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アメリカ大学、大学院、語学留学をめざす皆さんへ

はじめに
Welcome to Western Michigan University! 不況をもろともせずにアメリカ留学を決心した皆さん、
留学してみようと思ったもののいったい留学とは何だろう、どんな準備をしたらいいのだろう、
アメリカで生活するのは大変なのだろうか、などと期待に胸をふくらます一方、未知の土地への
疑問、不安でいっぱいのことと思います。このハンドブックはそんな疑問、不安の解消を目的と
して作成されました。
学校案内の資料は見せてもらったけれど、「こんなたくさんの英語、とてもじゃないけど読め
ない！」と思った人も多いのではないでしょうか？ 日本語を読むラクさと比較するといくら必
要と言われてもたくさんの英語を理解しつつ読むのは大変。たぶん Western Michigan University
(WMU) にいる学生も来る前は同じだったでしょう。過去何年にも渡り多くの日本人学生が
WMU で勉強し、そういった学生も今や英語や学部で学んだことを活かし、立派に社会で活躍し
ています。また日本には WMU 同窓会がいくつかあり、かつての学生達が今でも交流をはかって
います。
アメリカの大学では、毎日宿題はたくさん、テストも毎週、６～７枚の論文が課されたりと、
日本の大学と違い、イヤでも勉強させられてしまいます。ところが最近、WMU での日本人学生
の割合も比較的多いため、日本にいるのとあまり変わらない、日本語の通じる快適な生活が送れ
るようになってきました。英語は難しいが授業でやっている内容は簡単といっている日本人学生
も多く、これでは「日本人留学生はアメリカに Vacation をとりに来た」と言われるのも無理はな
いでしょう。成功する留学は、皆さんの心がけにかかっています。
CELCIS という WMU 付属の語学学校では、英語が第二言語である人達のための授業をはじめ、
プレゼンテーション、大学のコンピューターを使っての図書検索、インターネットでの情報収集
等を学ぶことができます。また、諸外国からの友達作りにも最適の場所となっています。人それ
ぞれ目的はあるでしょうが、勉強だけを留学の目的にするではなく、これはアメリカで得たと言
えるようなものをできるだけたくさんつかめるよう、欲張った留学生活を送って下さい。
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ウェスタンミシガン大学の概要
1903 年に設立されたウェスタンミシガン大学（WMU）は卓越した米国高等教育機関へと成長して
きました。
WMU は、大学ランキングで権威ある U.S. News & World Report によってアメリカ大学トップ 100
に選ばれ、アメリカ中西部のベスト施設としての特徴をもち、カーネギー教育振興財団によるランキ
ングでは、全米に 200 未満の大学にしか付与されない Research Institution に格付けされました。
また WMU はミシガン州の大学の中でも最も充実した財政支援体制を設けています。留学生は助成
金、奨学金、フェローシップ、アシスタントシップ、学生ローン等の財政支援を受けることができま
す。また、功績に基づくディーター･H･ヘネカ奨学金も特別に創設され、WMU で学びたい留学生に
対する財政支援を行っています。
WMU に入学する学生は 237 の学問的プログラム（140 の学士課程、67 の修士課程、1 つの特別課
程、29 の博士課程）から選択することができます。大多数の授業は 855 名の大学専任教授によって教
えられ、その多くの教授陣は有名な研究者や芸術家です。
WMU の教員の多くはアメリカ国外における教育研究経験があり、世界中で共同研究を行っていま
す。大規模な大学とは異なるのは、研究分野の第一線で活躍している教授でも、学生を中心に教える
努力を惜しまず、優秀な学部生に対して研究や創造性に富んだプロジェクトの機会を数多く提供いる
点です。
現代科学施設、世界クラスの航空キャンパス、保健福祉学部とクリニックのための洗練された建物、
大学のビジネステクノロジーリサーチパークに隣接した最先端を行くエンジニアリングキャンパス、
高く評価されている美術館、そして設備の整った大きな学生レクリエーションセンターといった最先
端の施設を学生は利用することができます。
WMU には世界中から学生が集まっています。2009 年の秋には 90 カ国から 1,200 名を越える留学生
が入学しました。留学生は歓迎されると同時に、学習面とアメリカでの生活への移行をヘネカ国際教
育センターによって支援されています。
ヘネカ国際教育センター内の留学生受入・相談部門のスタッフは、入国管理に関するアドバイスと
支援を行っています。また研究所は、WMU での勉学と成功に向けて英語の強化が必要な留学生のた
めの Center for English Language and Culture for International Students (CELCIS)プログラムを設置してい
ます。
毎学期の始めには、新入留学生のためのオリエンテーションプログラムがあり、大学や地域につい
て総合的に学ぶことができます。WMU では 20 近くある留学生グループを支援することで、様々な国
から来る留学生をサポートしています。代表的なグループとしては、中国学生研究者会、イスラム学
生会、マレーシア学生会、インターナショナル・プログラム・カウンセル（IPC）があります。
また、ヘネカ国際教育センターは年間を通じて異文化交流の機会を数多く用意しています。例えば、
インターナショナルフェスティバルには大学内外から 3,000 人もの来場があり、大学の学生や教員に
よって企画される様々な国の料理や音楽、ファッションや文化を体験することができます。
WMU に入学するもう１つの利点はその立地にあります。大学はミシガン州のカラマズーに位置し、
典型的なアメリカの小さな街を身を持って体験することができると同時に、シカゴやデトロイトとい
った大都市へのアクセスも簡単です。人口が約 15 万人のカラマズー地域は WMU のような世界クラ
スの機関を支えるのに十分な規模でありながら、中規模都市としての便利さと友好、安全な環境を提
供しています。
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１. Kalamazoo で暮らす
Western Michigan University(WMU)は、ミシガン州北西部にあるミシガン第４番目の都市、
Kalamazoo（カラマズー）にある。
◆気候◆（2009 年のデータ）
Kalamazoo は、北緯 42.17 度に位置し、これは北海道室蘭市に相当する。
平均最高 平均最低 平均降水
コメント
気温
気温
（降雪）量
59.3mm
１月
-3.9℃
-13.3℃
最も寒い月。雪が積もる。
(94.7cm)
43.5mm
風が冷たく、実際に気温よりも寒く感じる。暖かいと
(30.7cm)
２月
2.5℃
-7.2℃
思うと 0℃だったりする。夜は華氏 0 度(-17.7℃)にな
ることもある。
63mm
３月
9.9℃
-2.6℃
中旬になるとようやく厚いコートやブーツがいらな
(1.3cm)
くなるが、春はまだまだ先。
80.1mm
下旬、ミシガン特有の雷雨がやってくるといよいよ
(9.7cm)
４月
14.7℃
4.2℃
春。チューリップ、水仙などの花が咲き始める。雪は
降ることもあるが、たいてい夜。
100.8mm 雷雨が続くことがあるが、真夏のような暑さになるこ
５月
21.2℃
8.3℃
ともある。ただ、上着がないと寒いと感じる日もある。
90mm
６月
25.6℃
14.1℃
湖で泳げる程暑くなる日もある。
107.1mm 天気が良い日が多く、日差しが強い。雨はあまり降ら
７月
26.1℃
13.4℃
ないが、降ると土砂降り。日没は午後９時過ぎ。
111.6mm 日中は暑い日が多いが、夜は比較的涼しい。
８月
26.0℃
15.2℃
105.6mm しばらく暑い日が続くことも･･･。
９月
23.4℃
11.1℃
88.6mm
10 月 13.2℃
4.6℃
急激に秋になる。紅葉の見頃は月末頃。
81.3mm
11 月 11.4℃
2.0℃
初旬に初雪が見られることもしばしば。雪が降るとす
(1.3cm)
ぐに本格的な冬になる。
65.5mm
12 月
0.7℃
-5.8℃
毎年雪の量は違い、積もって 15cm 位の年もあれば、
(79.2cm)
２m 位積もったこともある。
※ミシガンは天候が変わりやすくて有名。夏でも上着は必要があったり、真冬でも全くコートが
いらない日もあったりする。
※傘を使っているアメリカ人は少ないが、折りたたみ傘はあった方がよい。
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◆環境◆ カラマズー郡の人口は約 24
万人（人口の約７割が白人、約２割が黒
人）。自動車部品製造や製薬・医療用品
産業が主要な産業。また、WMU がある
ため学生の街ともいえる。緑が豊かで、
リスやうさぎやシカ等を見かけること
もよくある。 カラマズーには大小あわ
せて 83 個の湖があり、ミシガン湖にも
30 分程度車を走らせると着く。ミシガ
ン湖までの道中は、見渡す限りのとうも
ろこし畑やりんご畑が続く。
◆ショッピング◆
〈シカゴ〉（車で約３時間）：高級ブラン
ド品から古着まであらゆる物が手に入る。
郊外に Mitsuwa（旧ヤオハン）があり店内
は全く日本のスーパーそのもの。割高だ
が日本の本、雑貨、薬、食品等が手に入
る。シカゴに行く途中にあるミシガンシティには大きなアウトレットモールがあり、カルバンクライ
ンやラルフローレンなどのブランドが安く買える。
〈デトロイト〉（車で約２時間）：郊外の Novi, Farmington Hills 近辺に日系スーパー One World Market
やベーカリー Hippo がある。デトロイトの日本領事館でパスポートを更新する際に立ち寄れるロケー
ションが便利。
〈市内・近郊〉テナントがならぶショッピングモール、他にも個性的な古着屋、雑貨屋などがいくつ
か点在している。Meijer（巨大 24 時間スーパー）では、食品（ちょっとした日本の食品、調味料もあ
る）から文房具まで何でも手に入るし、電化製品の BESTBUY（CD も安い）、文房具の OfficeMax、
Starbucks が入っている本屋 Barnes＆Noble などもある。Pacific Rim Foods では日本の食品やお菓子を
買うこともできる。大学にはブックストアがあり、教科書、文房具だけでなく、延長コードや収納用
品、デスクランプなどもあるので、いざと言う時に役に立つ。Grand Rapids、Ann Arbor にショッピン
グモール、Battle Creek にアジア食品店がある。
◆食物◆ 自炊するのが面倒な時や授業の合い間、寮の食堂の閉まる日曜夜等にはキャンパス内の
Taco Bell や SUBWAY などで簡単に食事を済ますこともできるし、ピザ、サンドイッチ、中華などデ
リバリーサービスを利用することもできる。市内にはバフェ形式（食べ放題）のレストランや、タイ、
中東、中華レストラン等もあるので、食べ歩き、穴場探しも良いかも。市内や近郊に出れば、納豆や
ひじき、だしの素や日本の調味料等も手に入るので日本食が恋しくなったら自分で作ることもできる。
◆バス◆ ウェスタンミシガン大学の ID カード（身分証明）を見せると、地域の路線バスに無
料で乗ることができる。大学内にもバス停があるので便利。ただし、日曜日はバスが走っていな
いので要注意。
◆車◆ アメリカは車社会であり、車があると何かと便利なのは言うまでもない。スーパーマー
ケットで買い物をするのにも車があるとバスを使う必要が無く、一度にまとめ買いをすることも
できる。 新聞やインターネットで中古車情報を手に入れ予算にあった車を購入するか、ディー
ラーで購入する。車の免許はミシガン州特有のものがあるので、日本で免許を持っている場合は
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国際免許を取得してから一年以内にミシガン免許を取得するとよい。なお、筆記試験は日本語で
も受けられる。日本で免許を持っていない場合でも、３ヵ月以上アメリカに滞在するのであれば
帰国後外免切替が可能。
◆Entertainment◆ ”青空のもとで元気に楽しむ！！”のが Kalamazoo 流。
〈アウトドア〉
校内にある屋外テニスコートは全て無料で、空いている限りいつでも使うことができる。また、
運動場で気軽にランニングをすることもできる。市内に幾つかあるゴルフコースは混んでいな
いし、何といっても安い。ダウンタウンでは頻繁にイベントやコンサートが催されている。
山はないが、冬になればスキー場が車で１時間以内の所にあるのでスキーやスノーボードもで
きる。ラクロス、テニス、ソフトボールのクラブもその気になれば入会可能。夏にはいちごや
ブルーベリー摘み、秋には桃やりんご狩りのできる農場に行くこともできるし、湖に行けばバ
ーベキュー、ピクニック、水泳を楽しむことができる。天気の良い日にはガレージセール巡り
をするのも楽しい。
〈インドア〉
モールの近くに映画館があるので映画は気楽に楽しめる。また、トップクラスのコンサート、
ミュージカル、演劇、バレエ等も校内の劇場やダウンタウンのシビックシアターで学割で気軽
に観ることができる。大学から歩ける場所にバーも何軒かある。ただし、お酒が飲めるのは
21 歳以上。（お店では身分証明証の提示を求められる。
）
◆服装◆ 気候が変わりやすいことは前述したが、初夏でもセーターや軽い上着が必要になる時
がある。冬の室内は半袖でも大丈夫なくらいの暖かさに保たれているが、外を歩く際にはダウン
ジャケットやマフラー、ニット帽子、手袋があると良い。
〈カジュアル〉
校内ではＴシャツやパーカーにジーンズという学生が多い。
〈フォーマル〉
コンサート、フォーマルパーティではきらびやかな格好をすることが必要なときもあるが、
Kalamazoo ではせっかく日本から持ってきたのにめったに袖を通す機会のない服を持っている
人も多いことだろう。就職活動に、またビジネス専攻の学生はプレゼンテーション用にスーツ
を一着持ってくると良い。フォーマルドレスは日本よりも安く購入することができる。
〈その他〉
浴衣などの民族衣装的なものがあると、インターナショナルフェスティバル、パーティーの時
に役立つ。下着は日本と同じ様なもの（デザイン、サイズ、素材）が欲しければ、まとめて持
ってくるのが無難。体が小さめの人はアメリカで自分に合ったサイズを探すのが難しい。
◆アルバイト◆ 校内でのアルバイトは、Social Security Number をもっていること（簡単な手続
きで申請できる）、WMU のフルタイムの学生であること等の条件を満たしている場合、可能で
ある。税金を除き時給$7 くらいで週 20 時間が限度となっている。学生(F-1)Visa の所持者は法律
により校外での就労は原則禁止されているが、インターンシップとして校外で働くことは可能で
ある。その際、雇用主からの雇用証明、インターンシップクラスへの登録、学部および留学生ア
ドバイザーのインターンシップ許可が必要となる。
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◆アメリカ国外への出国◆ ミシガン州はカナダの国境に接しているので、トロントやナイアガ
ラの滝へ観光で行く留学生もいる(車で約７時間)。ただし、日本へ一時帰国する際も同様だが、
アメリカ国外へ出国する際には、ビザの書類に WMU 担当者のサインをしてもらわないとアメリ
カへの再入国ができなくなるので注意が必要である。
◆Kalamazoo Valley Community College (KVCC)◆ http://www.kvcc.edu/ KVCC で短大レベルのク
ラスを取り、その単位を WMU の単位として加えること(Transfer)ができる。単位がトランスファ
ー対象かどうかは WMU のアカデミックアドバイザーと事前に確かめる。学費が WMU のおよそ
３分の１で済むが、WMU から離れているためバス通学か車で行くしかない。また、Transfer を
するにはＣ以上の成績を取っていることが条件となる。

さらなる可能性を求めて
石川
専攻

景子 (Ishikawa Keiko)
国際関係学

高校卒→青山学院女子短期大学→CELCIS→WMU→University of Paris IV (WMU から
のフランス留学)

留学先として Western Michigan University を選んだのは、青山学院女子短期大学の姉妹校の１つだったからです。
私は英語がとても苦手だったので、最初に CELCIS という WMU 付属の語学学校に半年間通いました。CELCIS
に入るとまず、初級・中級・上級下・上級の４つのレベルに分けられます。上級レベルを終えると WMU への学
部生として入学が許可されます。CELCIS ではたくさんの国から学びに来ている留学生たちとの交流を深め、先
生方との距離もとても近いので、毎日楽しく勉強に取り組むことができました。
その後、WMU に学部生として入学し、Global and International Studies(国際関係学)を専攻として決めました。
WMU の国際関係学は非常に魅力的で、とくに留学制度が充実しています。留学の種類としては、WMU が提供
しているプログラムと、他の留学機関が提供しているプログラムの２種類があります。私の場合は、API(Academic
Program International)という留学機関を通してフランスに留学をします。どちらのプラグラムでも留学して取得し
た単位は、WMU の単位として移行することができます。その中でも、国際関係学を専攻している学生は、専攻
に必須な単位として認められます。また、WMU には留学オフィスがあり、留学をする学生全員にアドバイザー
が付き、サポートをしてくれるようになっています。両親のアメリカ留学に対するサポートだけではなく、WMU
のフランス留学に対する協力的なサポートがあるおかげで、自分自身のさらなる可能性を広げることができてい
ると感じています。
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2. Western Michigan University ってどんな大学？
◆概要◆ 学生数約 24,500 人の州立総合大学。留学生の受け入れが盛んで、2009 年秋現在 1,200
人を超える留学生がおり、そのうち日本からの留学生はサウジアラビア、インド、ドミニカ共和
国、マレーシア、中国、ケニアに次いで多く、約 40 人が勉強している。
◆キャンパス◆ 新宿御苑の７倍の広さ（850 エーカー）があり、日本の大学とはくらべものにな
らない。丘あり、谷あり、池ありと起伏に豊んだ校内には、教室のある建物以外に、寮、アパー
ト、ジム、体育館、テニスコートがあり、バス（無料）も走っている。
<Bernhard Center> http://www.wmich.edu/bernhard/
３階建ての建物でかつて Student Center と呼ばれた。
B1…Bronco Mall と呼ばれており、コンピューターセンターを始め、学食のような感じで軽
食ができる場所（Subway（サンドイッチ）、Taco Bell（タコス）、BiggBy Coffee）やコピー
デスク、銀行、ブックストアがある。
1F…学用品、WMU グッズの揃うブックストア、簡易郵便局、コピーデスク、ランチが＄3
～8 位で食べられるカフェテリア、ロビーがある。Bronco Express では、学費や寮費を支払
うことができ、奨学金の情報も得ることができる。
2F…各種の大きさの部屋があり、公のパーティー、会議場に使用される。
<Administration Building>
成績証明書の発行、卒業式の申し込み等を行う。
<Faunce Student Services Building>
一般に Birdcage と言われている。寮、アパートの情報を提供してくれるハウジングオフィス、
学校新聞（Western Herald) の編集局、奨学金事務所、学生活動事務所、部室等がある。
<Health Center> http://www.wmich.edu/shc/
WMU にある Sindecuse Health Center には外科、内科、整形外科、産婦人科等、一通りの医療機
関が備わっており、予約の有無に関わらず受診することができ、薬も処方してくれる。軽い風
邪程度なら市販の薬も効果的だが、保険診療ができるので（学校特有のもの、日本からのもの
共）早めに受診することが無難である。ちなみに日本人の医者はいない。歯科もないので（歯
科は WMU の保険診療がきかない）、虫歯等の際は、外部の歯科医にかかるしかない。
<Miller Auditorium> http://www.wmich.edu/miller/
Kalamazoo ナンバーワンの設備のある劇場。音楽、演劇、ミュージカル、秋・冬学期には＄１
の映画上映もある。卒業式会場としても使われる。
<Student Recreation Center> http://www.src.wmich.edu/index.html
ジムと体育館。室内トラック、テニスコート、ラケットボールコート、プール、トレーニング
マシン等が揃っている。ヨガ等のクラスも有料（$2）で受けられる。
<Waldo Library> http://www.wmich.edu/library/
1992 年秋にできた地下１階、地上３階建ての時計台のある近代的建物。雑誌、書類、新聞、
マイクロフィルムを含む蔵書はおよそ 300 万部。朝日新聞衛星版も置いてある。冷暖房、イン
ターネット完備で、勉強にはもってこいの場所。日本語の本も何冊かある。平日は夜中まで、
試験期間中はさらに遅くまで開館している。親身に話を聞いてくれる司書が常勤しているので、
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課題やレポートの参考文献等で困ったときには気軽に相談してみると良い。
◆学部◆
<College of Art and Sciences> http://www.wmich.edu/cas/
人類学、生物学、心理学、国際関係学、経済学、地質学、歴史学、哲学、物理学、数学、地理
学、政治学、社会学、宗教学、語学（英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、日本語等）、
環境学、コミュニケーション等がある。英語のジャーナリズム、コミュニケーションが人気。
語学を専攻する場合、春・夏学期開講の授業が少ないため、卒業に思いのほか時間がかかると
思っておいた方がよい。心理学では、米国でトップ３の一つに数えられている。
<College of Aviation> http://www.wmich.edu/aviation/
航空学科（航空工学とは別）は、４年制大学としては全米一二の学部。一般の学生からはもち
ろん、ワールドクラスの航空会社からもパイロット養成学校として注目を浴びている。 現在
American Eagle, Atlantic Southeast Airlines, ExpressJet Airline, Mesaba Airlines, Pinnacle Airlines 等
と企業提携中。パイロットの他に、地上整備士のためのプログラムもある。
<Haworth College of Buisness> http://www.wmich.edu/business/
会計学、財政学、経済学、ビジネス・インフォメーション・システム（コンピューター）、マ
ーケティングがある。どの学科にも日本人学生が多い。新しい校舎が建ったばかりで、アメリ
カ人学生、留学生共に人気のある学部。Pre-Buisiness として多くの単位が Major のクラスをと
る前に要求され、短大から編入する場合卒業に約３年はかかる。
<College of Education and Human Development > http://www.wmich.edu/education/
教育学部。ＷＭＵの前身は、教員養成大学であり今でも大きな学部である。カウンセリング、
教育リーダーシップ等が人気のある学科で、体育学科もここに含まれる。
<College of Engineering and Applied Sciences> http://www.wmich.edu/engineer/
自動車工学、電気工学、産業工学、航空工学等がある。学校が力を入れている学部の一つで、
ペーパーサイエンスには全米唯一の施設がある。
<College of Fine Arts> http://www.wmich.edu/cfa/
芸術学、音楽、演劇、ダンスがある。音楽設備が素晴しく、近年レベルが上がりつつある。ま
た 2007 年に改装されたギャラリーもあり、卒業制作展示や美術展覧会等が催されている。
<College of Health and Human Services> http://www.wmich.edu/hhs/
州内でも有名な学部。特に言語障害、難聴のある人のための教育出は世界的にもその名が知ら
れているほど。他に、盲人のリハビリテーションやセラピストの養育学科、看護士（RN）養
成学校もある。
<The Lee Honors College> http://www.wmich.edu/honors/
成績優秀な学生のみに門戸が開かれている。規定以上（ACT 26 & GPA 3.5 以上）の成績をおさ
め、なお推薦状等が必要とされる。Honors College の学生になることは大変名誉なことである
と共に、授業を優先的に履修できる等、優遇される。
<Major, Minor>
カタログの中から、自分の勉強したいことを Major として選ぶ。必須単位は学科によってこと
なる。例えば、会計学なら 30 単位、政治学なら 33 単位となる。Minor は一緒に勉強すると為
になるとか、興味があるという理由で選んでよい。ただし、コンピューター学科のように Major
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を決めると、自動的に数学を Minor にしないといけないとか、ビジネスの様に Minor がない代
わりに Pre-course を取らなければいけないというのもある。Minor の単位も学科によって異な
っている。
<卒業>
一般教養 37 単位。体育（実技）を 2～3 単位、Major, Minor の規定の単位を取得すると卒業と
なる。卒業までに合計約 122 単位を取得することになる。卒業後一年間は Optional Practical
Training (OPT)という制度を利用して、アメリカで自分の専攻分野での仕事ができる。詳細は
Office of International Student Services に問い合わせること。
◆大学院◆ 29 科目の Doctor Program と 67 科目以上の Master Program がある。リサーチに特
化した大学を目指して、毎年 Doctor Program が増えている。各専攻の詳細はこのサイトを参照
のこと。 http://www.wmich.edu/admi/grad/index.html
<MBA プログラム概要> http://www.hcob.wmich.edu/docs/graduate.html
大学院の中でも特に日本人に人気があるのがＭＢＡ。ウェスタンのＭＢＡプログラムには８つ
の専門分野がある。
コンピュータ情報システム (Computer Information Systems),会計学 (Accountancy),
金融 (Finance),ビジネス (International Business),経営学 (Management),
マーケティング (Marketing),金融＆商業法 (Finance & Commercial Law),法律 (Law)
<Graduate Assistantship>
大学院生はアシスタントシップ(週最大 20 時間のパートタイム勤務)によって、授業料の一部免
除、給与、教科書割引などの特典が得られる（20 時間勤務の場合、授業料を全額カバーする
くらいの金額が支給される）。大学院留学生は秋／冬学期に最低６単位履修しなければいけな
いアシスタントシップは大きく分けて２種類ある。
Teaching Assistantship (TA)
教授同様、学部生のクラスを受け持つ。各専攻部門に募集状況を問い合わせること（経済
学の TA になりたいのなら Economics Department に連絡する)。
Service Assistantship (SA)
カウンセリング、学生生活アドバイザー、奨学金オフィスなどで大学のスタッフ（職員）
的な仕事をまかされる。教育およびカウンセリング分野の大学院生に適している。各スタ
ッフ部門に募集状況を問い合わせること。
なお、Graduate Assistantship の締切は２月中旬(部門によるが、多くが 15 日)だが、締切を過ぎ
ても募集をオープンしている部門もあるので、問い合わせて見る価値はある。秋学期から TA
を始める大学院留学生は８月下旬迄に Kalamazoo に到着し、１週間の教育研修に出席しなけれ
ばならない。
<卒業>
卒業に必要な単位数は学部によってまちまちだが、大抵は 30～60 単位取得し、卒論またはイ
ンターンシップを修了した上で卒業となる。学部生同様、卒業後一年間は Optional
Practical Training (OPT)という制度を利用して、アメリカで自分の専攻分野での仕事が
できる。詳細は Office of International Admissions and Services に問い合わせること。
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◆成績◆ Ａ～Ｅ、それぞれの成績の間にひとつずつ中間の成績があり全部で８段階となってい
る。成績は、出席、宿題、レポート（論文）、クイズ（時間中にあるテスト）
、中間・期末試験等
を考慮した絶対評価。Ｃ以上が単位として認められる。評価はかなり厳しく、Ａをとるのはアメ
リカ人でも難しい。学部ではＣ以上が、大学院ではＢ以上が卒業への取得単位として認められる。
<評価基準例>
出席
クイズ（小テスト）（５回）
レポート
<成績例>
Ａ
ＢＡ
Ｂ
ＣＢ

25 点
150 点
125 点

470～500
440～469
410～439
380～409

94～100%
88～93%
82～87%
76～81%

100 点
100 点
500 点

中間試験
期末試験
合計

Ｃ
ＤＣ
Ｄ
Ｅ

350～379
325～349
300～324
0～299

70～75%
65～69%
60～64%
0～59%

新たな出会いと多くの経験
町田
専攻

渉 (Machida Wataru)

映像

高校卒→立教大学→CELCIS（立教大学休学中）

私は英語の習得のために１年間大学を休学することを決意しました。半年間は NY の語学学校に留学し、現在
は自分の大学の姉妹校である WMU の CELCIS で勉強しています。
NY では多くの国の人たちと出会うことができ、自分の価値観を変えるほどの経験を得ることができました。
母語が英語でない人同士でコミュニケーションをとるときにはそれぞれが簡単な英語を使っていて、それでもお
互いが言いたいことを的確に伝えることができたときには非常に感激しました。NY での経験を通して、英語は
コミュニケーションの１つの手段にすぎず、自分が言いたいことを伝えるにはそれを伝えようとする姿勢が大事
だということに気づきました。
そして今、私はさらに英語を学ぶために WMU で勉強をしています。今はホームステイをしているため、日常
的に英語を話す機会に恵まれ、また、ホストマザーの友だちと野球観戦に行ったり、一緒に食事に行ったりして
様々なアメリカの生活を体験しています。アメリカに来て９ヶ月経った今、これからは大学内での英語の勉強だ
けでなく、もっとたくさんの経験を積みながら英語を学んでいきたいと思っています。
夏のバケ－ションでは自分の英語を試すべく、念願のアラスカに一人旅してきました。まだまだ自分の英語は
未完成であることを痛感しながらも、確実に上達しているということも実感できました。これからも、世界とコ
ミュニケーションが取れる英語力を目指し、WMU で後悔の無い日々を送っていきたいと思っています。

◆学年◆ 学部生の学年は取得単位数によって変わる。１年生(Freshman)： 0-25 単位、２年生
(Sophomore) ：26-55 単位、３年生(Junior) ：56-87 単位、４年生(Senior) ：88 単位以上
◆Semester と休み◆ 春、夏Ⅰ、夏Ⅱ、秋の４学期制となっていて、留学生の編入は夏学期以外
のいつでも可能。アメリカ人の学生は、秋・冬学期のみを取って、夏Ⅰ・Ⅱ学期は、アルバイト
等をするが、留学生は夏Ⅰ・Ⅱ学期に授業を取ったり、休みを利用して国に帰ったりしている。
各学期の間ごとに約一週間の休みがあることに加え、秋学期には 11 月下旬に Thanksgiving の為
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の休みが、冬学期には２月下旬に Spring Break（休み）が、各々１週間ある。通常の学期中は出
席も成績にしっかり反映されるしほとんど毎日宿題が出されるので、休みは週末のみ。それも金
曜日の授業が終わってから日曜日の午前中までで、その後は月曜日の準備がある為に勉強をして
いる学生が多い。
◆住居◆
〈寮〉 http://www.wmich.edu/housing/halls/
校内に 19 棟完備されている。基本的に２人で部屋を使う。（１人部屋は別料金）。 部屋に机、
たんす、クローゼット、ベッドが２つずつ用意されている。トイレ、シャワー（バスタブはな
い）が部屋に備わっている寮もあるが、キッチンとともにフロアーごとで共有する寮が多い。
〈キャンパス・アパートメント〉 http://www.wmich.edu/apartmnt/
２年次以上の学生(25 単位以上所得した学生)が住むことができる。 メインのアパートメント
は冷暖房が完備されており、1LDK、2LDK、家具付き、家具なしの選択ができる。新しいアパ
ートメントも建設されている(2011 年７月完成予定)。
〈アパートメント、ハウス〉http://www.wmich.edu/housing/community-resources/index.html 学校
外のアパート、ハウス（一軒家、もしくはワンルーム）も車があると快適に暮らせる。 1LDK、
2LDK 等があり、一軒家になるとベッドルームがいくつもあることがある。 ルームメイトを募
り家具、光熱費等を分担して暮らすと安上がりとなる。冷暖房完備、家具付き、家具なし、ガ
ス、光熱費、電話代（基本料金）込みか否か等の選択ができる。学内の Off Campus Life オフ
ィスで情報収集ができる。
〈ルームメイト〉
初めて WMU に来る時のルームメイトは、年齢等によって学校側が決める。その後は学校新聞、
学校が発行するルームメイトリストに広告を載せ、連絡を待ったり自分から連絡をして決める。
日本人以外の学生とルームメイトになる方が英語の勉強にもなるし、こじれても後の心配をし
なくて済む。
◆留学生クラブ◆ International Programs Council (IPC)はキャンパスの国際化イベントを企画、運
営しているグループで、1998･2001 年度の全校最優秀クラブに選ばれた。留学生とアメリカ人学
生のメンバー数十人からなり、毎週ミーティングを開いている。チャレンジ精神旺盛な留学生た
ちなのでアメリカ人と打ち解けるのも早い。リーダーシップを身につけるには絶好の場所である。
http://www.rso.wmich.edu/ipc/（IPC 主催の行事は次のページに掲載。
）
◆Japan Club◆ アメリカ人と日本人留学生を中心にした学生サークル。メンバーは毎週金曜日
の夕方に集まり、日本文化の体験やイベント準備を行ったり、日本食レストランに皆で行ったり
している。また、日本語を勉強する学生に対して日本人留学生が日本語を教える時間を設けたり
もしている。
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◆IPC の行事一覧◆（2009-2010 年度）
10 月

11 月

1月
2月

3月
4月

5月

6月

7月

リンゴ狩り (その他にも、コーン迷路なども体験できる)
インターナショナルリソースフェアー (中間期のオリエンテーションみたいなもの)
ハローウィンお化け屋敷
国旗パレード (ホームカミングの日に、各国の国旗をもって行進する)
ハローウィンダンスパーティー
インターナショナルエデュケーションウィーク
(一週間にわたって、映画上映会、講演会があったり、各国の料理を体験できる)
シカゴ旅行
インターナショナルスポーツナイト (ファイナル前に、サッカー、バレーボル、バスケットボ
ール、バトミントンを他の学生としたり、クライミングをしたりする)
ピザスタディーブレイク (テスト週間に、エンジニアのあるパークビューキャンパスで、イン
ターナショナルスチューデントにピザが配られる。)
アイススケート
WMU バスケットボール観戦
インターナショナルリソースフェアー
ポットラック (各国の料理を持ち寄って、様々な国の料理を経験する)
インターナショナルの大学院生の集い
中学校訪問 (中学校でミニインターナショナルフェスティバルを催す)
ボーリング大会 （地域の子どもの為の機関への寄付が目的）
ワシントン D.C.旅行
インターナショナルフェスティバル
(約 15 カ国のオーガニゼーションが参加し、それぞれの国の料理や慣習を紹介する）
インターナショナルカラオケナイト
インターナショナルスポーツナイト (テスト週間前に行われる)
インターナショナルボール (フォーマルなダンスパーティー。タキシードやスーツ、ドレスを
着て、みんなで料理を食べ、ダンスをして楽しむ)
ピザスタディーブレイク
サマーキャンプウェルカム BBQ (池のほとりで BBQ をしたり、フリスビーやその他のゲーム
をして交流する。)
動物園トリップ (バトルクリークにある動物園に行く)
フレデリックマイヤーガーデントリップ （グランドラピッズにある、植物園。大型スパーマー
ケット、マイヤーと同系列。植物園だけでなく、彫刻の展示も盛ん。)
シダポイントトリップ （オハイオ州にある、アメリカ最大級のアミューズメントパーク。アメ
リカで一番ジェットコースターの数が多い。個人で行くと、入園料と一日パスに＄45 はかかる
が、これに参加すると交通費と入園料／一日パスで$40 ですむ。)
サガタック砂丘滑り (サガタックのダウンタウンに行き、ミシガン湖のほとりのビーチでリラ
ックスしたり、遊んだりする。また、そり滑りのように砂丘そりもできる。
ブルーベリー狩り
アーミッシュカウンティートリップ （アーミッシュとは、移民当時の生活を守るため、電気な
どを使用しないで生活している民族で、交通手段として、主に自自転車や馬車を利用している。
このトリップでは、アーミッシュの工芸や食べ物を体験したり、馬車に乗ることができる。そ
のほかにも、アーミッシュの学校を訪問したり、アーミッシュの家庭でご飯を食べたりする。)
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◆WMU 年間スケジュール◆（参考：2010 年～2011 年[予定]）
学期
月 日
オリエンテーション（秋学期）
秋学期
8/26～8/30
9/3
Advising Day (留学生向け）
(2010 年)
9/6
Labor Day (祝日）
9/7
授業開始
9/27～10/2
Homecoming (文化祭のようなもの）
11/24～11/29
Thanksgiving Recess (祝日）
12/13～12/17
Final Examination Week (期末試験）
12/18～1/10
冬休み
春学期
(2011 年)

1 月上旬
1/3～1/7
1/10
1/17
2/28～3/7
3 月頃
4/21～4/25
4/26～5/4

オリエンテーション（冬学期）
Advising Day
授業開始
Martin Luther King, Jr's Birthday (祝日）
春休み
International Festival
Final Examination Week (期末試験）
休み

夏Ⅰ学期

5/9
5/30

授業開始
Memorial Day (祝日)

夏Ⅱ学期

6/30
7/4
8/20～9/6

授業開始
Independence Day (祝日）
夏休み

留学生は移民法により秋/春学期の履修を義務づけられているが、夏Ⅰ・Ⅱ学期の履修は自由で
ある。一般的には夏Ⅰ学期をとり、夏Ⅱ学期を休む（またはその逆）パターンが多い。
◆姉妹校リスト◆ WMU は、以下の日本の学校および学部と姉妹校提携している。
z
z
z
z

青山学院女子短期大学
z
小樽商科大学
z
慶応義塾大学
z
コロンビアインターナシ
ョナルスクール

大東文化大学
大正大学
日本大学
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z
z
z

立教大学
立教女学院短期大学
立命館大学

３. 語学留学、および英語力強化のための Center for English Language
and Culture for International Students (CELCIS)
◆概要◆ http://international.wmich.edu/content/view/2013/1404/
TOEFL テスト(IBT)が 61 点に満たない留学生や、学部に編入学する前に英語もしくは生活の準備
をしたい留学生のための語学学校で、WMU のキャンパス内にあり授業も WMU の教室で行う。
CELCIS に入っている間は、CELCIS の宿題、TOEFL のための勉強と両方こなさなければならず
かなり大変。
◆授業形態◆ http://international.wmich.edu/content/view/2007/1403/
WMU と同じく４学期制をとっている。秋春学期の場合、週 20 時間のコースが 15 週間続く。内
容は濃く、Speaking/Listening と Grammar/Communication が週に 5 時間ずつ、Reading/Writing が週
10 時間、そしてオプションの TOEFL 準備コース(週４時間)と英語漬けになる。授業の他、ピク
ニックや英会話パートナー、英会話テーブル、週末のイベントなど、生きた英語に触れられるよ
うな催しも多く行っている。
◆CELCIS から学部への編入◆
校内で一学期に一回のみ行われる。正規の編入には TOEFL で 550 点（筆記）/ 80 点（IBT）が必
要。TOEFL(IBT)で 61 点を取るか、CELCIS のアドバンス（上級）クラスを合格すれば学部への
仮編入ができる。また、上記の方法以外にも、成績等を考慮した CELCIS の推薦状によって仮編
入が可能な制度もある。WMU に仮編入したら最初の学期に留学生のための英語クラス（５単位)
を取り、一学期後の評価結果によって正規入学が認められる。

留学生活で得られる力
加藤
専攻

浩己（Kato Hiromi）

音楽学部

音楽療法科

高校卒→神田外語大学卒→WMU

音楽療法に興味があった私の大学選びは、まず音楽療法科を持つ大学を探すことから始まりました。日本と比
べて研究が進んでいる分野とは言え、アメリカ音楽療法学会に認定されている大学は全米に約 70 校ほどしかあ
りません。その中でも WMU は、NMT(神経学的音楽療法)を学ぶことが出来る数少ない大学のひとつであり、音
楽が人間の脳に与える影響に興味があった私は WMU へ留学することを決めました。
音楽療法の実習を通じて感じたことは、英語力はもとより、セッション内でのクライアントの些細な変化を掴
むための洞察力や、変化していく彼らの状況にすばやく応じる臨機応変さの必要性でした。これらのことは、言
葉が通じ、手を差し伸べてくれる人がすぐそばにいる日本での生活とは違い、自分の力で問題を解決しなければ
いけない場面に出くわすことが多い留学生活においても、共通のことが言えるのではないかと思います。
留学生活では、時に語学力だけでなく自立心や人間性なども問われ、そしてこれらのことを培うチャンスが広
がっています。泣いたり、悩んだり、笑ったり、
、、めまぐるしく変わる喜怒哀楽の生活は、楽しい反面、苦しく
もあり逃げだしたいと思うこともあります。ですが、WMU でのさまざまな経験が、留学を終えた時には自分の
大きな糧となると信じ、音楽療法士として、また 1 人の人間として大きく成長できるよう、残りの留学生活を過
ごしていきたいと思っています。
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４. 留学までの準備
◆WMU の入学手続き◆
International Student Application From と共に以下の資料を揃え、下記の住所に書留で送付する。締
切は、Application From の “Applications outside the U.S.” 記載の通りなので、余裕を持って送る。
〈願書〉 https://bssp.cc.wmich.edu/PLS/BPROD/wskissa.wskissa_menu
願書のフォームはここから印刷できる。申請料＄100 は、クレジットカードで払うか、外国為
替取扱銀行で作成してもらう送金小切手、または郵便局で作成してもらう外国郵便為替等を使
う。近年は、オンラインで願書を提出するのが一般的。
〈Academic Transcript〉
日本の学校事務室にて、英語で書かれた成績証明書（高校卒業語入学する場合は高校の、大学
より編入する場合は大学のもの）。既卒の人は成績証明書と卒業証明書を作成してもらう。
〈Certification of English Proficiency〉
TOEFL(IBT)テストで 61 点以上の成績がある場合はその証明となるもの。この点数に満たない
場合は、入学を拒否されることがある。
〈Statement of Finance〉
財政能力証明書フォームはここから印刷できる。補足資料（必須）として銀行等の残高証明書
を英語で発行してもらう。名義は家族で構わない。Statement of Finance に記載してある金額
（2009 年時点では学部で$32,000、大学院で$21,900）以上の額であること。
送付先
International Admissions and Services
Haenicke Institue for Global Education
Western Michigan University
1903 W. Michigan Ave.
Kalamazoo, Michigan 49008-5246 U.S.A.
TEL: 1-269-387-5866 / FAX: 1-269-387-5899
oiss-info@wmich.edu
http://international.wmich.edu/
資料が届き入学が認められると、入学許可証（Admission）、どの教科が WMU の単位として評
価されたかを知らせる書類（編入の場合）
、学生ビザの取得に必要な I-20 が上記のオフィスより
送られてくる。
大学院への入学手続きの場合、上記の他に、各プログラムから指定された必要書類(エッセイ
や推薦状など)も一緒に留学生オフィスに送付する。留学生オフィスで一度審査された後、各プ
ログラムにて合否が決められる。一度、留学生オフィスを通すため、各プログラムの締め切り日
より約２週間早く留学生オフィスに願書が届くようにしたほうが良い。
◆TOEFL と入学許可について◆
z 80 点以上（TOEFL IBT）
最初の学期から専攻のクラスが履修できる。
z 61～80 点（TOEFLIBT）
学部に編入後、外国人留学生のための英語の授業を取らなければならない。１学期に 12 単位
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以上履修するのが留学生の必須だが、最初の学期はこのクラスで５単位取られてしまうため、
専攻のクラスが２つしか取れなくなる。ただし夏Ⅱ学期にはこのクラスはない。
◆編入について◆ 大学在学生または卒業生は、大学で取得した単位が編入の際に相当数認めら
れる。短大からの編入だと一般教養については２クラスを取るとおおよそ取得済みとなる。体育
については実技と理論が１クラスの中にある場合、単位数としては２単位だが、評価されるのは
実技の分１単位のみとなる。
◆住居の手続き◆ 入学許可証が届いたら、キャンパス内に住みたい人は Faunce Students Service
宛に資料の請求をする。
〈入寮〉http://www.wmich.edu/housing/contract/sign-up.html
希望の寮を記入した申込用紙に$100 を添えて返送すると、寮の部屋を確定しその結果が送ら
れてくる。オンラインでも申し込みが可能。春・夏学期は１つまたは２つの寮しか開いていな
いので殆ど選択の余地はないが、かわりに二人部屋料金で一人部屋が使えることが多い。ミー
ルプランを取らず自炊での寮生活を希望する場合は、 Henry Hall と Harison/Stinson Hall のみに
なっている。
〈キャンパス・アパートメント〉 http://www.wmich.edu/apartment/app.html
希望のアパートメントを記入した申込用紙を送ると、アパートメントの部屋を確定してその結
果が送られてくる。
図書館等に近い Elmwood は家賃が一番高いがエアコンが装備されている。
7 月末までに渡米できると、空き部屋が多いため自分の条件に合った部屋を選べる確率が高い。
オンラインでも申し込み可能。Graduate Assistant や Post-Doctoral Intern は優先される。入居日
の 30 日前ごろに結果がわかる。
◆CELCIS への入学手続き◆
〈願書〉 http://international.wmich.edu/content/view/2001/1402/願書のフォームはここから印刷
できる。申請料$200(うち$100 は入学後授業料への支払にあてられる)は、外国為替取扱銀行
で作成してもらう送金小切手、または郵便局で作成してもらう外国郵便為替等を使う。クレ
ジットカードでも支払う事もできる。
〈Statement of Finance〉 補足資料（必須）として銀行等の残高証明書を英語で発行してもらう。
名義は家族で構わない。少なくとも願書に記載してある金額以上の額であること（2010-2011
年で$10,000）
。
〈Academic Transcript〉
日本の学校事務室にて、英語で書かれた成績証明書（高校卒業後入学する場合は高校の、大学
より編入する場合は大学のもの）。
上記の書類とパスポートのコピーを取り揃え、次ページの住所に書留で送付する。折り返し、入
学許可証、I-20 が送られてくる。なお、CELCIS 学生の住所の申し込みは、Kalamazoo へ来てか
らのみとなっており、前もって申し込むことは出来ない。
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送付先
Center for English Language and Culture for International Students Students (CELCIS)
Haenicke Institute for Global Education
Western Michigan University
0530 Ellsworth Hall
Kalamazoo Michigan 49008-5223 U.S.A
Tel: 269-387-4800 / Fax: 269-387-4806
kimberly.k.cho@wmich.edu
http://www.wmich.edu/celcis
◆引っ越し荷物◆ 引っ越し荷物は、あまり多くない場合郵便局の SAL 便が早くて安い。荷物の
内容明記の際、Used Clothes のように一度使用したものとして扱うと、アメリカへの入国の際税
金がかからない。
〈持ってくると便利な物〉たいていの物は手に入るが、選択の幅が少なかったり少し割高だっ
たりする。到着後すぐ買出しに行けるわけではないので、シャンプー歯磨きなど、一通りの生
活必需品は準備しておくと良い。下記に主な物を示すと、
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

電子辞書
日本語の専門書（自分の専攻に関係する本、または日本で使った教科書など）
ノートパソコン
薬（風邪薬、目薬、体温計など）
基礎化粧品、洗顔 (肌の弱い人は特に)
お気に入りの音楽（気分が滅入ったときに不可欠）
耳かき（アメリカには綿棒しかない。
）
国際運転免許証（アメリカでも免許は取れるが取得まで１ヶ月はかかる）
お土産(ちょっとしたお礼に)
インスタント証明写真（CELCIS の学生証、TOEFL 申し込み等に使う。）

〈持って来る必要の無いもの〉
z 余分な服（服は必要最小限で。必要に応じてショッピングモール等で買える。ただし小柄
な人の場合は特にズボン類は日本から持参したほうが良い。）
z 炊飯器、ドライヤー（大型スーパー等で安く手に入る）
z 変圧器（日本の PC やデジカメはそのままプラグに挿して充電できる。
）
◆オリエンテーション◆ WMU 留学生向けに Office of International Admissions and Services が
秋・春・夏Ⅰ学期が始まる前に３日～１週間行い、留学生は出席必須。このオリエンテーション
では、クラスの履修登録、ビザ、健康保険、WMU 学生証明書、E-MAIL 登録の他、買い物や日
帰り旅行に連れて行ってくれるなどし、Kalamazoo での生活の手助けもしてくれる。詳細は
http://international.wmich.edu/content/section/9/178/を参照。
◆健康保険◆ 留学生は原則 WMU 提供の保険に加入する必要がある。年間$1,589。ただし日本で
あらかじめ健康保険に加入している場合は保険要綱の英訳を持参し、WMU 保険に準ずる内容の
ものであることを Health Center で証明すれば WMU 保険に加入する必要はない。
詳細は http://www.wmich.edu/shc/insurance/student.htm 参照。
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◆トラベル情報◆
<飛行機の予約> 地図でみると近いように誤解するが、シカゴ空港からもデトロイト空港から
も Kalamazoo までは車で３時間程度かかる。従ってカラマズー空港 Kalamazoo/Battle Creek
International Airport (AZO)まで来るのが最も便利。
<Kalamazoo International Airport からのアクセス>
オリエンテーション中は、空港からのピックアップサービスがある。タクシーでもキャンパス
まで来ることができる。15-20 分（約$20）。
<Kalamazoo AMTRAK Station からのアクセス> http://www.amtrak.com/
シカゴから AMTRAK（電車）を利用した場合、Kalamazoo に着く少し前、左手に WMU のキ
ャンパスを眺めることができる。駅からはタクシーでキャンパスまで$10 前後（チップ込み）、
約 10 分でキャンパスに到着する。

英語力の向上と専門性を求めて
山中
専攻

葵 (Yamanaka Aoi)

カウンセラー教育

高校卒→香川大学→WMU 大学院

日本の大学に入学する前から、アメリカの大学院に留学する事を目標にしていました。ウェスタンミシガン大
学に決めた理由は、CACREP という機関から認定されているカウンセリングのプログラムで、カウンセラーの資
格をとる事が出来る機会があること、そしてミシガン州内の大学の中では、最も CACREP に認定されている歴
史が長いことです。
最初の２年間はホストファミリーと生活していたため、日常生活に困る事はあまりありませんでした。キャン
パス外で多くの人と知り合えた事、またキャンプやスノーボードなど楽しいことを多く経験出来た事から、比較
的アメリカでの生活に順応したのは早かったと思います。
その反面 授業で困る事は多々ありました。教授だけでなく、クラスメートや友達をはじめ多くの人々に助け
られながら数年を過ごしました。カウンセリングでは、特に人と関わる事が多く、言葉の壁を常に感じています。
クラスの課題をただこなすだけでなく、本当の意味での英語力をのばす努力を常にすることが大切で、ただ生活
していただけではだめだという事を痛感しています。私は、このことに気づいたのが遅かったので、もう少し早
くに気づいていればと思いますが、言語療法に通うなど、様々な方法で英語力をさらにのばしていきたいと思い
ます。
この他にも、アメリカでは、ボランティアやインターンシップの経験が重視されます。アメリカに留学する事
だけが目的だけでなく、留学をして何を得たいかを目標に、積極的に活動する事がお勧めです。そうする事で、
その場その場の適切な表現やアメリカ文化について学ぶ事が出来るだけでなく、専門分野においてネットワーク
を築くこともできます。
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◆費用一覧表◆
概算。
WMU 学費

学費、寮費、寮のミールプランの金額は毎年変わる。金額は 2009-10 年度での

秋・春学期（８ヶ月）
１・２年
$19,552 (24-32 単位)
３・４年
$21,684 (24-32 単位)
大学院
$10,986 (12 単位)
CELCIS 学費 秋・春学期 $9,865／学期 夏Ⅰ学期$5,020／学期 夏Ⅱ学期 $5,101/学期
教科書
４クラス分 約$400／学期
10 Meal Plan
15 Meal Plan
Gold/20 Meal Plan
寮費（食事付） 寮の Meal Plan
$3,716／学期
$3,947.50／学期
$4,047.50／学期
秋・冬学期
$1,712／学期
$1,818／学期
春・夏学期
完全に自炊したとしたら（外食なし） 約$150/月
一回外食すると
コーヒー
マクドナルド
ビール(24 本)
約$10～
$1～
$3～
$15～
秋・春学期 $2,088／学期
夏Ⅰ・Ⅱ学期 $962／学期

寮費（食事なし）
Harrison/StinsonHn
ery のみ
アパート
オン・キャンパス （家賃は水道代、光熱費、駐車場代を含む）
1 LDK (家具なし) $586～$614／月
1 LDK (家具つき) $617～$626／月
2 LDK （家具なし） $647～$777／月
2 LDK （家具つき） $730～$859／月

オフ・キャンパス 家賃は水道代、光熱費、駐車場代を含まない）
1 LDK （家具なし） $400／月から
2 LDK （家具なし） $600／月から
ワンルーム
$380／月から
ハウス（4LDK）
１人当たり$200／月から
娯楽費
ダンスクラブ入場料 ゴルフ(18 ホール)
映画
WMU ｽﾎﾟｰﾂ観戦
約$5
$9〜32
$5.25～
無料
自動車
$2,500～$7,500 (中古車） 自動車保険は年齢、車種によって違う
美容院
カット 約$15～40
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◆日本国内での WMU 関係の会◆ 国内には Kalamazoo 会やＷＭＵのＯＢ会がある。
１．Kalamazoo 会: ＷＭＵ卒業生、留学生、その他カラマズーに関わるすべての人の会
会長
大嶋 英二 氏 （Mr．Eiji OSHIMA)
電話 03-3481-8805
E-mail:eyoshima@hotmail.com
事務局
藤島 俊一 氏 （Mr．Shunichi FUJISHIMA)
E-mail:shunichi.fujishima@gmail.com
２．WMU-KEIO 会: 慶応大学留学生の会
会長
大嶋 英二 氏 （Mr．Eiji OSHIMA)
電話 03-3481-8805
E-mail:eyoshima@hotmail.com
事務局
藤島 俊一 氏 （Mr．Shunichi FUJISHIMA)
E-mail:shunichi.fujishima@gmail.com
３．WMU-RIKKYO 会: 立教大学および立教女学院留学生の会
事務局（立教大学）
龍 慶昭 氏 （Prof．Yoshiaki RYU）
電話 049-271-8006
E-mail:bigliuryu@hotmail.com
事務局（立教女学院)
石原 陽子 氏 (Ms. Yoko ISHIHARA)
電話 025-276-8756
４．WMU-Shimane 会: 島根大学留学生の会
会長
小滝 信夫 氏 （Dr．Nobuo KOTAKI)
電話 0852-22-1496
事務局
久保田 和代 氏 （Ms．Kazuyo KUBOTA)
電話 0852-26-5800

◆Michitoshi Soga Japan Center◆
2006 年に WMU に曽我ジャパンセンターが設立された。当センターは日本に関心を持つ学生の
サポートや WMU における日本研究を推進するとともに、様々な日本プログラムを開催する等、
地域の人々の日本理解の促進に力を入れている。www.wmich.edu/sogajapancenter
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