり
かを最善を尽くして説明し
ましょう」

―在モンテレイ（メキシコ）米国領事館副領事

ビザとはどういうものか

ビザの意味やビザが何を許可する
かについて、多くの人が誤解して
います。ビザは外国にある米国大
使館または領事館で米国国務省に
より発給されますが、ビザが発給

されたからといって米国への入国
が保証されるわけではありませ
ん。ビザは、外国人が米国の入国
港まで旅行し、米国への入国許可
を入国管理官に申請することを認
めるものです。ビザの定義や、ビ
ザに関する米国政府の政策および
手続きについて詳しくは、米国国
務省のビザに関するウェブページ
を参考にしてください（http://trav-
el.state.gov/content/visas/english/gen-
eral/frequently-asked-questions/what-
is-a-u-s-visa.html）。

ビザの種類

米国で学ぼうとする外国人の多く
が、F-1（非移民用）学生ビザを取

学生ビザ ― 概要
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ろうとします。しかし、他の種類
のビザが米国で学ぶ学生に認めら
れることもあります。自分にはど
のビザが適切なのかについて質問
があれば、入学予定の学校の留学
生支援室に問い合わせましょう。

F-1ビザ（学生ビザ）
米国で勉学したいと希望する人に
とって最も一般的なのがこのビザ
です。F-1ビザは、認定された米国
の大学で学びたい人や、大学ある
いは英語集中研修機関で英語を学
びたい人のためのビザです。さら
に詳しくは、国務省のウェブサイ
ト（http://travel.state.gov/content/vi-
sas/english/study-exchange/student.
html）を参考にしてください。同
行（または後日、米国で合流）す
る配偶者や21歳未満の子供は、F-2
ビザに該当します。

J-1ビザ（交流訪問者ビザ）
「J」ビザは、高等学校や大学での
勉学を提供するプログラムを含
め、交流訪問者プログラム参加者
のためのビザです。さらに詳しく
知るには国務省のウェブサイト
（http://travel.state.gov/content/visas/

english/study-exchange/exchange.
html）をご覧ください。同行する
配偶者や21歳未満の子供は、J-2ビ
ザに該当します。

*注：J-1ビザで渡米する一部の交
流訪問者（およびその配偶者と扶
養家族）は、Jビザの交流プログラ
ム終了後、本国に戻り 2年間居住
した後でなければ、Hビザ、Lビザ、

または移民ビザを申請する資格が
ありません。J-1ビザを申請して、
本国政府か米国政府から資金を受
ける予定の場合、この「 2年間本
国居住（外国居住）ルール」が適
用されます。「 2年間ルール」が適
用されるかどうかを判断するの
は、ビザを発給する領事で、ビザ
の一番下に「212（e）を適用する」
という文言を注記します（212（e）
は 2年間ルールについて定めてい
る「移民国籍法（Immigration and 
Nationality Act. INA）」の条項です）。
「外国居住」要件があるからといっ
て、Bビザ（観光ビザ）やFビザ（学
生ビザ）、別のJビザなど、他の種
類のビザを申請できないわけでは
ありません。

もっと詳しく知るには、米国国務
省のウェブサイト（http://travel.
state.gov/content/visas/english/study-
exchange/exchange.html）をご覧く
ださい。

M-1ビザ（学生ビザ）
M-1ビザは、米国の教育機関で学
術研究ではなく職業教育や研修を
受ける人のためのビザです。さら
に詳しい情報は、国務省のウェブ
サ イ ト（http://travel.state.gov/con-
tent/visas/english/study-exchange/stu-
dent.html）をご覧ください。同行
する配偶者や21歳未満の子供は、
M-2ビザに該当します。
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学生・交流訪問者プログラム
（SEVP）

「学生・交流訪問者プログラム
（Student and Exchange Visitor Pro-

gram. SEVP）」は「捜査・取締局
（Immigration and Customs Enforce-

ment. ICE）」の中に設けられてい
るもので、「学生・交流訪問者情報
システム（SEVIS）」を管理監督す
る国土安全保障省のプログラムで
す。SEVISは、留学生と交流訪問
者について、その渡米前および米
国滞在中のデータを維持管理する
インターネットを利用したシステ
ムです。さらに詳しい情報は、
ICEのウェブサイト（http://ice.gov/
sevis/index.htm）をご覧ください。

米国の大学は、SEVPの承認を受け
てからでないと留学生にI-20を発
行できません。米国のたいていの
高等教育機関はこの承認を受けて
います。入学してみたいと思う教
育機関が留学生の受け入れを承認
されているかどうか確認したけれ
ば、承認されている学校のリスト
がICEの ウ ェ ブ サ イ ト（http://
studyinthest ates.dhs.gov/school-
search/）に掲載されていますので、
ご覧ください。

交流訪問者が中心のプログラム
は、国務省教育文化事業局の承認
を受けてからでないと交流訪問者
にDS-2019を発行できません。国
務省に承認されているスポンサー
団体のリストはウェブサイトに掲
載されています（http://j1visa.state.
gov/participants/how-to-apply/sponsor-

search/）。

学生・交流訪問者ビザの申請

米国大使館や領事館にビザを申請
するためには、まず、SEVPに認証
された学校に入学を許可されてい
るか、国務省が承認したJ-1交流訪
問者プログラムに受け入れられた
うえで、こうした学校やプログラ
ムが発行するSEVISの書類（I-20か
DS-2019のいずれか）を受け取っ
ている必要があります。ビザを申
請するときには、この書類を提出
するよう求められます。

I-20かDS-2019のいずれかの書類が
米国の教育機関やプログラムスポ
ンサーから送られてくるのは、教
育機関への入学が許可された、ま
たは交流プログラムの参加者とし
て受け入れられたうえで、必要な
費用全額を払える証拠を提出した
後になります。教育機関やプログ
ラムスポンサーは、SEVIS費用に
関する情報など、ビザの申請につ
いて追加資料を送ってくれます。

必要書類全てを用意したら、入学
やプログラムに参加するのがたと
え数カ月先のことでも、ビザを申
請することができます。手続きに
十分な時間的余裕をみて、早めに
申請するようにしましょう。

ビザ申請のプロセス

学生ビザと交流訪問者ビザについ
ては、申請手続きと申請に必要な
条件のほとんどが統一されていま
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す。ビザ申請手続きに関する詳細
な解説については、国務省のウェ
ブサイトをご覧ください（http://
travel.state.gov/content/visas/english/
study-exchange/student.html）。

自分の国に特有の情報について
は、米国大使館または領事館の
ウェブサイトを参照してください
（最寄りの大使館または領事館の
所在地はウェブサイトhttp://www.
usembassy.govで調べることができ
ます）。

教育機関への入学だけでなく、
ビザ申請も事前に計画を

留学先の教育プログラムの開始に
間に合うように米国に到着するた
めには、いろいろとすべきことが
ありますが、なかでも、十分な余
裕をもって事前に計画を立てるこ
とが最も重要なことの 1つです。
これは米国での勉学面についてだ
けではなく、ビザ申請のプロセス
についても同じことが言えます。
つまり、米国への出発予定日のか
なり前に、ビザの申請資格がある
ことを示す（I-20またはDS-2019の
いずれか該当する）書類を、米国
の教育機関や交流プログラムのス
ポンサーに依頼し、受け取り、該
当するSEVIS費用（I-901）を支払
う必要があるということです。ま
た、ビザ面接の予約を取ることも
必要です。

ビザの申請 ― 覚えておくべき
重要点

・ビザの申請書類を提出する少な
くとも 3日前までに、SEVIS費
用を払わないとなりません。こ
の費用についての情報はウェブ
サイト（http://www.ice.gov/sevis/
i901/index.htm）に掲載されてい
ます。

・ビザ申請料金を支払います。こ
の料金は払い戻しできません。
手続きは米国大使館や領事館ご
とに異なりますので、居住する
国の米国大使館のウェブサイト
をご覧ください。

・ビザ面接の予約を取ります。

・非移民ビザ申請書（書式DS-
156）に、指示どおり正しく記入
します。F、J、Mのビザの申請
者のなかには、DS-157とDS-158
にも記入しなければならない場
合もあります。こうした書式に
記入するときには、パスポート
に記載されている情報のとおり
に書いてください。パスポート
の有効期間は最低 6カ月間残っ
ているか、全ての書類に自分の
名前がパスポートと同じつづり
で記入してあるか確認します。
矛盾した箇所があると、ビザの
発給が遅れることがあります。

・必要書類をそろえて見直しま
す。面接を受けるのに必要な書
類の全てがそろっていることを
確認します。必要書類としては、
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ビザの申請資格があることを示
す書類（I-20またはDS-2019）、
財政能力を示す書類、SEVIS費
用とビザ申請料金の支払済を示
す領収書、記入したビザ申請書
などが挙げられます。

ビザを申請する場所

ほとんどの学生は、自分の居住地
を管轄している米国大使館または
領事館にビザを申請します。多く
の国で、米国大使館や領事館が他
の国からのビザ申請者を受け付け
る場合もありますが、通常は本国
で申請する方が、手続きをスムー
ズに終えることができます。本国
に住んでいない場合のビザ申請手
続きの詳細については、現在住ん
でいる国の米国大使館のウェブサ
イトで確認してください。

ビザを申請する時期

学生ビザの申請は米国へ出発する
予定日のかなり前に行いましょ
う。クリスマスや正月などの休暇
シーズンや、 6月から 8月末まで
の夏の月には、米国領事館や大使
館は非常に忙しくなることがあり
ます。

米国大使館や領事館は、学生や交
流訪問者からの申請を迅速に処理
しようと努力していますが、でき
るだけ早めにビザを申請するのが
賢明です。セキュリティ審査が強
化されたため、一部の学生の申請
処理は時間がかかることもあるの
で、書類がそろい次第申請しま

しょう。早めに申請すれば、再申
請が必要な場合にその時間もあり
ます。ビザ申請の手続きや申請要
件、発給までにかかるおよその時
間については、申請先の大使館ま
たは領事館のウェブサイトで確認
してください。およその待ち時間
については、国務省のウェブサイ
ト（http://travel.state.gov/content/vi-
sas/english/general/wait-times.html）
にも掲載されています。

学生ビザ申請時に念頭に置いて
おくべき重要点

ビザ発給の可能性を高めるために
は、出発日の少なくとも 2カ月前
に申請手続きを開始しましょう。
また、必要な書類をそろえて面接
で提出できるように準備し、面接
には十分に用意して臨みましょ
う。「有資格証明書」（I-20または
DS-2019）を受け取ったら、自分
の名前がパスポートに記載されて
いるとおりのつづりで正しく書か
れているかどうか、個人情報や財
務情報、プログラムの情報が正確
かどうか、証明書に大学職員の署
名があるかどうかを確認しましょ
う。

ビザを発給してもらうためには、
以下の点で領事を納得させなけれ
ばなりません。SEVISに承認され
た学校やプログラムに入学や受け
入れを許可されたこと、勉学や交
流プログラムに必要な費用を賄え
る十分な資金があること、プログ
ラムを修了できる十分な英語力が
あること（英語研修プログラムだ
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けに参加予定の場合は除く）、そし
て、勉学やプログラムの終了後は
本国に戻るつもりであること、で
す。

領事は申請者の学歴と計画を見
て、なぜそのプログラムを選んだ
のかと申請者に理由を尋ねること
があります。勉学への熱意を示す
ために、成績証明書や全国試験の
結果、あるいはSATやACT、英語
試験のスコア、またはそれら全て
を持っていくのもよいでしょう。
留学費用や交流プログラム参加費
用をどのように工面するのかと尋
ねられることもあります。I-20ま
たはDS-2019には、大学に提示し
た費用の工面方法が記されていま
すが、家族や資金支援者の財政状
況を示す確かな証拠も提示できな
いとなりません。とりわけ、収入
源や収入金額が重要です。配偶者
や扶養家族がいる場合は（たとえ
同行して米国へ行かなくても）、本
人が米国滞在中に本国の家族の生
活費をどのようにして賄うのか、
その方法も説明する必要がありま
す。最後に、学生ビザや交流訪問
者ビザの申請者は、移民するつも
りでないことを領事が納得するま
で、全て移民する意思があると見
なされます。米国にとどまるより
も帰国する理由のほうが強いこと
を示せるよう準備しましょう。

ビザの発給拒否

ビザの申請が却下された場合、領
事は文書で理由を説明することが
義務付けられています。ビザの発

給を拒否された申請者には、再申
請する権利がありますが、その場
合は 1回目よりもさらに周到に準
備しましょう。というのも、最初
の申請が却下された理由を覆すに
足りる、新たな証拠を領事に示さ
ないとならないからです。最寄り
のEducationUSAアドバイジングセ
ンター、あるいは留学予定の大学
の入学事務担当室か留学生支援室
に連絡を取って、 2回目のビザ面
接について相談するのもよいで
しょう。

ビザについて「やってはいけな
い」こと

・観光ビザ（Bビザ）で米国に入
国してから学生ビザ（F- 1ビザ）
に変更しようとしてはいけませ
ん。観光ビザで入国すると、国
家安全保障省がF- 1ビザへの変
更を認めてからでないと勉学を
開始できません。変更が認めら
れるまでに90日以上かかること
もあり、授業の開始に間に合わ
なくなります。

・学生や交流訪問者は、本国がビ
ザ免除プログラム（VWP）に参
加している場合でも、ビザは必
要です。VWPによりビザなしで
旅行するためには、旅行の目的
が勉学ではなく訪問でなければ
なりません。その他にも一定の
条件を満たす必要があります。
勉学や交流プログラムへの参加
を予定しているにもかかわらず
VWPで米国に入国しようとすれ
ば、出国したうえでビザを申請
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しなければならなくなります。
VWPで米国へ来る者には、学生
など他の在留資格への変更は認
められません。

・米国の複数の大学から入学を許
可されたとしても、学生ビザの
申請時には、入学を予定してい
る学校から発行された「有資格
証明書」（I-20またはDS-2019）
を提示しなければなりません。
米国の入国港に着いたら、その
同じ有資格証明書を提示する必
要があります。入国時に使った
有資格証明書を発行した学校と
違う学校に入学することは入国
管理法違反であり、ビザ詐欺と
見なされることがあります。

ビザと米国入国に関する追加情
報

知っておくと便利な情報があと 2
つあります。まず、米国大使館ま
たは領事館は、米国で教育課程や
交流プログラムが実際に開始され
る日の120日前以降でなければビ
ザを発給できません。従って、入
学を許可した大学が、I-20または
DS-2019の中で教育課程の開始日
を 9月 1日と記載している場合、
5月 1日より前にビザが発給され
ることはありません（しかしビザ
の申請書は、手続きにかかる時間
を見込んで、I-20に記載してある
開始日の120日以上前に提出して
も構わないので、このことを覚え
ておきましょう）。

第 2に、たとえ米国へ入国するた
めのビザが発給されていても、初
めて米国に入国する場合は、教育
課程や交流プログラムが開始され
る30日前以降でなければ入国が許
可されません。先ほどの例でいう
と、 9月 1日にプログラムが始ま
る場合、米国への入国が許可され
るのは 8月 1日以降になります。
ただしこれが適用されるのは、米
国に初めて入国する学生について
のみです。米国での勉学を継続す
るためにビザを取得する学生には
この条項が適用されず、いつでも
再入国が認められます。

まとめ

・ビザ面接の予約は、用意が整い
次第、渡航予定日までに十分な
余裕をもって早めに行いましょ
う。

・ビザ申請書への記入は、指示を
よく読んで正確に行いましょう。

・申請時には、必要書類全てを必
ず提出しましょう。

‐ 米国の大学、または国務省指
定のスポンサー機関が発行す
るSEVISの書類（I-20または
DS-2019）

‐ 記入済みの非移民ビザ申請書
DS-156

‐ 記入済みの非移民ビザ申請補
足書類DS-157（該当する場合）
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‐ 記入済みのDS-158。非移民ビ
ザ申請者の連絡先と職歴を記
入（該当する場合）

‐ SEVIS費用およびビザ申請料
金の支払い済み証明書など、
大使館または領事館の指示に
記載されているその他の必要
書類

・自分と本国との絆や、英語能力、
学歴、受け入れ先の米国のプロ
グラム、支払能力、扶養家族な
どに関する質問に答えられるよ
う準備しておきましょう。

役に立つウェブサイト

世界各地の米国大使館・領事館のリ
スト
http://www.usembassy.gov

学生・交流訪問者のウェブサイト
http://travel.state.gov/content/visas/
english/study-exchange.html

ビザ面接予約およびビザ発給までに
かかる時間
http://travel.state.gov/content/visas/
english/general/wait-times.html

非移民ビザ申請用紙
http://travel.state.gov/content/visas/
english/forms.html

国土安全保障省（DHS） ― SEVIS費
用について
https://www.fmjfee.com/i901fee/desktop/
index.jsp?view=desktop
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「航空会社や移民政策・手
続きについて調べましょ
う。そうすれば何かおかし
なことが起こってもパニッ
クにならずにすみます。荷
物、パスポート、持ってい
ける物と持っていけない物
など、何事も事前に分かっ
ているにこしたことはあり
ません」

― コンピューターサイエンス専攻のブラジル人留

学生

渡航計画を立てる

米国へはほぼ確実に飛行機で行く
ことになるでしょう。留学先の大
学から渡航情報が送られてこなけ
れば、留学生アドバイザーに連絡
を取り、大学キャンパスに着くた
めの最適な方法を調べましょう。
最寄りの空港に路線を持つ航空会
社はどれか、また、乗り継ぎ便や
飛行機以外の交通機関を使う必要
があれば、それについても教えて
もらえます。米国の多くの大学は
都心から離れた場所や小都市にあ
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るため、渡米の日程を立てる場合
には地元の人から行き方を教えて
もらうことが非常に役に立ちま
す。また、到着するのに一番良い
日時の候補を複数調べておくこと
も重要です。到着の日時を知らせ
ておけば、空港での出迎えを手配
してくれる留学生アドバイザーも
います。

いつ渡航するか

旅行の手配をする前に、いつキャ
ンパスへ着けばよいのか調べま
しょう。学校からこうした情報を
知らせてこない場合は、留学生ア
ドバイザーに尋ねましょう。渡航
計画を立てるためのアドバイスを
いくつか以下に挙げておきます。

・留学生向けのオリエンテーショ
ンプログラムに間に合うように
到着しましょう。

・キャンパスの宿泊施設が利用で
きる前に到着を予定している場
合、滞在場所が必要になります。

・キャンパスには月曜から金曜の
業務時間内に到着しましょう。
大学が指示した場合を除き、夜
間や土日に到着するのは避けま
しょう。 1

・帰りの航空券を予約する場合、

学校の年間スケジュールで各学
期がいつ終わるのか確認してお
きましょう。

・米国の入国管理規則は、F-1また
はJ-1の入管書類であるI-20また
はDS-2019に記載されているプ
ログラム開始日の30日前以降で
なければ、米国へ入国できない
と定めています。

・飛行機は米国ビザが発行されて
から予約することをお勧めしま
す。

渡航の手配をする

飛行機を自分で予約したければ、
電話や郵便、インターネットを
使って国際航空会社に直接予約で
きます。ほとんどの航空代理店は、
手荷物制限、空港や通関の手続き、
予防接種および健康上の要件な
ど、旅行に関する他の事柄につい
ても教えてくれます。旅行のウェ
ブサイトも数多くあり、そこで価
格を比べたり、自分独自の旅行ス
ケジュールを作成したり、オンラ
インで航空券を購入したりできま
す。このように自分で予約するの
は、旅行代理店の専門知識がない
ので、リスクが高くなることがあ
りますが、自分の希望がはっきり
分かっていれば時間とお金の節約
になります。予約を変更しなけれ

1  　渡航の手配をするときは、観光シーズンのピークや休暇の時期に注意しましょう。
これらの時期は航空運賃が高く、航空券も取りにくくなります。復活祭（ 3月また
は 4月）、 6月～ 8月末までの夏期、11月・12月・ 1月の感謝祭・クリスマス・新
年の休暇などがこれに該当します。米国の休日についてさらに詳しくは、ウェブサ
イトをご覧ください（https://americanspaces.state.gov/home/calendar/）。
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ばならない場合、追加料金がかか
ることを覚えておきましょう。

旅行代理店

渡航の手配をするのに最も効率的
で便利な方法は、多分、旅行代理
店を使うことでしょう。旅行代理
店は航空会社や運賃、路線につい
て助言してくれるだけでなく、価
格の比較、予約の確認や変更など
も行ってくれます。食事制限があ
る場合も、特別な機内食を注文し
てくれます。旅行代理店なら期間
限定の特別価格商品やバーゲン商
品を入手できるため、お金の節約
にもなるでしょう。また、国際線
や米国の国内線の往復運賃など、
学生向けの割引運賃や特別商品を
提供している航空会社について
も、旅行会社はよく知っています。

旅行クラブとチャーター団体

皆さんの国にはチャーター便やそ
の他格安の米国旅行を専門にして
いる団体があるかもしれません。
こうした団体が地元の出版物や学
生新聞に広告を出すこともありま
すが、通常、学生は、実際に利用
したことがある人からこうした団
体のことを教えてもらいます。旅
行クラブの中には、入会して会費
を払ってからでないとチャーター
便を利用できないクラブもありま
す。料金を払ったり予約したりす
るのは、旅行クラブの評判を確認
してからにしましょう。問い合わ
せる際には、航空運賃や出発日、
乗り継ぎ便が確実かどうか尋ねま

しょう。十分な座席数が売れない
と、チャーター便がキャンセルさ
れたり、予定が変更されたりする
ことがあります。

スポンサー機関による渡航の手
配

本国政府から資金を提供しても
らって留学する場合、政府職員が
渡航の手配をしてくれる可能性が
あります。その場合、政府の担当
者から連絡が入ります。本国政府
以外がスポンサーの場合は、大学
から送られてきた旅行情報をスポ
ンサー機関にも知らせて、助言を
求めましょう。スポンサー機関に
は、米国への入国港だけでなく、
大学の最寄りの都市まで到着する
ための旅行を手配してくれるよう
依頼しましょう。スポンサーが入
国港までしか旅行を手配できない
場合は、入国港から大学までの旅
行の手配を出発前に確実に済ませ
ておきましょう。

*注：スポンサーが米国政府の場
合は、できる限り米国の航空会社
を使用するよう求められることが
あります。

荷造り

荷造りを始める前に、考えなけれ
ばいけないことがいろいろありま
す。持っていける荷物の量はどの
くらいか。持っていける安全な物
は何か。自分で運ぶのか、それと
も別便で送るのか。米国に着いた
後は、恐らく全ての荷物を自分で



36 米国留学を目指す人のために：出発準備

第 4章 米国への渡航と到着

運ばなければならないということ
を覚えておきましょう。キャンパ
スに着けば、何が必要かもっとよ
く分かると思います。

航空会社の手荷物制限

飛行機に持ち込める手荷物の量に
は制限があります。手荷物の個数
や、それぞれの手荷物の大きさと
重量でこの制限が決まります。航
空券を買うときに、航空会社の手
荷物制限を確認しましょう。規則
が変更されることもあるので、承
知しておきましょう。米国行き国
際線のエコノミークラスのたいて
いの乗客は、旅行カバン 2個と、
「機内持ち込み手荷物」 1個の持ち
込みを認められています。後者は
座席の下に置くことができる大き
さでないとなりません。米国の国
内線が通常持ち込みを認めている
のは、旅行カバン 1個と機内持ち
込み手荷物 1個です。それぞれの
手荷物は、航空会社が定めた重量
と大きさの制限の範囲内でないと
なりません。この制限の範囲を超
えると、超過手荷物料金の支払い
を求められます。

持っていく物

何を持っていくかは、ほとんどが
個人の選択に任されます。何を
持っていくにせよ自分で運ばなけ
ればならないので、軽くコンパク
トになるように荷造りしましょ
う。助言が必要なら、留学生アド
バイザーに問い合わせるか、最近
米国から戻ってきた学生に尋ねま

しょう。

荷造りは早めに始めましょう。そ
うすれば必要な物が全てそろって
いるか確認できるし、荷物の大き
さと重量が制限を超え始めたら、
不要な物を荷物から除外すること
ができるからです。全部を持って
いけなくても心配する必要はあり
ません。たいていの物は、値段の
安いものから高いものまでいろい
ろと、米国で手に入ります。

持っていくべき物
・ 2言語辞書。米国で母語の辞書
が手に入らない場合もあるから
です。

・身分証や個人情報を示す全ての
重要書類。これらの書類は機内
持ち込み手荷物に入れて自分で
運びます。飛行機に預ける手荷
物の中に入れてはいけません
（重要書類のリストについては
第 2章「持っていく書類」を参
照してください）。

・家族や自宅、本国の写真

・楽器、伝統音楽や現代音楽を録
音したもの、絵本、工芸品、
ちょっとした土産など本国の文
化にまつわる物。自分の才能や
本国の習慣を米国の人に伝える
ためです。伝統的な衣装や装身
具を持っていくのもよいでしょ
う。

・専攻分野の参考図書として役に
立つと思われる書籍、説明書、
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定期刊行物で、米国で絶対手に
入らないもの（これらは米国に
着いた後に送ってもらってもよ
いでしょう）。

・米国での経験を記録するための
カメラ（持っていなくても、米
国で購入できます）。

・小額貨幣で最低100～200ドル。
両替所へ行くまでに米国通貨が
必要になった場合の備えとして。

持っていくべきではない物
米国の税関規則は、旅行者が麻薬、
武器、一部の食品、再販を目的と
した物品を米国に持ち込むのを禁
じています。持ち込み禁止・制限
に関してさらに詳しい情報は、ビ
ザを取得できる場所ならどこでも
入手できます。また、米国税関・
国境取締局のウェブサイトでも入
手 可 能 で す（http://www.cbp.gov/
travel/international-visitors/kbyg/
prohibited-restricted）。以下に挙げ
るのは、持っていかない物の例で
すが、航空会社や税関の規則も確
認してください。

・ノート、ペン、紙、洗面具、タ
オル、シーツなど米国でも簡単
に買える物。こうした物で旅行
かばん類の貴重なスペースが取
られてしまいます。

・食品、種子や植物。米国には食
品、生鮮食品、農産物の輸入に
関して非常に厳しい制限があり
ます。

・米国の図書館で簡単に手に入る
書籍。一部の大学は図書館の蔵
書目録をインターネットで公開
しているので、事前に確認でき
ます。大学図書館の職員に連絡
を取って、どのような書籍を利
用できるか確認したり、図書館
相互貸借制度を通じて他の図書
館から借りることもできます。

・動物

・医薬品。ただし、医師の処方箋
を持っている場合は持っていく
ことができます（第 2章の「医
薬品と眼鏡の処方箋」を参考に
してください）。

・高価な宝石類、貴重な品物、先
祖伝来の家宝や壊れやすいも
の。盗まれたり壊れたりする可
能性があります。

・銃器、ナイフ、武器、あるいは
武器と見なすことができる物

・麻薬または薬物

・21歳未満の場合は、免税の酒類

・絶滅危惧種の動物から作られた
衣類、工芸品、医薬品

・家電製品（米国では、多くの諸
外国と異なったシステムで家電
製品が機能します。電気機器は
米国内で購入するのがよいで
しょう。特に大学の宿泊施設に
住む予定の場合、一部の製品は
許可されていないため、米国で
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の購入をお勧めします。テレビ、
ビデオレコーダー、DVDプレー
ヤーなどの映像システムは国が
変わればシステムも変わりま
す。本国から持ってきた製品は
米国のシステムに適合しないこ
とがあります）。

手荷物を守る

手荷物の全部それぞれに、自分の
氏名、米国での住所と電話番号（留
学先の大学の留学生支援室でよい
でしょう）を書いた名札を貼付し
ましょう。使い捨てのIDタグが航
空会社から手に入りますが、もっ
としっかりした荷物用タグか名札
を使うことを勧めます。さらに安
全性を考えて、手荷物の内側に名
札やタグを取り付けるのもよいで
しょう。手荷物の紛失や破損、盗
難に備えて手荷物保険に加入する
ことも検討してください（第 2章
の「手荷物保険」を参照してくだ
さい）。飛行機に預けた手荷物が紛
失したり、間違った行先の便に載
せられたりした場合に備えて、機
内持ち込み手荷物の中に数日分の
衣類と手回り品を入れておきま
しょう。

*注：手荷物を絶対に放置しない
でください。手荷物の盗難に常に
警戒する必要があります。

追加で荷物を送る

渡米する飛行機で料金を払って超
過手荷物を運ぶこともできます
が、非常に高くつきます。そのた

め、多くの学生が、郵便または民
間宅配業者の陸上・航空・海上輸
送で追加の荷物を送るか、あるい
は自分が米国に着いてから家族に
必要なものを送ってもらう方法を
とります。どのような方法で荷物
を送るとしても、全ての荷物に自
分の氏名と米国の住所をはっきり
と記しておきましょう。箱に直接
書くか、住所ラベルに書いて、そ
の上から幅広の透明のテープを張
り付けます。出発前に荷物を送る
場合や、自分宛てにすぐに荷物を
送ってもらうことが分かっている
場合は、米国入国時に忘れずに税
関で申告します。米国で荷物を受
け取るときに「関税」（輸入税）を
払う必要があるかもしれません。
郵便局や運送業者に手配する際に
問い合わせてください。

米国に着いたら

米国時間に合わせる
米国の時間表示は12時間制です。
真夜中から正午までが「午前」
（a.m.=ante meridian）、正午から真
夜中までが「午後」（p.m.=post me-
ridian）です。例えば14:00は 2時、
2 :00p.m.または午後 2時となりま
す。22:00は10時、10:00p.m.または
夜10時です。10:00は10時、10:00a.
m.または午前10時です。米国の正
しい時間に時計を合わせてから飛
行機を降りましょう。米国では 9
つの標準時間帯が使われているの
で、飛行機を乗り継ぐ場合は、も
う 1度時間を合わせる必要がある
かもしれません。
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入国審査
米国へ向かう飛行機の中で、I-94
（出入国記録カード）を含め、入国
管理と通関の書類に記入するよう
言われます。I-20またはDS-2019に
記載されている情報を使い、I-94
に記入しましょう（I-94は、日付
を日／月／年の順で書くヨーロッ
パ方式を採用しているので注意し
てください）。

飛行機を降りて入国審査を受ける
ときには、記入済みの出入国記録
カードとパスポートにI-20または
DS-2019を添えて提示します。係
官はI-94にスタンプを押し、通常
はパスポートにホチキスで留めて
から、I-20またはDS-2019と一緒に
返してくれます。米国滞在中は、
出入国記録カードがパスポートか
ら外れないように一緒に保管しま
しょう。出入国記録カードには入
国時に付与されたビザの種類と、
滞在が認められている期間が記載
されます。FビザまたはJビザで入
国した人については、在留資格の
有効期限が「D/S」と記載されます。
これは、「duration of status」のこと
で、「資格を有する期間」の意味で
す。M-1ビザで入国する学生のI-94
には、プログラム終了予定日に30
日を加えた日付が記載されます
（最長 1年間）。入国審査を通過す
る前に、I-94に自分の在留資格（F-1、
M-1、J-1のいずれか）と有効期限
（F-1とJ-1ビザの学生についてはD/

S）が正しく記載されていること
を確認しましょう。

学生の中には、別室に呼ばれて、

追加情報を提供したり、本人確認
をするために写真や電子指紋をと
られたり、短い面接を受けさせら
れたりする人もいるかもしれませ
ん。その場合、米国での予定を確
認するために、時間をおいてもう
1度面接を受けなければいけない
場合もあります。こうした 2次審
査を受ける必要がある場合、税関
職員はSEVISを使って在留資格を
確認します。大学に電話して、提
供された情報を確認することもあ
ります。

I-94は重要な書類です。合法的に
米国への入国を許可されているこ
とや在留が認められている期間を
示す書類だからです。I-94に記載
されている情報は、出入国情報を
表示する米国政府のコンピュー
ターシステムに入力されるため、
正確でないとなりません。I-94に
記入した情報がSEVISに提出した
情報と同じであることを確認しま
しょう。情報が違っているとコン
ピューターシステムで混乱が起こ
り、在留資格を確認できなくなる
ことがあるからです。I-94に記入
するための包括的な説明は、税
関・国境取締局のウェブサイトに
掲載されています。（http://www.
cbp.gov/travel/international-visitors/i-
94-instructions）

以下に示すのはI-94のサンプルで、
指示が書かれています。渡米前に
サンプルに記入し、それを参考に
しながら実際のI-94に記入すると
よいでしょう。
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*注：カナダ国民が勉学目的で米
国に入国するのにビザは必要あり
ませんが、他の留学生や交流訪問
者と同様、米国の大学、あるいは
国務省指定のスポンサー団体が発
行するSEVISの書類（I-20または
DS-2019）に加えて、SEVIS費用の
支払い証明書と勉学プログラムの
費用を支払えることを示す証拠を
提示しなければなりません。カナ
ダ国民であるならば、国土安全保
障省税関・国境取締局（CBP）の
ウェブサイトを参考にして、米国
入国に必要なものが全てそろって
いるか確認してください。

米国へ入国した後は、在留資格や
ビザに関する質問は全て、指定大
学職員または留学生アドバイザー
に尋ねましょう。学校の留学生支
援室は、米国滞在について質問が
ある場合の重要な情報源です。留
学生担当室のウェブサイトや、
I-20またはDS-2019と一緒に送られ
てきた米国到着に関する情報に答
えが出ていない質問については、
渡米する前に、ウェブサイトに問
い合わせるか、留学生支援室職員
に電子メールで問い合わせてくだ
さい。そして、到着したらすぐに
留学生担当室へ出向きましょう。

I-94記入方法

全て英語の大文字で記入してくださ
い。米国の標準文字を使い、活字体
ではっきり記入してください。ñ、é、
ü、çなどの文字は米国のデータシス
テムでは認識されません（代わりにn、
e、u、cを使います）。
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名前（項目番号1、2、14、15）―項
目番号1と14に名字（姓）を記入します。

名前が1つしかない場合は、名字のと
ころに記入してください。

スペースもつづりと同じく重要です。
記入の仕方を一貫してください。例
えば、「Mc Millan（cとMの間にスペー
スあり）」と「McMillan（スペースな
し）」は、コンピューターシステムで
は別の名前として認識されます。

ハイフンも一貫性をもって使ってく
ださい。

氏名は、I-20またはDS-2019、パスポー
ト、およびビザに記載されていると
おりに、活字体で記入してください。

誕生日（項目番号3、16）および発行
日（項目番号11）― 誕生日は日／月
／年の順で記入してください。これ
は、I-20またはDS-2019に記載されて
いる順序とは異なります。例えば、
誕生日が1986年1月9日なら、3番と16
番の誕生日の項目には09011986と書
きます。発行日を記入する11番の項
目にも同じ形式で記入します。

国籍のある国（Country of Citizen-
ship）（項目番号4、17）

「国籍のある国」とはパスポートを
発行した国です。国名の米国式つづ
りは、I-20の項目番号1またはDS-2019
の2行目に記載されています。

必須項目全てに必ず記入してくださ
い。

税関
入国審査を通過したら、手荷物を
受け取って税関を通ります。税関
職員は、米国へ持ち込んだものを
申告するように言い、手荷物を点
検し、機内で記入した税関申告書
に目を通します。申告すべき物品
を隠すと重い罰を受けることがあ
るので、正直に全てを申告しま
しょう（別便で送った荷物や、こ
れからすぐに送ってもらう荷物が
あれば、忘れずに係官に申し出て
ください）。

米国で個人的に使用する品物は、
関税を払わずに持ち込むことがで
きます。非居住者である留学生は、
価格の合計が100ドルまでの贈り
物を無税で持ち込むことも認めら
れています。合計額が100ドルを超
える場合は関税を払う必要があり
ます。

持っているお金の総額を申告しな
ければいけませんが、お金に関税
はかかりません。米国へはいくら
でもお金を持ち込めますが、 1万
ドルを超えるお金を持ち込む場合
は、関税職員に届け出なければい
けません。

持ち込みが禁止または制限されて
いる品物があります。36ページの
持っていくべき物を参照するか、
禁止・制限されている品物のリス
トが米国税関・国境取締局のウェ
ブサイト
（http://www.cbp.gov/travel/interna-
tional-visitors/kbyg/prohibited-restrict-
ed）に掲載されているので、それ
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を参考にしてください）。

通関に関して詳しい情報は、ウェ
ブサイト（http://www.cbp.gov/travel/
clearing-cbp）をご覧ください。

大学への移動

米国への入国港に到着したら、そ
こから最終目的地まで他の手段で
移動しなければならないことがあ
ります。留学生アドバイザーがこ
うした情報を提供してくれるはず
です。旅行会社も手配を手伝って
くれるでしょう。空港に着いても
最終目的地までの行き方が分から
ないとき（飛行機を利用しない場
合）は、空港の「地上交通」のカ
ウンターへ行って尋ねてください。

乗り継ぎ便
米国の国内線の航空券も、本国を
出発する前に予約しておくのがよ
いでしょう。最終目的地が中小規
模の都市の場合、最後の行程は
ジェット機ではなく、「近距離用」
の小型プロペラ機かもしれないこ
とを承知しておきましょう。

シャトルサービス
到着するのが主要空港の場合、た
いていは空港から地元の大学まで
シャトルサービスがあります。
シャトルサービスについては、空
港の「地上交通」カウンターで聞
けば分かるはずです。ほとんどの
場合、シャトルを使う方がタク
シーより割安です。

列車
米国では、列車での移動は他の国
に比べて高くつくだけでなく、そ
れほど便利ではありません。「アム
トラック（Amtrak）」は国営の鉄道
会社です。他の小規模な鉄道会社
もありますが、通常は地元だけで
しか運行していません。アムト
ラックは全米で運行しています
が、最も広範囲に運行しているの
が東海岸です。たいていの都市で
は鉄道の駅は空港の近くにはな
く、鉄道の駅と空港を結ぶ公共交
通機関も限られています。

バス
米国内を移動するには、バスが最
も安上がりな方法であることが多
く、広範囲で運行されています。
鉄道の駅と同じく、バスステー
ションもめったに空港の近くにあ
りません。空港とバスステーショ
ンを結ぶ公共交通機関も限られて
いることがあります。

レンタカー
レンタカーを借りるのは最も高く
つくかもしれませんが、米国で旅
行するには最も融通が利く方法で
す。多くのレンタカー会社が外国
でも営業しているので、皆さんの
国にも支店があるかもしれませ
ん。こうした支店や旅行会社やイ
ンターネットでレンタカーを予約
できます。レンタカーを借りるに
は、たいていは年齢制限やクレ
ジットカーが必要といった条件が
あることを覚えておきましょう。
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本国の運転免許証の代わりに国際
運転免許証を提示するよう求めら
れることや、両方の運転免許証を
提示するよう求められる場合もあ
ります。また、（ある都市でレンタ
カーを借りて別の都市で返却す
る）乗り捨て契約は、標準契約よ
りも割高になることが多いので、
このことも考慮しておきましょ
う。入国地から大学までレンタ
カーを借りるつもりなら、乗り捨
てタイプにする必要があるでしょ
う。

短期宿泊施設

最終目的地に着いてもすぐに学生
寮やアパートに入れない場合、ど
こか他の場所に宿泊する必要がで
てきます。最も費用がかさむのは
ホテルやモーテルですが、一部の
「格安」モーテルチェーンはかなり
手頃な料金で宿泊できます。他の
選択肢としては、ユースホステル
や国際会館などがあり、一部の大
学では学生用住宅に宿泊できるこ
ともあります。宿泊施設の選択肢
に関しては、留学生アドバイザー
に確認しましょう。

大学に着いたら

キャンパスに着いたらすぐに、留
学生や外国人研究者の支援を担当
する部署に出向いてください。こ
うした部署は、国際課、国際教育
課、国際プログラム課などの名前
が付けられています。どのような
部署名であれ、この部署は在留規
則や規定について質問や不安があ

る場合に、助けてくれます。何よ
り重要なのは、この部署は、
SEVISシステムを使って留学生の
到着を連邦政府に報告する義務が
あることです。学期の開始時に留
学生の到着が報告されなければ、
到着が報告されなかった留学生は
米国在留資格に違反したと見なさ
れることがあります。そうなれば
米国滞在が危うくなりかねませ
ん。キャンパスに到着したら、ま
ず留学生支援室へ出向くようにし
ましょう。その際にパスポートと
入国管理関連書類を持っていくと
よいでしょう。

まとめ

・いつキャンパスに着く必要があ
るのかを調べて、出発日までに
十分な時間の余裕をもって旅行
の手配をしましょう。特に旅行
のピーク時に渡米する場合は、
十分に余裕をみる必要がありま
す。米国への入国港から最終目
的地までの移動方法を事前に調
べておきましょう。

・荷造りは早めに始めましょう。

・スーツケースやカバンの内側に
も外側にも、自分の名前と大学
の住所を書いた名札を張り付け
ましょう。

・飛行機の乗り継ぎで手荷物が一
時的に行方不明になった場合に
備えて、手回り品を旅行バッグ
に詰めましょう。
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・留学生支援室などの連絡先の電
話番号を家族に渡しておきま
しょう。

・以下の物は、（飛行機に預ける手
荷物ではなく）必ず機内持ち込
み手荷物に入れましょう。

‐ 米国ビザのついた有効なパス
ポート

‐ I-20またはDS-2019

‐ デビットカードやトラベラー
ズチェック

‐ クレジットカード（持ってい
る場合）

‐米国通貨で少額の現金

‐被保険者証

‐ 米国の大学からの入学許可通
知書、財政支援書、その他送
られてきた重要書類

‐ 米国での教育費用を賄えるこ
とを証明するもの（奨学金受
給証明書、銀行残高証明書な
ど）

‐ それまで在学していた中等学
校や大学からの成績証明書

‐重要な住所と電話番号

‐ 予防接種証明書やその他健康
に関する書類を含む医療記録

‐婚姻証明書

‐ 自分、配偶者、子どもの出生
証明書

‐ 国際運転免許証、および有効
な外国の運転免許証（運転す
るつもりの場合）

‐ 空港から大学までの移動に関
する情報

・入国管理と税関の審査で係官に
提示する書類を全てそろえて審
査に備えましょう。

・学生寮やアパートに入れる前に
米国に着いた場合や、途中でど
こかに宿泊する場合は、宿泊場
所を把握しておきましょう。

役に立つウェブサイト

税関・国境取締局（CBP）
http://www.cbp.gov（“Travel” → “For 
International Visitors” → “Students or 
Exchange Visitors” → “Arrival 
Procedures for Students and Exchange 
Visitors” の順でクリック）

留学生向けウェブサイトのサンプル
（イェール大学）― “Before You Leave 
Home” と “Preparing for Travel” を参
照
http://www.yale.edu/oiss/coming/index.
html

米国の主要航空会社
American ― http://www.aa.com
Delta ― http://www.delta.com
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Southwest ― http://www.southwest.com
United ― http://www.united.com
US Airways ― http://www.usairways.com

米国の鉄道旅行
http://www.amtrak.com

米国のバス旅行
Greyhound ― http://www.greyhound.
com
Peter Pan Bus ― http://peterpanbus.
com/
Trailways ― http://www.trailways.com
Gotobus.com― http://www.gotobus.com

宿泊施設
Hostelling International ― http://www.
hihostels.com
Hotels.com ― http://www.hotels.com

旅行サイト
Expedia ― http://www.expedia.com
Orbitz ― http://www.orbitz.com
Kayak ― http://www.kayak.com
Travelocity ― http://www.travelocity.com
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大学での最初の数日間

米国の大学での最初の数日間はと
ても胸躍るものだと思いますが、
頭が整理されて落ち着くにしたが
い、圧倒され途方に暮れることも
あるでしょう。無事に着いたこと
を家族に知らせたいと思うでしょ
うし、キャンパスについて理解し
たり、新しい人と知り合ったり、
授業を選んだり、登録や入学に必
要なこと全てを済ませたい、と思
うでしょう。でも、心配すること
はありません。こうしたことを全
部 1人でする必要はないのです。

新入生オリエンテーションプログ
ラムは、必要なことを全て済ませ
るための絶好の機会です。新入生
向けに特に計画されているキャン
パスの社交行事に参加する機会も
あれば、新しい場所にスムーズに
順応するための手助けをしてもら
える機会にもなります。

学年

ほとんどの大学で学年は 8月下旬
か 9月初旬に始まり、 5月か 6月
に終わります。「セメスター制」を
とっている学校は 1年を 2つの学

米国での教育が
始まる
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期に等分しており、 1学期はそれ
ぞれが14～16週程度です。「クオー
ター制」をとっている学校では、
1年が 3つの学期に等分されてい
て、 1学期はそれぞれ11週程度で
すが、通常は、 4学期目にあたる
夏学期もあります。「トライメス
ター制」では、夏学期も含めて、
1学期がそれぞれ16週程度です。
多くの学生が夏は休暇を取り、留
学生は通常、夏の間に勉強する必
要はありません。しかし、なかに
は、学位課程をもっと短期間で修
了するために、夏学期も授業を
とって単位を取得することを選ぶ
学生もいます。自分が学ぶ大学の
学期・学年について理解しておき
ましょう。

教育課程

米国の学部教育課程は、「専攻」に
重点を置きながら、学生に幅広い
教育を与えることを目的としてい
ます。専攻とは、学位取得に向け
て集中的に勉強する科目です。と
りわけ 3年生（ジュニア）や 4年
生（シニア）になると、専攻科目
の授業を数多くとることになりま
す。場合によっては、「副専攻」と
いわれる、 2番目に集中的に勉学
したい学問分野の選択を認められ
ることもあります。

米国の学部学生にとって、専攻に
どの科目を選ぶか分からないまま
に学部課程で学び始めるのはよく
あることです。最初の 2年間に、
学部学生はふつう「一般教養科目」
の履修要件を満たすためにさまざ

まな学問分野からいろいろな科目
を履修します。その結果、入学時
に専攻をはっきりと決めていた学
生でも、もっと面白そうな、ある
いは自分のキャリア目標にもっと
適していそうに思える別の専攻に
変えます。一般教養の期間中に履
修する科目の全部ではないにして
も、その多くが卒業要件に算入さ
れます。通常、学生は 2年生（ソ
フォモア）の終了時までに専攻を
選ばなければなりません。詳しい
情報は「 1．大学学部課程」をご
覧ください。

大学院レベルの勉学は専門的で
す。学生はほとんどの時間を学位
取得に向けた勉学に充てないとな
りませんが、多少融通も利いて、
関心を持っている他の分野の科目
をとることもできるでしょう。詳
しくは「 2．大学院、専門課程お
よび研究」をご覧ください。

アカデミックアドバイザー

大学に入学すると、通常、担当す
るアカデミックアドバイザーが指
定され、科目の選択や履修計画を
立てる手伝いをしてくれます。ま
た勉学の進み具合をアドバイザー
が確認することもあります。他の
教職員にも自由にアドバイスを求
めることができます。

担当のアカデミックアドバイザー
に会う前に、暫定的な履修計画を
立てておくと役に立つでしょう。
学位取得の要件を理解しましょ
う。よく分からなければ、質問を
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リストにしておきます。大学案内
や、学部の授業科目予定表、印刷
された開講科目時間割表をよく読
みましょう。開講科目時間割表に
は、その学期中に授業が行われる
全ての科目と授業科目の曜日と時
間が記載されています。全ての科
目を一定の順序でとる必要はない
ということを覚えておきましょ
う。たいていの場合、自分の勉学
計画を立てる際に、ある程度の融
通がききます。

アカデミックアドバイザーとの初
めてのミーティングでは、留学プ
ログラム期間中および米国での勉
学を終えた後に何をしたいと望ん
でいるかについて話し合うとよい
でしょう。最初の学期の科目履修
暫定プランについて話し合ってく
ださい。この他にも、現場実習、
外国での勉学など、教育経験の充
実につながる活動の機会について
も話し合うとよいでしょう。

多くの留学生が遠慮して、アカデ
ミックアドバイザーに自分の意見
を言いません。自分の意見を言う
ことが、本国の文化では不適切な
行動、あるいは無礼にあたると考
えられていることがあるからで
す。米国の文化では、自分の意見
を言うのは極めて当然のことで
す。アドバイザーの役割は留学生
本人が自分で決める手伝いをする
ことで、本人の代わりに決定を下
すことではありません。ほとんど
のキャンパスで、アカデミックア
ドバイザーの仕事は、留学生の勉
学プランと各学期に履修する科目

数を承認することです。SEVISは、
留学生ビザが有効であるために、
留学生が授業を最大限（通常、学
部生は12～15単位、大学院生は 9
～12単位）取ることを義務付けて
いることを忘れないでください。

アカデミックアドバイザーは、留
学生が自分の目標や学位取得要件
を基に勉学プランを決めるのを手
助けしてくれます。学年中は、自
分の進捗状況を見直すために、ア
カデミックアドバイザーと定期的
に（次学期の登録をする時期の直
前がよい）面談する予約を取りま
しょう。

履修科目登録

科目の登録手続きは学校ごとに異
なります。オンラインや電話で登
録する場合や、科目登録の担当事
務室や登録全般を行う場所へ行っ
て登録する場合があります。科目
登録の具体的な方法はオリエン
テーション資料に記載されていま
す。

履修予定を早めに立てましょう。
予定を立てるには十分に時間をか
けて考え、相談したり、時間配分
を組み立てたり調整し直したりす
る必要があるでしょう。登録日ま
でに、履修予定表を 2つか 3つ
作っておくとよいでしょう。履修
予定表が 2つ以上あれば、履修し
たい科目がすでに登録を締め切っ
ている場合や、満員で登録できな
い場合に役に立ちます。
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登録期間中には、その学期に必要
な支払いの手配を済ませ、学生証
を発行してもらい、健康・医療関
連の書類を提出しなければならな
いでしょう。授業料と納付金の全
額を各学期の最初に支払うよう義
務付けている学校もあれば、分割
で払うことができる学校もありま
す。こうした手続きに関する情報
については、大学の経理課に連絡
してください。

キャンパスと学部のオリエン
テーション

米国のほぼ全ての大学が新入生の
ためにオリエンテーションを実施
しています。オリエンテーション
はさまざまな形式で行われ、さま
ざまな話題がオリエンテーション
では取り上げられますが、その目
的は 1つ。新しい環境にスムーズ
に慣れるようにすることです。
キャンパスあるいは学部のオリエ
ンテーションが行われることもあ
れば、特に留学生のためのオリエ
ンテーションが別に行われること
もあります。

キャンパスで実施される一部のオ
リエンテーションは料金を徴収し
て、プログラム資料や飲み物、職
員サポートその他の費用に充てて
います。事前に料金の支払いを求
められることもあれば、学生が支
払う総額にオリエンテーション費
用が含まれていることもあります。

全ての学校が学生に出席を義務付
けているわけではありませんが、

オリエンテーションは、これから
学ぶ米国の教育機関について知る
ための最高の入門ガイドであり、
新しい環境で感じる不安の多くを
和らげてくれるでしょう。キャン
パスや学部の典型的なオリエン
テーションで学生が行う可能性が
あることの一部を以下に挙げてお
きます。

・他の学生と知り合う。

・知的・人間的な成長について、
学校が学生にどのような期待を
抱いているか理解する。

・これから学ぶ学校と、地元の地
域社会について理解する。

・キャンパス内またはキャンパス
外の住居に移る。

・履修科目のクラス分けや科目選
択について、教授やアカデミッ
クアドバイザーと話す。

・大学図書館やコンピューター
サービス（電子メールなど）の
使い方を研修する。

・履修科目を登録する。

以下は、留学生のためのオリエン
テーションで行う可能性があるこ
との例です。

・本国や他の国から来た留学生と
知り合う。

・入国管理規則に関する情報を受
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け取る。

・米国の社会保障番号を入手する
（キャンパス内での就業を含め、
就業に必要）。

・今後旅行する場合に備えて、パ
スポートとビザの書類のコピー
をとり署名してもらう。

・米国の高等教育制度について学
ぶ。

・身の安全や健康・災害保険、健
康維持についてアドバイスをも
らう。

・地元のガイドツアーに参加する。

・銀行口座を開設して、携帯電話
を買う。

・英語力の判定試験を受ける。

・米国文化、米国における社会的
関係や人間関係について学ぶ。

・留学生向けのサービスやプログ
ラムについて情報を受け取る。

EducationUSAのオリエン
テーション

たいていのEducationUSAアドバイ
ジングセンターでは、 6月と 7月
にオリエンテーションプログラム
を実施し、米国の大学についての
情報提供や、米国へ留学する学生
のためのガイダンスを行っていま
す。アドバイジングセンターの

ウェブサイトを訪れ、” For Interna-
tional Students”、” Attend a Pre-De-
parture Orientation” の順でクリッ
クすると、自国でオリエンテー
ションプログラムが実施されてい
るかどうか分かります。

教授

学生と教授の間にどのような社交
上の礼儀やマナーがあるのか、そ
れは学校によって異なります。昔
ながらの方法を変えずに守ってい
る教授もいれば、ジーンズとス
ポーツシャツ姿で教室に現れ、
ファーストネームで呼んでほしい
という教授もいます。どのように
教授に応対すればよいか、そのた
めのアドバイスを参考としていく
つか挙げておきます。

・先生のことは、常に「教授（Pro-
fessor）」または「博士（Doctor）」
と呼びましょう。ただし、他の
呼び方で呼ぶように言われた場
合は別です。他の呼び方をして
ほしい場合、普通は先生から学
生に指示があります。学生が教
授をファーストネームで呼んで
いるのを聞いても驚かないでく
ださい。これは特に大学院生と
教授の間ではよくあることで
す。学部学生よりも大学院生の
ほうが教授と親しい関係を築い
ているからです。

・米国の教授は通常、週に何度か
オフィスアワーを設けており、
その時間に学生の相談にのって
います。多くの学生はオフィス
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アワーの時間中に教授と会う機
会を設け、研究課題について話
し合ったり、授業で取り上げた
資料を検討したりします。ただ
単に、特定の話題について意見
を交換するだけのこともありま
す。教授に相談したいけれども
オフィスアワーには都合がつか
ないという場合、教授はたいて
い他の時間に話をする機会を設
けてくれます。

・どの授業も準備をして臨み、遅
刻せずに出席しましょう。教授
が学生について抱く印象は、学
生がどの程度授業に参加してい
るかで決まります。成績評価の
一部は授業への参加態度に基づ
くこともあります。授業に興味
を示し、発言や質問をし、他の
学生と意見を戦わせましょう。

・学部レベルでは、多くのティー
チングアシスタント（TA）が教
授と協働しています。中には科
目の一部または全部を教えるTA
もいます。こうしたTAは多くの
場合、同じ学部の大学院生です。
TAのことは「教授（Professor）」
と呼ぶのではなく、「～さん（Mr. 
またはMs. ）」と呼ぶか、あるい
はTA本人が望めば、ファースト
ネームで呼ぶようにします。

スタディスキル

優秀な学生になるための方法はも
う分かっている、本を読んで勉強
すればよい成績をとれる、と学生
が思うのは、よくあることです。

しかし、教授法や言語、学問的背
景が異なり、キャンパス文化が違
えば、学生として成功する能力を
十分に発揮できないことがありま
す。

ほとんどの大学は短期の無料授業
を開講して、優秀な学生になるた
めの方法を教えてくれます。授業
で取り上げられるテーマは、研究
論文を書くための図書館資料の活
用、インターネットの使い方、勉
強力を高めるスタディスキル、効
率的な時間管理などです。英語が
第 1言語でない場合、大学のライ
ティングセンターで文章作成能力
を伸ばす、ESLコースをとる、私
的な英会話サークルに参加するな
どの方法をとれば、成績向上に役
立つかもしれません。インター
ネット上にもスタディスキルにつ
いて書かれた優れたウェブサイト
があります。

倫理規定

米国の大半の大学には、学生が学
業において従うべき「倫理規定
（Honor Code）」や「規則集（State-

ments of Rules）」があります。主
に学問上の誠実さと独創性に関わ
る規定です。米国の教育機関はこ
うした倫理規定を非常に重視し、
規則を知らないからというのは規
則違反の言い訳になりません。学
問上の誠実さに関する学校の方針
に違反すると、停学になる可能性
もあります。たとえ学業上の特定
の慣行が本国で認められていると
しても、あるいは、それが本国の
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文化の一部であったとしても、米
国の大学では規則違反は許されま
せん。

大学の倫理規定または行動規範
（Code of Conduct）は、通常、学
年の始めに新入生に配布され、新
入生オリエンテーションで頻繁に
取り上げられる話題です。倫理規
定について質問があれば、指導教
官やアカデミックアドバイザー、
あるいは留学生アドバイザーに相
談してください。

不正行為
不正行為とは学校の課題を作成す
るときや小テスト・試験中に、許
可されていない手助けを受けるこ
とです。試験やテストの間は、誰
からも情報や答えを教えてもらっ
たり、手助けを受けたりしてはい
けません。また、誰かに情報や答
えを教えたり、手助けをすること
も禁じられています。ノートや教
科書を試験に持ち込むことが禁じ
られている場合は、持ち込んでは
いけません。また、試験を受けて
いる間は、本もノートも参考にし
てはいけません。ただし、これが
認められている場合は参考にする
ことができます。試験中に外国語
を話していると、たとえそれが友
達に母語で紙や消しゴムを貸して
ほしいと頼んでいるだけでも、不
正行為をしていると思われること
があります。こうした点に注意し、
疑われないようにしましょう。

著作物の盗用
盗用も不正行為の一種です。盗用
とはレポート作成の課題で自分独
自のレポートを作成せず、他の誰
かの言葉やアイデアをあたかも自
分自身のものであるかのように、
出所を明らかにせずに使用するこ
とです。盗用は盗作および知的窃
盗と見なされ、学術的な著作では
厳しく非難されます。レポートの
中で書籍、雑誌、ウェブサイト、
音声や映像の記録、映画その他の
情報源から引用する場合は、常に
その著作者を適切に表示しましょ
う。多くの米国の大学が、著作者
の言葉を引用するときに従うべき
具体的なガイドラインを設けてい
ます。一部の大学はレポートや論
文のための手引書を公表していま
す。盗用行為で非難されないよう
にするために、言葉やアイデアの
引用について大学がどのような方
針をとっているか、きちんと理解
しておきましょう。

まとめ

・キャンパスに到着したらすぐ
に、留学生支援室を訪れましょ
う。

・学校の新入生や留学生のための
オリエンテーションに出席しま
しょう。

・到着後の数日間を使って、キャ
ンパスのことを理解したり、新
しい人と出会ったりして、新し
い学校に慣れるようにしましょ
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う。

・担当のアカデミックアドバイ
ザーに頼んで、最初の学期の履
修予定を立てたり、 2学期目以
降の履修計画や学業面の特別な
機会について計画を立てたりす
る手助けをしてもらいましょう。

・教職員は喜んでサポートしてく
れますが、学生が自分から申し
出ない限り手助けを必要として
いることが教職員には分かりま
せん。

・優秀な学生になるために役に立

つ特別授業や集まりに参加登録
しましょう。

・学校の倫理規定や学生行動規範
をよく理解しましょう。

役に立つウェブサイト

EducaitonUSAアドバイジングセン
ターのウェブサイトのオリエンテー
ション日程
https://www.educationusa.info/
（“For International Students”→“Attend 
a Pre-Departure Orientation” の順でク
リック）
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米国で学び始める前にしておくべ
き最も重要なことの 1つは、住む
場所を見つけることです。住居は
最も金額が大きい支出項目の 1つ
になり、個人としての適応や学業
面での適応に影響を及ぼします。

一時的な宿泊施設

前述のとおり、最終目的地に着い
てもすぐに学生寮やアパートに入
れない場合、どこか他の場所に宿
泊する必要がでてきます。最も費
用がかさむのはホテルやモーテル
ですが、一部の「格安」モーテル
チェーンはかなり手頃な料金で宿
泊できます。他の選択肢としては、
ユースホステル、国際会館の宿泊
施設などがあります。一部の大学

では、学生用住宅に宿泊できるこ
ともあります。当座の宿泊施設の
選択肢に関しては、留学生アドバ
イザーに確認してください。

キャンパス内の住居

「米国へ出発する前から、
初年度は大学の学生寮で他
の学生と相部屋で暮らさな
ければならないと分かって
いました。最初は他人と相
部屋で住むのは妙な感じで
したが、すぐに慣れました。
ルームメイトと私は最後に
は親友になったのです」

―スウェーデン人の学部留学生

住居
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米国のほとんど全ての大学が、学
生寮に住むことを選ぶ自由を学生
に与えています（学生寮はresi-
dence hall、dormitory、dormなどと
言う）。学生寮は通常、夫婦や家族
用ではなく独身学生のためのもの
で、キャンパスの中や近くにあり
ます。学生寮は米国人学生と知り
合い、短期間で友人をつくること
ができる素晴らしい場所です。学
生寮の部屋には基本的な家具が備
え付けられています。多くの学生
寮にはカフェテリアもあります。
一部の学生寮には、自炊したい学
生のためにキッチンが備わってい
ることもあります。学生寮には通
常、談話室があり、そこで一緒に
テレビを見たり、ゲームをしたり
できます。あるいは友人と一緒に
過ごすだけでもかまいません。学
生寮の管理人は、resident adviser、
resident assistant、resident director 
などと呼ばれることが多いのです
が、たいていは寮内に住み、寮の
安全衛生に気を配り、規則を守ら
せる役割を担っています。学生寮
の管理人はほとんどの場合その大
学の学生で、大学に雇われていま
す。学年 1年間をとおして、管理
人は大事な情報源であり大きな支
えになってくれるでしょう。

一般に、学生寮の需要は高いので、
できるだけ早く寮の入居申込書を
返送し、必要な保証金を払いま
しょう。一部の大学では学生寮の
入居希望者が非常に多く、抽選で
入居者を決めるほどです。

大学内の居住施設は休暇期間中に

閉鎖される場合もありますが、 1
年を通して開いている居住施設も
あります。休暇期間中にキャンパ
ス内の居住施設が必要な場合は、
利用できるかどうかを事前に余裕
をもって問い合わせておきましょ
う。ホームステイやキャンパス外
の居住施設の可能性についても、
留学生アドバイザーに確認してお
きましょう。

学生寮の多くの部屋は 1人ないし
数人と相部屋です。多くの大学が、
初年度の学生に相部屋に住むこと
を義務付けています。ルームメイ
トは同性で、初めて会う人物です。
自分と全く違うかもしれない人と
同じ部屋に住む覚悟をしましょ
う。ルームメイトとは「生涯の友」
の間柄になることが多いのです
が、相性が合わないこともまれに
あります。ルームメイトとの生活
に問題がある場合は、寮の管理人
か大学内居住施設の責任者に連絡
を取り、状況を相談しましょう。
極端な場合には、部屋やルームメ
イトを変えることができます。

学生寮の部屋のなかには、バス
ルームやトイレが付いてない部屋
もあります。その場合、入居者は
男性用と女性用に分かれた大型の
「共同」バスルームを一緒に使いま
す。米国ではバスルームの中にト
イレ、洗面台、および浴槽あるい
はシャワーがあります。

一般に学生寮では、騒音レベルや
清潔を保つこと、訪問者の数、そ
の他生活のさまざまな側面を管理
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する規則が設けられており、寮生
は、共同生活を円滑に営むために
こうした規則に従わないとなりま
せん。住んでいる学生の好みに合
わせて、寮の建物ごとに規則が違
うことがあります。例えば、勉学
に励みたい学生のために「24時間
静かに」するよう定めている建物
もあれば、生活スタイルが活発な
学生のために厳しい騒音規制を設
けていない建物もあります。不要
な不快感や誤解を避けるために、
こうした規則をよく理解したうえ
で学生寮に入居しましょう。キャ
ンパスにある居住施設の一般的な
例を以下に挙げておきます。

・男女両用の学生寮：男子学生と
女子学生が同じ建物に住んでい
るが、男子と女子が相部屋にな
ることはありません。建物の中
で男女の住む階が違っている場
合や、男女別の区画がある場合
があります。区画の場合は、 1
つの区画の中に複数の寝室、共
用のリビングルーム 1カ所、バ
スルーム 1、 2カ所が含まれて
います。

・男子用または女子用の学生寮：
男子だけ、または女子だけが住
む環境を望む学生のための寮で
す。大学は建物の 1棟あるいは
少なくとも居住用建物の一部
を、男女を別々に住まわせるた
めに確保しておくことがありま
す。

・大学のアパート：一部の大学は
キャンパス内でアパートを運営

しています。アパートへの入居
希望者は非常に多いのですが、
通常は、上級生や既婚学生が優
先されます。

・フラタニティー・ハウスとソロ
リティー・ハウス：フラタニ
ティー（男子学生の社交クラブ）
とソロリティー（女子学生の社
交クラブ）は全米規模の社会組
織で、全米の大学キャンパスに
「支部（chapter）」と呼ばれる小
規模な組織があります。フラタ
ニティーやソロリティーはパー
ティーや社交行事を運営するこ
とで最も有名でしょうが、慈善
活動を主催したり、地域サービ
ス活動にも参加しています。フ
ラタニティー・ハウスやソロリ
ティー・ハウスは、キャンパス
内にあることもキャンパス外に
あることもありますが、こうし
たハウスに住めるのは恐らく上
級生に限られているでしょう。
フラタニティーとソロリティー
について詳しくは、「 1．大学学
部課程」をご覧ください。

・既婚学生のための住居：一部の
大学は既婚学生と家族専用のア
パートや住宅を所有し、運営し
ています。こうした既婚者用住
宅やアパートはたいていが家具
付きで、入居希望者は非常に大
勢います。既婚者ならば、既婚
学生用居住施設が利用できるか
どうかをできるだけ早く問い合
わせましょう。
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キャンパス外の住居

大学の学生寮に住む場所を確保で
きない場合、大学外の住居を見つ
ける必要があるでしょう。大都市
では、大学が補助金を出している
住居は、それ以外の住居よりも割
安なことが多いのですが、小さな
都市や町なら、キャンパス内に住
むより町に住む方が節約できるか
もしれません。アパートや住宅に
は家具付きのものもあれば家具の
付いていないものもあります。ま
た、民間が運営する寮や、生活協
同組合（コープ）の学生寮もあれ
ば、個人の家に部屋を借りること
もできます。

キャンパスの外で住居を見つける
には、大学の「学生住宅担当室
（Housing Of�ce）」に依頼するか、
地元紙の広告欄（advertising sec-
tion、want ads、classi�edsなどと呼
ばれる）を見てみましょう。今で
は米国の多くの新聞をインター
ネットで読めるので、まだ本国に
いる間に大学外の住宅を探すこと
ができるでしょう。また、大学の
掲示板も確認しましょう。学生が
ルームシェアする人を探すための
掲示を出しているかもしれませ
ん。地域の事情を知っている人に
相談したり、留学生アドバイザー
に意見を聞いたりしてみましょう。

一般に、住居費用は、予定してい
る生活費総額の 4分の 1ないし 3
分の 1に抑えるべきでしょう。住
居費が予算の半分を占めるのは使
いすぎです。住居費が非常に安い

場合、その住居は標準以下の可能
性があります。米国の都市は、地
域の住宅について「条例（ordi-
nance）」や「住宅法規（housing 
code）」といわれる規則を定めてい
ます。住宅やアパートの建物は、
住民の安全と衛生を確保するため
に、こうした規則で定められた一
定水準を満たさなければなりませ
ん。

アパート
アパートを選ぶときには、キャン
パスからの距離や公共交通機関へ
のアクセスを考慮するようにしま
しょう。アパートを借りると、毎
月の家賃の他に大概、ガスや電気、
電話などの「公共料金」を支払う
必要があることも考慮に入れま
しょう。公共料金には毎月どの程
度の金額が掛かるのか、公共企業
や以前にアパートを借りていた人
に尋ねるなどして情報を得てか
ら、賃貸契約に署名しましょう。
公共料金の金額は、暮らす地域の
気候や利用する電話サービスの種
類によって変わるからです。

アパートをルームメイトと共同で
借りれば費用を抑えることができ
ます。直接の知り合いの中にルー
ムメイトが見つからなければ、
ルームメイトを探している学生に
アパートをシェアしてくれるよう
に頼んでもよいでしょう。ルーム
メイト募集の広告に応募すると、
恐らく、面接したいので訪ねてき
てほしいと言われると思います。
こうした面接は、双方が互いに納
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得してルームシェアできるかどう
かを判断するための絶好の方法で
す。喫煙や勉強の習慣、掃除当番、
パーティー、部屋に来客を泊める
かどうか、食事、費用分担などの
問題について話し合ってから、
ルームシェアするようにしましょ
う。

アパート探しに出かけるときは、
地元の地域や賃貸手続きに詳しい
人を連れて行きましょう。アパー
トを借りると決めて、賃貸契約書
（rental agreementまたはleaseとい
う）に署名する場合、借り主の義
務と、家主の義務の両方を理解す
るようにしてください。多くの家
主が、引っ越しの前に、賃貸期間
の最初と最後の月の家賃を払うよ
う求めてきます。また、家賃の 1
カ月分に相当する金額を、敷金
（「掃除の保証金」とも呼ばれる）
として支払うように求める家主も
大勢います。退去時の部屋の状態
がよければ、家主は敷金を返して
くれます。賃貸契約書と敷金の領
収書を忘れずにもらいましょう。

キャンパスの外にある学生寮
キャンパスの近くには、民間の複
数の寄宿舎の建物があることもあ
ります。こうした寄宿舎は学生用
で、大学の学生寮のように運営さ
れていますが、民間の所有です。
通常、民間の学生寮の費用はキャ
ンパス内の学生寮に住む場合と同
程度です。

学生生協寮（Co-op）
生活協同組合の学生寮はたいてい
大型の住宅で、学生グループが費
用や家事を分担して共同生活を
送っています。住んでいる学生は
交代で食事を作り、掃除や家の外
回りのメンテナンスを共同で行い
ます。一般に、生活協同組合の学
生寮は費用が割安で済むため、部
屋を見つけるのは難しいでしょう。

米国人の家庭に住む
留学生アドバイザーは、留学生を
自宅に住まわせたいと思っている
地元家庭のリストを持っているこ
とがあります。そうした家庭は無
料または低額で部屋を貸す代わり
に、住まわせている留学生に、子
守や家事など一定の仕事を引き受
けてほしいと考えていることがあ
ります。家族と共に暮らすのは温
かい気持ちになり経験が充実する
こともありますが、ホームステイ
先の家族や取り決めについて注意
深く検討し、自分に何が期待され
ているのかをよく理解するように
しましょう。部屋と食事を提供し
てもらう代わりに手伝いが期待さ
れているかどうかを判断するに
は、留学生アドバイザーに確認し
ましょう。米国政府はホームステ
イ先での仕事を雇用と見なす場合
がありますが、そうなると一定の
規制に従うことになります。

カフェテリアとミールプラン

米国のほとんどの学生寮には調理
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設備が備え付けられていますが、
多くの学生は自分で調理せず、カ
フェテリアで食事する方を選びま
す。多くの学生寮には、建物の中
か近くにカフェテリアがあり、学
生に低価格で食事を提供していま
す。ミールプランというのは食事
料金を事前に支払っておくことが
できるもので、学生はさまざまな
ミールプランの中から選んで登録
することができます。自分の食事
の好みや財政状況次第ですが、
ミールプランは便利で安価なう
え、利用しやすいのではないで
しょうか。一部の大学は、キャン
パス内に住む全ての学生にミール
プランへの登録を義務付けていま
す。カフェテリアは決まった時間
に営業し、ベジタリアン向けの食
事も含めてさまざまな種類の食事
を提供してくれます。ミールプラ
ンはキャンパス外に住む学生も利
用できることがあります。そうな
ると、 1日のうち 2回もキャンパ
ス内で食事するかもしれない学生
にとっては非常に便利です。ア
パートに住む予定だが料理したく
ない場合や、カフェテリアで食事
することの社会的側面を楽しみた
い場合は、学校のミールプランを
試してみることを考えましょう。
カフェテリアは通常、休日や休暇
期間中は開いていません。

まとめ

・大学で提供されているさまざま
な種類の住居の選択肢について
理解しましょう。

・キャンパス内の住居や家族用お
よび既婚学生用の住宅は、入居
希望者が多いかもしれません。
早めに申し込みましょう。

・キャンバス外の住居に住むと決
めたら、大学のキャンパス外住
宅担当室に相談してアドバイス
をもらいましょう。

・賃貸契約書の全てを慎重に検討
しましょう。理解できないこと
や同意できない点があれば署名
してはいけません。

・住む場所がキャンパス内でも
キャンパス外でも、それに関わ
らず、大学構内で利用できる
ミールプランのさまざまな選択
肢について検討しましょう。

役に立つウェブサイト

Apartments.com
http://www.apartments.com

Hostelling International
http://www.hihostels.com

Hotels.com
http://www.hotels.com
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お金のこと

米国の通貨
米国での基本的な両替単位は「ド
ル（$）」です。 1ドルは100の「セ
ント（¢）」に分割されます。「 1
ドル」は通常、「$ 1」または「$1.00」
と表記されます。一般に使用され
ている硬貨には、 4つ金種があり
ます。「 1セント」「 5セント」「10
セント」「25セント」です。米国人
はたいてい、硬貨を呼び分けると
き、その価値ではなく通称を使い
ます。 1セント硬貨は「ペニー
（penny）」、 5セント硬貨は「ニッ
ケル（nickel）」、10セント硬貨は「ダ
イム（dime）」、25セント硬貨は「ク
オーター（quarter）」と呼びます。
1ドル硬貨、50セント硬貨もある
のですが、ほとんど流通していま
せん。

紙幣はしばしば、例えば「 1ダ

ラー・ビル」のように、「ビル（bill）」
と呼ばれていますが、その金種は、
1ドル（$ 1）札、 2ドル（$ 2）
札（存在するが、流通はまれ）、 5
ドル（$ 5）札、10ドル（$10）札、
20ドル（$20）札、50ドル（$50）札、
100ドル（$100）札とあります。米
国の紙幣は見た感じは似ています
が、数字で表示されている価値と、
印刷されている歴史上の人物の肖
像が異なります。米国の硬貨もそ
れぞれ価値が表示されており、金
種によって大きさも異なります。

銀行口座を開く
米国に着いたらまずすべきことの
1つに、銀行口座の開設がありま
す。高額の現金を持ち歩いたり、
自分の部屋に置いておいたりして
はいけません。たいていの銀行は
市や町の中心地に本店がありま
す。「ブランチ（支店）」と呼ばれ
る小さめの店舗は、市や町の中心

日々の生活に
役立つ情報
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以外の地域や郊外にあります。取
引銀行がすぐ近くになくても、だ
いたい現金自動預入支払機があっ
て、用事が足せるでしょう。銀行
の営業時間はまちまちです。一般
の会社よりも早く閉店し、週末の
営業時間が短い銀行もあります。
留学生アドバイザーに相談すれ
ば、キャンパスに通う学生にとっ
て利用しやすい銀行を推薦してく
れるでしょう。

いくつかの銀行を調べて、どの銀
行が自分のニーズに最も適した
サービスを提供しているか見極め
ましょう。貯蓄口座（savings ac-
count）や当座預金口座（checking 
account）の利率もさまざまです。
いろいろな銀行の貯蓄口座、当座
預金口座の利率を調査・比較して
から、どの銀行でどのタイプの口
座を 1つあるいは複数持つのがい
いか決めましょう。今では信頼で
きるインターネット銀行も数多く
ありますから、そんな中から選ぶ
ことも検討するといいでしょう。
インターネット銀行を使うなら、
あらかじめ、つまり米国に渡る前
に、口座を開設できるかもしれま
せん。

ATMと24時間バンキング
米国の銀行のほとんど全てが、「現
金自動預入支払機（ATM）」で 1
日24時間預金業務を提供していま
す。銀行で口座を開くと、キャッ
シュカードと暗証番号（PIN）が
発行されます。その銀行のATMで
は、カードを使って自分の口座に

アクセスでき、現金の引き出しや
預金、振り込み、残高照会などの
取引ができます。またキャッシュ
カードは通常、少額の手数料を支
払って他の銀行のATMでも使うこ
とができます。ただし可能な取引
は、現金の引き出しだけです。銀
行はたいてい、 1日にATMで引き
出すことのできる限度額を設定し
ています。$200から$400の間が標
準的な限度額です。

ATMカードはとても便利です。米
国中どこでも、さらには他の国で
も使えます。米国以外で発行され
たカードでも、米国で使われてい
るバンキングネットワークのいず
れかで作動するものなら、米国内
で使うことができます。ですから、
自国内で発行されたカードが米国
でも使えるかどうか、渡米前に銀
行に確認してみてください。とく
に、非常時に際して本国から急い
で送金してもらう必要のあるとき
には便利です。

オンラインバンキング
米国のほとんどの銀行は、銀行取
引の大半または全てをオンライン
で行えるようにしています。残高
照会や、口座間での送受金、請求
書の支払い、個人または企業宛て
の個人小切手発行手配など、あら
ゆる取引が対象です。こうした
サービスは、インターネット銀行
でも、従来型の銀行でも扱ってい
ます。口座を開設するときに、オ
ンラインバンキングについても確
認してください。
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当座預金口座と小切手
当座預金口座があれば、大金を現
金で持ち歩いたり郵便で送ったり
する必要がなくなります。米国内
のほとんどの店舗や企業では、現
金の代わりに小切手が使えるから
です。当座預金口座は、日々必要
とする現金を保管しておくのに便
利な場所であると同時に、通常は
ATMまたはデビットカード、
チェックカード（小切手保証カー
ド）とも連結しています。デビッ
トカードは、多くの人が使ってい
るもので、使った金額が当座預金
から即時引き落とされる仕組みに
なっているため、紙の小切手を書
いたり、その記録をとっておく必
要がありません（デビットカード
については、あとに詳しい説明が
あります）。当座預金口座は、貯蓄
口座と比べて預金者の受取利息は
少なくなっています。そこで多く
の人々は、当面必要としないお金
にもっと多くの利息が付くよう、
貯蓄口座も持っています。

貯蓄口座
1学年で使うお金を全額、あるい
はそのほとんどを持って米国に渡
ろうとお考えでしたら、貯蓄口座
の開設を検討するといいでしょ
う。貯蓄口座のほうが通常は当座
預金口座より利率が高いし、生活
費の引き出しもできるからです。

デビットカード
米国の銀行で発行されるたいてい
のキャッシュカードは、デビット

カードとしても使えます。この
カードを使って支払いをするたび
に、当座預金口座から即時お金が
引き落とされます。多くの店が今
では現金の代わりにデビットカー
ドによる支払いを受け付けていま
すが、デビットカードの使えない
店での支払いや、カードシステム
が作動しない事態に備えて、少額
の現金を持ち歩くようにするとい
いでしょう。

プリペイド・デビットカード
他のデビットカードと同様に、プ
リペイド・デビットカードも米国
内のほとんどの店舗で使えます。
プリペイド・デビットカードで
は、当座預金口座から即時お金が
引き落とされることに合意するの
ではなく、使用者があらかじめ特
定額を支払い、それがカードに入
れられます。そして、その額を上
限に、買い物の代金をカードから
支払うことができます。上限まで
使い切ってしまったら、カードに
お金を足さないとなりません。プ
リペイド・デビットカードは、お
金を使いすぎて銀行から違約金を
取られる事態を予防するのに便利
な支払い方法です。プリペイド・
デビットカードは、銀行でも、オ
ンラインでも、その他多くの店で
も販売されています。アメリカン
エクスプレス（American Express）
やマスターカード（MasterCard）
やビザ（Visa）など大手クレジッ
ト会社のプリペイド・デビット
カードなら、広く使えて便利で
しょう。
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クレジットカードと「クレジッ
トでの買い物」
米国ではクレジットカードが広く
使われており、持っていると大変
便利です。発行しているのは、銀
行、クレジットカード会社、ガス
会社、百貨店その他です。カード
所有者は毎月、負債のうち最低限
必要とされる額を支払わないとな
りません。そうでないと「ファイ
ナンスチャージ（金融諸費用）」を
請求されます。クレジットカード
の申込書は、多くの銀行や店舗に
置いてあります。たいていの申込
書は、収入源と額、現住所での居
住期間、銀行に関連する情報を記
入する必要があります。多くのク
レジットカード発行会社は、申込
者に一定額以上の所得があること
を求めています。クレジットカー
ドを使うとき、またはクレジット
で買い物をするときは、融資契約
の条件をよく理解している必要が
あります。大半のカードは、毎月
の請求額の一部分だけ支払うこと
を認めていますが、各月、全額を
支払わない額については、時には
21%もの高い利息を払わざるをえ
なくなるでしょう。

チップ
米国では通常、チップは請求額に
加算されていません。チップを払
うか払わないかは当人が決めるこ
とですが、ある種のサービスにつ
いてはチップを払うのが普通と考
えられています。通例チップを受
け取っている人たちは、チップを
もらわない人たちよりも賃金が低

く、所得のかなりの部分をチップ
が占めている場合が多いのです。
チップは、提供されたサービスの
程度と質によりますが、平均的に
は15％です。

ウエーター＆サーバー（給仕）：レ
ストランで期待されるチップは、
申し分のないサービスを提供する
高級レストランならば15％から
20％です。ウエーターないしウ
エートレスのためのチップをテー
ブルの上に置いて店を出ます。ク
レジットカードで支払うときは、
クレジットカード請求書にチップ
額を自分で記入してから合計金額
を書くこともできます。レストラ
ンでもカウンター席なら、チップ
の額も通常は少なくなります。
10％から15％で十分でしょう。
ファーストフードのレストランで
は、食べ物を注文したときにお金
を払いますから、チップは必要あ
りません。カフェテリアやセルフ
サービス方式のレストランでも
チップは要りません。

タクシーの運転手：運賃の10％か
ら15％をチップとして払うのが普
通です。

空港・ホテルのポーター：バッグ
1つにつき 1ドルから 2ドルが相
場です。

理髪師、ヘアドレッサー、美容師：
店のタイプにもよりますが、代金
の10％から20％が一般的です。例
えば、高級サロンでスタイリスト
が自分に長い時間をかけてくれた
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場合は、理髪店で簡単なカットだ
けの場合よりも余計にチップを払
うといいでしょう。

係員つき駐車サービス：駐車係
は、通常、1ドルから 2ドルのチッ
プを受け取ります。

官僚、警察官、公務員には、絶対
にチップを差し出してはなりませ
ん。米国では法に抵触する行為で
す。ホテルのフロント係、バス運
転手、劇場の案内係、販売員、旅
客機の客室乗務員、ガソリンスタ
ンドのスタッフにはチップを払う
必要はありません。

電気通信

電話
便利さとプライバシー確保の観点
から、たいていの学生は自分の電
話を持つことを選択します。ほと
んど全ての寮には、少なくとも全
体で 1台、または各フロアに 1台
の電話が設置してあり、寮生が共
用しています。各部屋に電話が設
置済みで、低料金の長距離通話が
できるようになっている寮もあり
ます。キャンパスの外に住んで電
話を設置してもらう場合には、自
分で電話を買い、設置工事費を負
担する他、電話料金の支払いを保
証する保証金の預け入れを求めら
れることもあるでしょう。電話の
使用料は毎月請求されます。市内
通話は均一料金で、長距離通話は
そこに追加料金が加算されるのが
普通です。こうした費用は、米国

内でも地域ごとに異なります。

電話番号
米国の電話番号は10桁です。都市
内の広い地域・区分をカバーする
3桁の「エリアコード」（市外局番）
と、 7桁の基本電話番号です。電
話をかけたい相手の番号が電話帳
でもインターネットでも見つから
ないときは、「電話番号案内」に問
い合わせることができます。大半
の地域で、電話番号案内の番号は
「411」になっています。

非常時の電話番号
地元の消防署・警察署・救助隊、
かかりつけ医やキャンパス緊急回
線の番号を見つけて、自分の電話
に記憶させておくか、手元に置い
てください。米国の多くの地域社
会では、「911」をダイアルするだ
けで、警察、消防、救急医療隊に
緊急通報できるようになっていま
す。「911」につながると、対応に
出たオペレーターが、非常緊急事
態の状況と住所を聞いて適切な救
助を差し向けます。たいていの場
合、オペレーターは回線を切らず
に、救助が到着するまで支援とア
ドバイスを与え続けます。非常に
重要なことですが、「911通報」は
緊急時に限ります。それ以外で使
うことは法律で禁じられています。

長距離通話
長距離通話の料金は、時間帯、通
話時間、通話の種類、使用した長
距離電話会社によって異なりま
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す。地元の電話会社に接続すると、
別の長距離電話会社を選択しない
限り、自動的にその会社の長距離
通話サービスに接続されます。長
距離電話をかけるときの電話会社
を決めるときには、数社の価格と
一括契約内容をよく比較するとい
いでしょう。多くの会社が、同じ
相手または同じ国にたびたび電話
をかける顧客用に、特別料金を設
定しているからです。長距離電話
をかける予定があるなら、最低料
金の時間帯（通常は週末・祝祭
日・夜間）を知っておくといいで
しょう。自分で選べなかったら、
民間の長距離電話会社について、
キャンパスの留学生アドバイザー
にアドバイスしてもらいましょう。

国際通話
米国からは、自分の電話から世界
のほぼ全ての国に直接ダイアルす
ることができます。しかも、相手
の電話番号を直接呼び出したほう
が、オペレーターを通すより安く
あがります。国際回線を使うには、
まず「011」をダイアルします。そ
れから相手国番号、市外局番、相
手の電話番号の順です。

テレフォンカード
プリペイド式のテレフォンカード
は、キャンパス内の書店、食品・
雑貨店、コンビニなどで扱ってい
る他、インターネットでも買うこ
とができます。料金が非常に安く、
留学生が本国に電話をかけるには
プリペイドカードが一番安上がり
という場合もよくあります。この

カードを使うには、まず通話無料
の所定の番号または市内の番号に
電話をかけます。それから指定の
コードを入力して、一定の通話時
間をもらいます。通話時間と 1分
当たりの通話料金は、相手先電話
番号とテレフォンカードの種類に
よります。数あるカードの中から、
一番頻繁に電話をかける地域に向
けて一番有利な価格設定をしてい
るカードを選ぶといいでしょう。
プリペイドカードを使えば、 1分
当たり数セントの通話料で世界の
どこへでも電話をかけられること
もよくあります。

携帯電話
携 帯 電 話（cellular phone / cell 
phone / mobile phoneなどと呼ばれ
る）しか使わない学生も大勢いま
す。携帯電話は米国のいろいろな
場所で手頃な価格で手に入りま
す。携帯電話会社は、国内全域を
対象とした無料長距離通話を含
め、数々の低料金通話プランを提
供しています。同じ相手、州、国
に頻繁に電話をかける顧客を対象
に特別サービス料金を設定してい
る会社もあります。多くの大学が、
キャンパス内や授業中の携帯電話
使用について厳しい決まりを設け
ています。

インターネット経由の通話
インターネットへのアクセスがあ
るならば、インターネット経由の
長距離電話や国際電話を検討する
といいでしょう。ボイス・オー
バー・インターネット・プロトコ



66 米国留学を目指す人のために：出発準備

第 7章 日々の生活に役立つ情報

ル（VoIP）という技術を使って、
多くのプロバイダーが、無料また
は極めて安い料金で音声をコン
ピューター信号に変換し、自分の
コンピューターから別のコン
ピューターへ、または電話へと送
るサービスを行っています。VoIP
のプロバイダーは数多くありま
す。留学生に人気のプロバイダー
の 1社にSkypeがあり、ユーザ登録
をすれば、コンピューターからコ
ンピューターへの基本的な通話は
無料でできます（キャンパス内で
のインターネットとコンピュー
ターの使用については、後掲の「イ
ンターネットと電子メールサービ
ス」を参照）。

公衆電話
有料公衆電話は一部の商業地域に
設置してあり、使用するには、コ
インかクレジットカードが必要で
す。使用方法は電話機に貼られて
います。多くの電話会社がデビッ
トカードも販売しています。これ
を使うには、まず一定の金額を購
入時に払います。それから、カー
ドを使って公衆電話から通話する
たびに、通話料金がカードから差
し引かれることになります。

インターネットと電子メール
サービス
米国のほとんどの大学は学生に無
料の電子メールアドレスを与えて
おり、そうした大学の多くが、学
校からの公式のお知らせや履修科
目についての情報の受け取りに、
そのアドレスの使用を義務づけて

います。インターネットの使用を
無料にしているキャンパスが多い
ですが、一部、技術料を設定して
いる教育機関もあります。大半の
大学にはコンピュータールームが
数室設けてあり、学生が電子メー
ルをチェックしたり、インター
ネットを閲覧したり、ソフトウエ
アを使って宿題を仕上げたりでき
るようになっています。寮の部屋
にデスクトップ型のコンピュー
ターを置いたり、キャンパス内で
ノート型コンピューターを持ち歩
いたりする学生もいます。また一
部の大学は、寮の全ての部屋から
ネットワークに接続できるように
しています。キャンパス外に住む
学生も、申請すれば、割引価格ま
たは無料で大学のサーバーにアク
セスできるようなっていることも
あります。学校によっては、個人
使用のコンピューター（通常は
ノート型）の購入を全学生に義務
づけているところもあり、通常は
地域の業者から割引価格で購入で
きます。どんなコンピューター
サービスやインターネットサービ
スがいくらで利用できるかはキャ
ンパスごとに違いますから、留学
先の学校の留学生アドバイザーに
あらかじめ確認してください。

携帯メール
携帯電話の幅広い普及によって、
米国の若い成人の間では、携帯
メールが恐らく最も一般的なコ
ミュニケーション形態になってい
ます。多くの大学には、キャンパ
ス内や教室内での携帯メールの使
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用について規則がありますから、
作成・送信する前にまず調べてく
ださい。運転中の携帯メールは絶
対にいけません。

米国の郵便サービス

郵送先住所
米国に向けて出発する前に、家族
や友人など、手紙をくれる人に正
しい郵送先住所を伝えましょう。
出発時点で住所が分からなけれ
ば、学校の留学生アドバイザー気
付で送ってもらってください。そ
して住所が確定し次第、連絡する
ようにしましょう。

米国滞在中に住所を変えるとき
は、留学生アドバイザー、もしく
はI-20またはDS-2019に記載されて
いる指定大学職員（DSO）か、受
け入れ機関責任者（RO）、あるい
は留学アドバイザーとDSO/ROの
両方に必ず連絡してください。連
絡がないと、SEVISの記載情報を
更新できません。さらに地元の郵
便局またはオンラインで住所変更
届を提出すれば、旧住所に宛てら
れた郵便物を新住所に転送しても
らうことができます。転送サービ
スは 6カ月間ですが、要請すれば
1年間に延長できます。

郵便局
どの市にも郵便局本局が 1つあ
り、大きな都市にはその他に支局
がいくつかあります。多くの大学
には、学内郵便局があるか、少な
くとも切手を買って郵便物を発送

できる場所があります。郵便局の
業務時間はさまざまで、週末には
短い場合もあるでしょう。ほとん
どの郵便局は、日曜日と連邦祝日
を除いて、郵便物を 1日 1回また
は 2回配達します。

郵便料金
送る物、送り先、送り先に届くス
ピードに応じて、数々の郵送方法
から選ぶことができます。料金情
報は各地の郵便局で入手できま
す。または米国郵政公社のウェブ
サイト（https://www.usps.com）を
ご覧ください。同サイトでは、切
手を買ったり、封筒や箱などの郵
便用品をオンラインで注文したり
することもできます。

私書箱
たいていの郵便局には鍵のかかる
小さな箱が設置してあり、郵便物
の受け取り用に有料で貸していま
す。レンタル料金は都市によって
異なります。私書箱（通称P.O. 
Box）の申請は、最寄りの正規の
郵便局で行います。州の運転免許
証など、自分の住所が記載されて
いる身分証明書が必要です。私書
箱が割り当てられると、鍵または
ダイアル錠の組み合わせ番号が発
給され、その時から自分の私書箱
で郵便物を受け取ることができる
ようになります。郵便物が私書箱
に着くよう、差出人が郵便物に記
載すべき正確な住所を担当の局員
が教えてくれるはずです。たいて
いの大学にも無料で使えるメール
ボックスが設置してあり、キャン
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パス内で郵便物を受け取れるよう
になっています。

連邦政府の郵便制度の他、UPS、
DHL、Federal Expressなどの民間
企業も普通・速達郵送サービスを
提供しており、さまざまな配送オ
プションが選べます。通常、こう
した民間企業は、追加料金で発送
用の梱包材も用意してくれます。

健康とウエルネス

キャンパス内診療所
米国のたいていの大学は、学生を
対象に医療サービスを無料または
低料金で提供しています。ここで
の医療は通常、軽度または緊急の
ケアに限られます。病状が重いと
きには、大学が地域の医療機関を
紹介することになるでしょう。

家族のための医療
キャンパス内診療所は通常、学生
のみを対象としているため、配偶
者・家族が同行するなら、キャン
パス外の医療機関も見つけておく
必要があります。できれば、米国
に到着したらすぐ医師のつてを作
り、家族が病気になったときにす
ぐ診てもらえるようにしておきま
しょう。医師を選ぶときには、家
族全員に医療を提供できる医師が
よければ一般開業医・一次診療
医、幼児・子どもを専門に診る医
師なら小児科医、女性の健康を専
門にする医師がよければ産科・婦
人科医など、ニーズを検討して決
めます。友人や学生医療サービス

や留学生アドバイザーに尋ねて、
地域の医師を推薦してもらいま
しょう。診療予約を取るために電
話するときは、診療費がどのくら
いになるか尋ね、自分の健康保険
がきく医療サービスは何かを確認
してください。医療保険や健康保
険の種類については、第 2章の「健
康保険」をご覧ください。

買物

米国ではどんなに小さい都市でも
「ショッピングモール」と呼ばれる
ショッピングセンターがあり、各
種の店舗・サービスがそろってい
ます。営業時間は居住地域や店舗
の種類によってまちまちです。多
くの国で店舗や企業が昼食時には
営業しない慣習がありますが、米
国では営業しています。

米国の一般的な店舗のタイプ
キャンパス内書店：たいていどの
キャンパスにも書店があり、必要
な教科書や必需品の他、校章の
入った衣服その他諸々の雑貨が買
えます。ほとんどの教科書は、新
品と中古のどちらも手に入りま
す。中古はかなり割安ですが、損
傷があるかもしれませんし、前所
有者による書き込みがあるかもし
れません。買い物をしたら、後に
受講を取り消したり本が不要に
なったりして返品を希望する場合
に備えて、レシートを保管してお
きましょう。学期が終了したとき
に、教科書の状態が良好でその後
不要になるなら、買ったときの値
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段より安くはなりますが、書店に
買い戻してもらうことができます。

スーパーマーケット：スーパー
マーケットは「グローサリースト
ア（grocery store）」と呼ぶことも
あります。大型の店舗で、食品、
健康・美容用品の他、台所用品、
室内用鉢植え植物や花など多種多
様な雑貨を置いています。店舗に
よっては衣服も扱っています。
スーパーマーケットの価格は、独
立型の小規模店舗と比べるとだい
たい割安です。移民人口の多い地
域を中心に、一部のスーパーマー
ケットは外国食品も扱っています。

薬局：米国では、薬局（pharmacy）
は「ドラッグストア（drugstore）」
とも呼ばれます。医薬品の他、通
常は、化粧品、洗面用品、文房具
などを豊富な品揃えで置いていま
す。アスピリンや風邪薬など医師
の処方箋の要らない薬（nonpre-
scription medications）も、処方箋
が必要な薬（prescription medica-
tions）も買えます。米国には、医
師の書いた処方箋がないと手に入
らない薬がたくさんあります。

デパート：デパートには数々の販
売部門があり、衣服、靴、家電製品、
台所用品、陶器、贈答品、宝石そ
の他いろいろな商品を扱っていま
す。値段や質はさまざまです。

ディスカウントストア：ディスカ
ウントストアはデパートと似てい
ますが、概して低価格になってい
ます。大量に仕入れているから、

そして店舗が大きく、建て方が経
済的で、簡素にできているからで
す。一部のディスカウントストア
では、会費を払って入会し、会員
証を提示しないと入店できない仕
組みになっています。

外食

米国の町々には、さまざまなタイ
プのレストランがあり、価格帯も
実にいろいろです。その土地の郷
土料理が売りのレストランもあり
ますし、世界各地のエスニック料
理を専門にしている店もありま
す。エスニックレストランの中に
は、本場の味にこだわる店もあり
ますが、米国人の味覚に合わせて
いる店もあります。米国のレスト
ランでは安心して食事ができま
す。清潔さと保健衛生条例遵守に
ついて定期検査を受けているから
です。米国では、水道水も安心し
て飲めます。米国のレストランは
通常、ボトル入りの飲料水を別料
金で提供しています。フォーマル
なレストランで食事をするなら、
前もって予約の電話を入れましょ
う。どのレストランでも予約が必
要なわけではありませんが、事前
にチェックしておくといいでしょ
う。特に週末や祝祭日には前もっ
て確認しておく方が無難です。

交通手段

公共交通機関
米国の公共交通機関は実にさまざ
まです。信頼性の高い総合交通シ
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ステムが整備されている都市もあ
れば、公共交通機関がほとんどな
い都市もあります。住む場所と大
学のキャンパスとの位置関係にも
よりますが、学校に行くのに公共
交通機関が一番簡便で費用もかか
らず、しかも一番信頼できる方法
という場合もあります。キャンパ
スの外に住み、自家用車が利用で
きないとなるなら、自分が住む予
定の近隣の道路または地域にどれ
ほど頻繁に公共交通機関の往来が
あるか、運行時刻表がどうなって
いるか、運賃はどうかをしっかり
確認しておいてください。公共交
通機関を毎日利用する必要がある
なら、交通費の節約のために月単
位の定期乗車券の購入を検討する
といいでしょう。定期乗車券は、
町の公共交通機関事務所で扱って
いる他、ドラッグストアや郵便局
のようなところでも販売していま
す。

自動車
米国では誰もが車を持っていて車
は必需品であるかのように思われ
ているかもしれません。自動車は
確かに便利ですが、高い買い物で
すし、維持するにもお金がかかり
ます。また大学によっては、駐車
スペースが限られているため、学
部 1年生がキャンパス内で自動車
を保有することを禁止しています。

自動車を買う：購入を検討してい
る車をよく調べて、それが安全で
信頼できる車かどうか確認してく
ださい。購入するときには、自動

車についての知識、米国での自動
車購入について知識のある人に一
緒に行ってもらいましょう。たい
ていの自動車ディーラーは、顧客
と価格交渉をします。自動車の価
格は、製造年、オプション、自動
車の種類で決まります。さまざま
なブランドやモデルを見て回り、
価格を比べましょう。中古車は新
車と比べて販売価格が安い反面、
より多くの修理が必要となるかも
しれません。「ケリー・ブルー・
ブック（The Kelley Blue Book）」
（http://www.kbb.com）は、さまざ
まなブランドやモデルの中古車の
適正市場価格を一覧にした便利な
情報源です。「ケリー・ブルー・
ブック」を使って、いくらくらい
用意すべきか見当をつけておくと
いいでしょう。個人から車を買う
なら、自動車整備士にチェックし
てもらい、重大な欠陥がないこと
を確認しましょう。ディーラーか
ら買うなら、保証書がついている
はずですから、整備士に見せに行
く必要はありません。

車を買う前に、居住する州の車両
関係を扱う部局に、自動車を所有
するための州の要件について問い
合わせてください。そして必要な
書類があれば、自動車の売主から
間違いなく受け取ってください。

自動車運転免許の取得と交通法規
の遵守：米国で自動車を運転する
つもりなら、有効な自動車運転免
許証を持っていなければなりませ
ん。国際運転免許証を認めない州
もありますから、居住することに
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なる州で運転免許証を取得すると
いいでしょう。国際運転免許証が
通用する州でも、認められる期間
は、米国への入国から 1年間だけ
です。州政府の車両関係を扱う部
局の地元出張所に問い合わせて、
州の運転免許証の取得について情
報を入手しましょう。

交通法規を学びそれに従い、また、
その法規が施行されているのを理
解していることは重要です。交通
法規を犯した人は罰金を課された
り、実刑判決を受けたりすること
もあります。場合によっては、免
許取り上げもあります。交通・運
転に関する規則は州によって異な
り、免許を取得するには州の法律
に関する筆記試験に合格すること
が求められるでしょう。運転テス
ト（実地テスト）にも合格する必
要があるかもしれません。

自動車保険：米国の大半の地域
で、自動車保険への加入が義務づ
けられています。しかし補償必要
額は、州によって異なります。自
動車に保険がかかっていなけれ
ば、所有者が、その自動車のかか
わった事故・損害について一切の
金銭的責任を負わなくてはなりま
せん。州の要件、自動車保険への
加入については、留学生アドバイ
ザーにお尋ねください。

レンタカー：自動車を借りるの
は、市内・市外での便利な移動方
法の 1つです。車を買って所有す
ることに伴う煩わしさもありませ
ん。しかしレンタカーを借りるこ

とについても一定の要件・制約が
あることを忘れないでください。
例えば、25歳以上の人にしか車を
貸さないレンタカー代理店はたく
さんあります。25歳未満の運転者
にも貸す代理店でも、割増料金を
設定している場合があります。

カーシェアリングクラブ：会費を
払ってカーシェアリングクラブに
入会すると、自分の都合に合わせ
て車を借りたり予約したりするこ
とができます。クラブの会員は、
使える自動車を電話またはオンラ
インでチェックして、市内の指定
場所に引き取りに行くか、自宅に
配送してもらうかします。自動車
をシェアして使うコストは、従来
のレンタカーより低いのが普通
で、ガソリン代・保険料も発生せ
ず、一定距離まで走行距離料金の
負担もない場合が多くあります。
恐らく米国で一番有名なカーシェ
アリングクラブは「ジップカー
（http://www.zipcar.com/）」でしょう。

自転車
自転車は便利で安上がりで、米国
のキャンパスや多くの地域社会で
使い勝手のよい乗り物となってい
ます。多くの地域社会に自転車ク
ラブがあり、グループツアーや競
技などのイベントを企画していま
す。一部の大学や市警察は、自転
車を認可制にしています。キャン
パス内や地域での自転車に関する
規制・交通ルールついては、留学
生アドバイザーにお尋ねください。
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オートバイ
オートバイその他の原動機付き二
輪車も、比較的低コストの移動手
段です。ほとんどの州では、オー
トバイの運転にはオートバイの免
許が必要です。また車両を登録す
る必要があり、運転中は保護用ヘ
ルメットをかぶる必要がありま
す。多くの大学が、オートバイと
それに類した車両をキャンパス警
備室に登録することを義務づけて
います。

レジャー旅行

航空会社
米国には全国展開の航空会社が数
社ある他、地域の航空会社も数多
くあります。航空会社間の競争の
ため、特にセールのときなど、航
空運賃が安いのに驚くかもしれま
せん。チケットは直接航空会社で
予約することもできますし、旅行
代理店やインターネットを経由し
て買うこともできます。いくつか
の人気サイトでは、さまざまな航
空会社の運賃を見て回って比較で
きるようになっています（手数料
と税金が加算されると、チケット
の総額が大幅に上がることもよく
ありますので、注意しましょう）。

列車
「アムトラック（Amtrak）」とは全
米鉄道旅客輸送公社のことです。
米国では列車での旅行が他の国と
比べて割高となる場合も多いので
すが、Amtrakが発行するUSA Rail 

Passを使えば、一定の期間内での
集中的な利用に割引料金が適用さ
れます。詳細は、Amtrakのウェブ
サイトでご覧ください。地域の通
勤電車は通常Amtrakより運賃が安
く、近郊の都市を見て回るには便
利なときもあります。

バス
バスでの移動は、往々にして、米
国内を旅するのに一番お金のかか
らない方法です。予約が要らない
場合も多いのですが、利用客が多
い路線を旅する予定なら、あらか
じめバス会社に問い合わせて座席
を確保したほうがいいでしょう。
米国最大の長距離バス会社は「グ
レーハウンド（Greyhound）」です。
同社の「ディスカバリーパス（Dis-
covery Pass）」を使うと、所定期間
内で無制限に乗車・途中下車がで
きます。期間は、7日、15日、30日、
60日があります。その他多くの民
間バス会社が、主要都市間で 1日
数本のバスを運行しています。特
に東海岸沿いでは、ボストン、
ニューヨーク、フィラデルフィア、
ワシントンDC間を行き来する乗
客が多く、人気の交通手段になっ
ています。詳しくは、留学生アド
バイザーにお尋ねください。

身の安全

どの町にも安全でない地域があり
ます。それがどこか、できるだけ
早く把握してください。どの大学
も、キャンパスの安全を維持する
努力の一環として、警察官か警備
員を配置しています。オリエン
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テーションで保安に関する説明が
なかったら、キャンパスや地域で
の安全について、また身の安全を
確保するためにすべきことについ
て、留学生アドバイザーかキャン
パス警備室に尋ねてください。分
別、用心、常識で、不快な体験、
自身に害をもたらす体験に遭遇す
る危険を大幅に減らすことができ
る、という点をお忘れなく。万が
一、犯罪の被害者になってしまっ
たら、直ちにキャンパスの警備員
または地域の警察と、留学生アド
バイザーに知らせてください。

クラブ活動とスポーツ

クラブ活動
クラブは、同じ趣味・関心を持つ
人と出会い、友だちを作り、新し
い知識・情報を仕入れ、楽しい時
間を過ごすための格好の場です。
学術団体、サービス組織から、社
交グループ、留学生協会まで、ほ
とんどあらゆる関心事・目的のた
めに学生が作る組織があります。
学校のウェブサイトでキャンパス
のクラブや組織・団体のリストを
チェックしてみてください。また
は留学生アドバイザーにお尋ねく
ださい。

文化活動
米国の大学のキャンパスでは、演
劇、コンサート、映画、講演、美
術展など各種文化活動が催されて
います。もし大学が都市部または
その近郊にあるなら、市の新聞の
「芸術・娯楽面」でさらに多くの催

し物を見つけることができるで
しょう。

スポーツ
ほとんど全ての大学にはスポーツ
チームがあり、他校のチームと試
合をしています。大学チームの競
技レベルは非常に高く、大勢の学
生サポーターや一般ファンを引き
つけています。たいていの大学に
はまた、学内スポーツチームや学
内競技会もあります。学内スポー
ツチームは通常、大学対抗のチー
ムほど強くはなく、その競技に興
味のある人なら誰でも受け入れて
いる場合もよくあります。

同行・合流する扶養家族のため
の準備

子どものための学校
米国では、教育は各州の責任で行
われています。州が違えば学校制
度も異なります。留学生アドバイ
ザーに手伝ってもらって、現地の
学校やその入学要件について情報
を集めましょう。子どもの出生証
明書と学校の成績証明書の写しを
持って本国をたち、米国に着いた
ら、適切な学年に子どもを入学さ
せましょう。

託児・保育施設
米国では、全日制保育、時間制保
育のどちらにも数多くの選択肢が
あります。料金は、保育環境、子
ども 1人 1人に対する世話のかけ
かた、立地によって異なります。
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在宅デイケア（Home Day Care）：
通常は乳幼児と未就学児（ 5歳以
下）を対象としたものです。保育
者は、「ベビーシッター（babysitter）」
とも「ナニー（nanny）」とも呼ばれ、
自分の家で、時には依頼者の家で、
依頼者の子どもまたは少人数の子
どもたちの面倒を見ます。就学児
の登校前・放課後の世話も行う在
宅保育者もいます。

託児所「デイケアセンター（Day 
Care Center）」：通常は、未就学児
（必ずしも乳幼児ではない）を対象
としています。託児所には、教師
や保育者が数人いて、多人数の子
供たちの世話をすることがよくあ
ります。民間のデイケア提供業者
は数多く存在しますが、一部の託
児所は特定の職場と直接つながり
があり、主にそこの従業員の子ど
もを対象としています。

保育園・プレスクール（Nursery 
School / Preschool）：通常は 3歳か
ら 5歳の子どもを対象としていま
す。たいていの保育園・幼稚園は、
午前中または午後に週 2日から 5
日授業を行っています。子どもた
ちに各種の遊び活動を提供し、通
常は米国学校教育の 1年目となる
キンダーガーテン（kindergarten）
に入学する準備を手伝います。

配偶者向けの活動
留学生の配偶者は通常、就労が認
められていませんが、米国には、
楽しく充実した時間を過ごすため
の方法がいろいろとあります。そ

れぞれの趣味にいそしんだり、英
語力に磨きをかけたりすることを
選ぶ人もいますが、他の留学生の
配偶者たちと一緒に、または地域
奉仕団体を通じて、さまざまな活
動に参加する人も大勢います。他
に、本国ではなかなか履修する時
間が取れずにいた講座で学ぶ人も
います。現地のESL（外国語とし
ての英語）クラス、教養課程の講
座、社会人向け講座の履修や、現
地の病院、学校、図書館その他の
団体・組織でボランティアとして
働く機会について、留学生アドバ
イザーに聞いてみてください。

まとめ

・地元の銀行やインターネット銀
行を調べて、自分のニーズに一
番合った銀行を選びましょう。

・家族、友だちとの連絡を維持す
るため、電話・インターネット
のサービスのさまざまなオプ
ションを調べましょう。

・米国郵政公社は、小包や郵便物
を送る方法を各種取りそろえて
おり、料金もさまざまです。詳
しい情報はウェブサイトhttps://
www.usps.comで。

・キャンパスと地域の医療機関の
所在地を調べて、病気になった
ときに困らないようにしておき
ましょう。家族が同行するなら、
診察が必要となる前に、地元の
医師を探して、つてを作ってお
きましょう。
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・米国の公共交通機関の利用でき
る度合いと利便性には、ばらつ
きがあります。キャンパス外に
住む予定なら、通学方法を検討
し、通学にかかる交通費も留学
予算に含めておきましょう。

・自動車を買うなら自動車所有に
関する現地の要件を調べ、居住
することになる州の運転免許証
を申請しましょう。

・米国内や大学近郊の地域を探索
したいなら、バス、列車、飛行
機利用の旅について、留学生ア
ドバイザーに聞くかインター
ネットで調べましょう。国外か
らの旅行者のために、ディスカ
ウントの旅行パックや特別パス
を用意している輸送会社もあり
ます。

・身の安全に気をつけましょう。
用心を怠らず分別を働かせて、
自分のキャンパス、市、町にな
じんでいきましょう。

・クラブやスポーツなど、地域や
キャンパスで参加できる活動を
活用しましょう。

・引っ越し先での生活に早く家族
をなじませるにはどうしたらい
いか、留学生アドバイザーに情
報を求めましょう。現地の学校
に関する情報や、家族が地域社
会に関わり活動的に過ごすため
の機会についての情報ももらう
といいでしょう。

役に立つウェブサイト

米国郵政公社
https://www.usps.com

中古車価格情報
http://www.kbb.com

旅行サイト
Expedia ― http://www.expedia.com
Kayak ― http://www.kayak.com/
Orbitz ― http://www.orbitz.com
Travelocity ― http://www.travelocity.com

列車旅行
Amtrak ― http://www.amtrak.com

バス旅行
Greyhound ― http://www.greyhound.
com
Peter Pan Bus ― http://peterpanbus.com
Trailways ― http://www.trailways.com
Gotobus.com（全国のバーゲンツアー、
ツアー旅行の検索） ― http://www.
gotobus.com

キャンパス内の安全と身の安全
Clery Center for Security on Campus, 
Inc.― http://clerycenter.org/
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言葉の問題

流ちょうに英語を話せる人でも、
現地のなまりがすぐに分かるとは
限りません。米国の俗語や現地の
方言にはなじみがないかもしれま
せん。ユーモア、ウイット、皮肉
はアメリカ英語の欠かせない要素
ですが、留学生の中には、最初、
このくだけた会話スタイルになじ
めない、または相手が真面目に話
しているのかふざけているのか理
解できないという人もいます。ま
た学業や仕事の場で遭遇する略語
や専門用語も全て知っているとは
限りません。あせらずに、言葉に
慣れていきましょう。分からな
かったら相手に頼んで、繰り返し
言ってもらう、ゆっくり話しても

らう、説明してもらうなどしま
しょう。緊急時に備えて小型の辞
書を携行するのもよいでしょう。

カルチャーショック

「カルチャーショックは現
実に起こる問題だという認
識を、最初から持っていた
らよかったと思います。私
は、自分には関係ないと
思っていました。入学して
最初の数週間は本当に戸
惑ってしまいました。しか
し出発前のオリエンテー
ションプログラムで得た情
報のおかげで、環境に慣れ、
前に進むことができました」
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―保健科学・化学専攻のスリランカ人留学生

カルチャーショックとは、新たな
国・文化への順応に関連して生じ
る意識の状態です。留学生はさま
ざまな程度でカルチャーショック
を体験します。ほとんど気づかず
に終える人もいれば、新しい状況
に適応するのに大変苦労する人も
います。到着してすぐは、興奮を
覚え興味を刺激され、その後、理
解できない物事、納得のいかない
物事に出会うにつれ、当惑や敵対
心さえ覚えるのは普通のことで
す。そんなとき、自分の国、家族、
友人のところへ戻りたいと思うで
しょう。しかし時間の経過ととも
に、キャンパスの文化・慣習につ
いての理解が深まり、そして新た
な生活の場が居心地良く感じられ
るようになる（と期待したい）も
のです。支援が必要なときは、留
学生アドバイザーに相談してくだ
さい。

社会慣習

あいさつ
初めての人と会うとき、たいてい
の米国人は固い握手を交わしま
す。親しい友だち、家族、恋人同
士なら、出会ったときにハグ（抱
きしめあうこと）をしたりキスを
したりすることもあるでしょう。
米国内でも地域によって、また世
代によって慣習が異なります。

名前の呼び方
米国では他の国以上にファースト
ネームを呼び合うことが多いで
しょう。相手が同じくらいの年齢
か年下なら、出会ってすぐに
ファーストネームで呼ぶことが、
ほとんどの場合許されます。権威
ある地位にある人、教授、年長者
に話しかけるときは、男性ならば
Mr.女性ならMs.にラストネームを
付けます。ファーストネームで呼
ぶよう相手から求められたなら、
この限りでありません。どう呼ん
でもらいたいか相手に尋ねたり、
自分が相手にどう呼んで欲しいか
を相手に言うことは、全くためら
う必要がありません。

親しみやすさと友情
米国人の友情は、世界の一部の文
化における友情と比べて気軽な場
合がよくあります。米国人は、必
ずしも心の近しさを感じていない
知人や授業で出会う人たちのこと
も、「友人（friends）」と呼んだり
するでしょう。米国では、男女が
プラトニックな関係のまま長期交
際することもよくあり、外国から
の来訪者の中にはそれを意外に思
う人もいます。異性同士で映画を
観に行ったり、レストランで食事
したり、コンサートなどのイベン
トに出かけたりするけれども、恋
愛関係にならないこともあります。

社交上の招待
米国人は、どちらかというと時間
に正確です。ですから、人からの
招待に応じたり、人と会う約束を
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したりしたときは、時間どおりに
到着するよう心掛けてください。
約束をキャンセルしなくてはなら
ないとき、約束の時間に遅れそう
なときは、キャンセルまたは時間
変更の電話連絡を入れてくださ
い。もし人の家に正式に招待され
たら、手土産を持って行く気配り
を見せたいところです。一般的な
のは、ワイン 1本、箱入りのチョ
コレート、花あたりです。友だち
同士で気軽に家を訪問しあうな
ら、手土産は要りません。

デートと付き合い
多くの留学生にとって、米国の
デート、付き合いの作法は分かり
にくいかもしれません。概して、
男女は相手を自分と対等な者とみ
なし、インフォーマルな、気軽な
接し方をします。伝統的には男性
が女性をデートに誘いますが、女
性が男性を誘っても問題ありませ
ん。デートの費用はどちらか一方
が負担することもありますし、 2
人で折半することもあります。通
常は男性が支払いを申し出ます
が、女性が一部を負担すると申し
出ても、男性は反論しないもので
す。米国でのデートは、決して、
性的な関係を持つことを前提とす
るものではありません。米国では
同性愛関係は珍しくありません。

身体の清潔の心掛け
たいていの米国人は、少なくとも
1日 1回はシャワーを浴びるか入
浴するかして体臭を抑えます。そ
して、朝と晩に練り歯磨きを使っ

て歯を磨きます。さらに脇の下用
の体臭防止剤（デオドラント）・発
汗抑制剤を使って汗の臭いを抑
え、頻繁に洗髪します。みんなで
はありませんが多くの米国人女性
が、脇毛とすね毛を剃っています。
また多くの女性が化粧をしていま
す。汗の臭いがついた衣服は通常、
次に着るまでに洗濯します。

本国の家で緊急事態が起きたら

本国の家で健康・金銭・家族にか
かわる問題が起きたら、どう対処
するべきかを決める必要がありま
す。米国を離れることに決めたら、
学業に問題が生じないよう気をつ
けてください。アカデミックアド
バイザー、留学生アドバイザーと
会い、修士・博士課程の院生の場
合はさらに論文指導教官とも相談
してください。授業のかなりの部
分を履修できなかった場合には、
最終評価として教授から「保留」
（incomplete）という成績をつけら
れることがあります。これは、次
学期に埋め合わせるチャンスがあ
るという意味です。いくつかの科
目を取り消すことも認められるか
もしれませんが、その場合には、
その時点までの課業について成績
もつきませんし単位も取得できま
せん。こうし変更がSEVIS上の自
分の立場や資格にどう影響する
か、留学生アドバイザーと話し
合ってください。

帰国の旅費は高くつくかもしれま
せんし、大学を離れることで授業
料や財政援助にも影響が出るかも
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しれません。長期にわたって大学
を不在にする必要があるなら、大
学の財政援助担当室と必ず連絡を
取って、状況を話し合ってくださ
い。選択肢の検討と大学事務局と
の折衝について、留学生アドバイ
ザーの支援を受けましょう。

米国から離れるときはいつも、留
学生アドバイザーに照会して、再
入国に必要なビザと書類がそろっ
ていることを確認しましょう。不
在中にビザが失効したり、持って
いるビザが 1回入国ビザだった
り、不在期間が長期に及んだりす
る場合には、本国の米国大使館で、
有効な学生ビザの再申請が必要に
なることもあります。

まとめ

・可能であれば、時差ぼけ解消の
ため、オリエンテーションが始
まる数日前に大学に到着するよ
う計画しましょう。

・英語に堪能であっても、米国に
来て日の浅いうちは言葉の問題
を経験する可能性があります。
現地の言葉に慣れるまで、相手
にゆっくり話してくれるよう頼
んだり、言ったことの説明を求
めたりするのをためらわないよ
うにしましょう。

・初めての国に移ってすぐのうち

は、ある程度のカルチャー
ショックがあって当然です。

・米国の社会慣習は、本国のもの
と違うかもしれませんが、それ
に慣れるようにしましょう。違
いを理解することで、新生活へ
の移行が容易になり、やっかい
な事態や誤解が回避しやすくな
るはずです。

・在学中、本国の家族に何らかの
救急事態が起きたら、どう行動
するのが一番良いかを決定する
に際して、力になってくれる人
たちが大学にいることを忘れな
いでください。どんな状況でも
帰国が最善の選択肢であるとは
限りません。

役に立つウェブサイト

American Spaces ― 米国国務省のウェ
ブサイト。米国の生活・教育・政府・
メディア・経済についての情報
https://americanspaces.state.gov/drupal6/

留学生のための文化問題に関する
ウェブサイトのサンプル（ニューヨー
ク大学）
http://www.nyu.edu/global/international-
immigration-services.html
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Academic Adviser：アカデミックアドバイザー。学業に
関する事項について学生を支援し、助言をする大学教
員。学生の履修登録の手助けをすることもある。

Academic Year：学年。公式に授業が行われる期間で、
通常は 9月から 5月まで。大学によるが、前後期、 3
学期あるいは 4学期にと、いろいろな長さの学期に分
割される。

Accreditation：認定。米国の高等教育機関と課程を承認
し、質を保証する制度。

ACT University-Entrance Exam：ACT米国大学入学学力
試験。学部課程への入学に使われる多肢選択式の試験
で、英語、数学、読解、科学的論理思考の科目がある（選
択で作文が追加される）。

Add/Drop：アッド／ドロップ。学期初めに学生が教師
の許可を得て、履修講座の登録を削除または追加でき
る手続き。

Advance Registration：事前履修登録。他の学生より先に
履修科目を選ぶ手続き。

Af�davit of Support：財政援助宣誓書。個人または団体
からの財政援助の約束を証明する公式文書。

Assistantship：助手職。助手職手当。授業助手として授

用語集
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業や実験・実習室の監督をする、あるいは研究助手と
して研究の手伝いをするなど、一定の仕事の対価とし
て大学院生に提供される財政援助の勉学助成金。

Associate Degree：準学士号。 2年間の履修後に授与さ
れる学位。最終的な学位である場合（terminal：職業課
程）と、編入する場合（transfer：学士課程の最初の 2
年間）がある。

Attestation：認証。学位や成績証明書が本物であること
の正式な確認。通常、認定を受けた専門家または証人
が署名する。

Audit：聴講。学位取得のための単位を取らず、受講だ
けすること。

Authentication：認証。真正かつ真実であることの証明。
何かを申告した場合に、実際に申告されたとおりであ
ることを確認する作業。米国の学習課程に入学を希望
する学生は、出願する際に、学業成績証明書やそれま
でに取得した学位が本物であることを証明する書類を
提出するよう義務付けられることが多い。

Bachelorʼs Degree：学士号。教養課程または専門分野で、
約 4年間のフルタイムの勉学を終了すると授与される
学位。

Class Rank：学年成績順位。ある学年の学生全員の中で、
学生の成績順位を示す数字または比率。例えば、100人
の学生がいる学年で 1位の学生は 1 /100となるが、最下
位の成績の学生は100/100となる。学年成績順位はパー
センタイル値で示されることもある（例えば、上位25
パーセント、下位50パーセントなど）。

Coed：共学。男女両方の学生を受け入れるカレッジま
たは総合大学。男女両方が住む学生寮をいう場合もある。

College：大学。カレッジ。学部課程教育を提供する高
等教育機関。修士課程レベルの学位が提供されている
場合もある。これとは別の意味で、「カレッジ・オブ・
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ビジネス」のように総合大学（university）の 1部門を表
すこともある。

College Catalog：大学案内。大学の学術プログラム、施
設・設備、入学要件、および学生生活に関する情報を
提供している大学の公式出版物。

Core Requirements：必修科目。学位を取得するため履
修する必要のある科目。

Course：科目。学期中、週に 1～ 5時間（またはそれ
以上）の定期的に授業が行われる講座。学位プログラ
ムは、指定された数の必修科目と選択科目で構成され、
教育機関によって異なる。

Credits：単位。学位に必要な科目の修了（「可」以上の
成績）を記録するために大学が使用する単位。大学案
内には、その大学の学位取得に必要な単位の数と種類
が明記されており、また各科目の数値が「履修時間数」
や「履修単位数」で記載されている。

Day Student：通学生。大学が管理する居住施設ではな
く、キャンパス外に住んでおり、授業を受けるために
毎日通学する学生。

Degree：学位。カレッジ、総合大学、または専門職養
成機関が、規定の学業プログラム修了時に授与する卒
業証書または称号。

Department：学科。高等教育機関（カレッジ、総合大学、
または専門職養成機関の）組織管理上の下位部門で、
そこを通じて特定の学問分野の指導が行われる（例え
ば、英語学科や歴史学科など）。

Designated School Of�cial（DSO）：指定大学職員。指
定大学職員（DSO）とは、留学生に関する情報を収集
して学生・交流訪問者情報システム（SEVIS）に報告し、
ビザや就労資格申請手続きの面で留学生を支援する大
学の担当者。DSOの氏名は、I-20またはDS-2019に記載
される。
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Dissertation：博士論文。独自の研究テーマについて書
かれた論文で、通常、これを提出することが博士号（Ph.
D.）取得のための最終要件の 1つとなっている。

Distance Education：遠隔教育。学生と講師が同時に同
じ場所にいない正規の学習形態の一種。電話、ラジオ、
テレビ、録音・ビデオ録画、コンピュータープログラム、
インターネットなどを通じて行われる。

Doctorate（Ph.D.）：博士号。大学が授与する最高学位。
学士号または修士号取得後さらに最低 3年間の大学院
課程を修了し、口述・筆記試験、および論文の形で提
出した独自の研究で学術能力を示した学生に授与され
る。

Dormitories：学生寮。大学のキャンパス内に設けられ
た学生用居住施設。一般的な学生寮には、学生用居室、
バスルーム、談話室などがあり、カフェテリアを備え
ている場合もある。略してドーム（dorms）と呼ばれる
こともある。

Electives：選択科目。学位取得に必要な単位を取るため
に学生が選んで受講する科目。必修科目と区別される。

Extracurricular Activities：課外活動。大学の授業科目外
で行われる学業以外の活動。

Faculty：教授陣。米国の大学で授業を担当する教員。
教授、准教授、助教、講師が含まれる。

Fees：納付金。大学が教育機関として提供するサービス
の費用を賄うために授業料とは別に請求する金額。

Fellowship：研究奨学金。通常は大学院生に与えられる
財政援助の形態の 1つ。一般的に、援助を得る学生が
何らかの勤労を求められることはない。

Final Exam：最終試験。よく「ファイナル」と呼ばれる
最終試験とは、個々の科目について授業期間中に扱っ
た内容全てが出題範囲の試験。
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Financial Aid：財政援助。金銭、ローン、および勤労修
学プログラムの全ての種類を含む総称で、授業料、納
付金、生活費などの支払いを助けるために学生に与え
られる援助。

Fraternities：フラタニティー。米国の多くの大学にある、
交友、学業、慈善活動のための男子学生の組織。

Freshman：フレッシュマン。高校や大学の 1年生。

GMAT（Graduate Management Admission Test）：経営
学大学院入学者選考テスト。通常は、ビジネス・経営
学プログラムの入学申込者に受験が求められる。

Grade Point Average：成績平均点。履修した各科目で得
た成績を数的平均値に基づき学業成績を記録する方式。

GRE（Graduate Record Examination）：大学院進学適性
試験。言語（英語）、数学、批判的思考、分析的ライティ
ングの能力を測る主に多肢選択式のテスト。大学院プ
ログラムへの入学試験に使用される。

High School：高校。米国で中等（教育をおこなう）学
校（secondary school）を指す用語。

Higher Education：高等教育。大学、専門職養成機関、
技術教育機関などにおける中等後教育。高校修了者を
対象とした教育。

Honors Program：オナーズプログラム。成績優秀な学
生を対象とした難易度の高いプログラム。

International English Language Testing System （IELTS）：
国際英語力試験。アイエルツ。英語を母語としない出
願者の英語力を測る試験。

International Student Adviser（ISA）：留学生アドバイ
ザー。米国政府の規則、ビザ、学業規則、社会的習慣、
言語、金銭や住居の問題、旅行計画、保険、法的問題
などについて、留学生に情報を提供し助言する大学の
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担当者。

Junior：ジュニア。高校や大学の 3年生。

Liberal Arts：一般教養。学生の口頭表現力、文章を書
く力、論理的思考力を伸ばすことを目標とする、人文
科学、社会科学、自然科学系の科目の学問的研究を指
す用語。

LSAT（Law School Admission Test）：ロースクール入学
試験。米国のロースクールの法律専門職養成課程およ
び一部の大学院法律課程の入学志願者に受験が義務付
けられる。

Major：専攻。学生が集中的に学習する科目または学問
領域。学部生は通常、最初の 2年間で一般教養課程を
終えた後、専攻を選ぶ。

Masterʼs Degree：修士号。学士号取得後、通常は最低 1
年間の修学を含む学業要件を満たすことによって授与
される学位。

MCAT （Medical College Admission Test）：医科大学入
学試験。米国のメディカルスクール入学志願者に受験
が義務付けられる。

Midterm Exam：中間試験。学期前半が過ぎた後に行わ
れる、その時点までの講座履修内容全てが出題範囲の
試験。

Miller Analogies Test：ミラー・アナロジー・テスト。
分析的思考能力を測定するテストで、教育学や心理学
などの分野の大学院課程への入学に受験が必要な場合
がある。

Minor：副専攻。学生が 2番目に重点を置いて学習する
学問領域。

Non-resident Student：非居住者学生。州の居住者要件
を満たしていない学生。居住者と非居住者では、授業
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料や入学許可方針が異なる場合がある。留学生は一般
に非居住者に分類され、授業料減額を目的に後から居
住者に変更できる可能性は極めて少ない。「州外」（out 
of state）学生と呼ばれることもある。

Notarization：公証。文書（または陳述、署名）が、真
正かつ真実であることを公務員（米国では「公証人」
と呼ばれる）、または宣誓管理官でもある弁護士が証明
すること、およびその証書。

Placement Test：レベル分けテスト。所定の分野で学生
を適切な講座に入れることができるように、その分野
の学力を測定するために使われる試験。レベル分けテ
ストの結果に基づいて、学生に科目の単位が与えられ
る場合もある。

Postdoctorate：ポストドクトレート。博士号取得者を対
象にした研究。

Postgraduate：ポストグラデュエート。通常は大学院学
位取得者を対象にした研究を指す。大学院教育の意味
で使われる場合もある。

Prerequisites：必須課程・科目。さらに上級の課程や科
目の履修を認められる前に、修了しておかなければな
らない課程や科目のこと。

Professional Degree：専門職学位。通常、学士号取得後
に取得することができる。医学、歯学、獣医学、法学
などの専門職に進むことを目的とした学位。

Registration：履修登録。クオーター、セメスターない
しはトライメスターの学期中に履修する科目を学生が
選択する手続き。

Resident Assistant（RA）：学生寮の寮長アシスタント。
キャンパスにある学生寮の寮長を補佐する人。寮生活
に関して問題や疑問がある場合に、通常寮生が最初に
連絡する相手。RAは普通、その大学の学生で、RAとし
て働くかわりに住居の無料提供などの恩恵を受ける。
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Responsible Of�cer（RO）：受け入れ機関責任者。交流
プログラムのスタッフで、交流訪問者の情報を収集し、
学生・交流訪問者情報システム（SEVIS）に報告し、ビ
ザ申請の支援をする。ROの氏名はDS-2019に記載される。

Sabbatical：サバティカル。密度の濃い研究を行うため
に教員に与えられる長期有給休暇。

SAT：大学進学適性試験。数学と英語の能力を問う、主
に多肢選択式の試験で、学部課程の入学試験として使
用される。

Scholarship：奨学金。通常は学部課程の学生に与えら
れる財政援助の修学助成金。授業料と納付金の両方ま
たはどちらか一方が免除になる形もある。

School：スクール（学校）。通常、小学校、中学校、高
校を指す用語。さらに「カレッジ」「ユニバーシティ」「イ
ンスティテューション」などの言葉の代わりにも使わ
れる。また「ロースクール（法科大学院）」、「クラジュエー
トスクール（大学院）」など、教育の場を指す一般用語
としても使われる。

Semester：セメスター。約15～16週間、または 1学年の
半分の学習期間（ 2学期制の 1学期）。

Seminar：ゼミ。小グループ授業の 1形態で、自主研究
とクラス討論が教授の指導の下で行われる。

Senior：シニア。高校や大学の 4年生。

Social Security Number（SSN）：社会保障番号。老齢者・
遺族・廃疾者年金保険料を給与から天引きするために
米国政府が国民に発行する番号。定期的に働く人は誰
でも社会保障番号を取得しなければならない。多くの
大学が、学生のID番号として社会保障番号を使用して
いる。

Sophomore：ソフォモア。高校や大学の 2年生。
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Sororities：ソロリティー。米国の多くの大学にある、
交友、勉学、慈善活動のための女子学生の組織。

Special Student：聴講生。講座を受講しているが、学位
課程に在籍していない学生。

Student and Exchange Visitor Information System（SE-
VIS）：学生・交流訪問者情報システム。米国への渡航
前および滞在中、留学生・交流訪問者のデータをオン
ラインで管理するシステム。米国国土安全保障省が管
理運営する学生・交流訪問者プログラム（SEVP）の一環。

Syllabus：講義要綱。講義・授業で取り上げる題目の概
要。

Teaching Assistant（TA）：授業助手。大学から何らかの
形の財政援助を受ける代わりに、自分の専攻分野の学
部科目のインストラクターをする大学院生。

Tenure：終身在職権。よほど特別な事情がある場合を
除き、教員が定年まで大学に雇用されるという保障。
尊敬に値する研究・出版実績を示した上級の教員に与
えられる。学問の自由を守ることが目的。

Thesis：学位論文。学士号または修士号取得を目指す学
生が、あるテーマについての研究結果をまとめて執筆
する論文。

TOEFL（Test of English as a Foreign Language）：
TOEFL（外国語としての英語のテスト）。英語が母語で
ない出願者が受ける英語能力判定テスト。

Transcripts：成績証明書。学生の学業記録の謄本で、講
座・科目名、取得単位数、各講座・科目の最終成績が
記載されている。公式な成績証明書には学位授与日も
記載されている。

Transfer：編入。学位取得のため、ある大学から別の大
学へ移る手続き。
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Tuition：授業料。指導や研修の対価として教育機関が
請求する金額（書籍代は含まれない）。

University：総合大学。学部と大学院の双方の学位課程
を提供する中等教育後の大規模の教育機関。

Voice-over-Internet Protocol（VoIP）：ボイス・オーバー・
インターネット・プロトコル。ユーザの声をコンピュー
ターで扱える信号に変換し、インターネット経由で送
る技術。コンピューターからコンピューターへ、また
はコンピューターから電話への音声通話を可能にする。

Zip Code：郵便番号。郵便の宛先に含まれる一連の番
号で、米国の郵便配達区域を示す。
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参考資料

以下の資料やその他の資料について、詳しくは最寄り
のEducaitonUSAアドバイジングセンターにお問い合わ
せください。

The Everything College Survival Book：From Social Life to 
Study Skills ― All You Need to Fit Right In. 2005. Michael S. 
Malone, Adams Media, Cincinnati, OH.

International Student’s Guide to the USA. 1998. Ian Jacobs 
and Ellen Shatswell, Princeton Review Publishing, LLC, 
New York, NY.

NAFSA’s International Student Handbook：The Essential 
Guide to University Study in the USA. 2001. NAFSA：Asso-
ciation of International Educators, Washington, DC.

Succeeding as an International Student in the United States 
and Canada. 2008. Charles Lipson, University of Chicago 
Press, Chicago, IL.

The Ultimate College Survival Guide. 2009. Janet Farrar 
Worthington and Ronald Farrar, Peterson’s, Princeton, NJ.

参考資料
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