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1. Preparation Before Departure/出発前準備  
1.1. Airport 
There are two airports in Houston.  When flying domestically you can fly into George Bush 
Intercontinental (IAH) or William P. Hobby Airport (HOU).  Both are located about 30 
minutes drive from Rice University (Rice).  You can arrive into either airport but if you are 
taking a direct flight from Japan to Houston you will always arrive into George Bush 
Intercontinental Airport (IAH) as this is Houston’s international airport. William P. Hobby 
Airport (HOU) currently offers only domestic flights. 
 
Be sure to let people know which airport you are arriving into and send the detailed flight 
itinerary to Rice prior to arrival. This will ensure that the person who is picking you up goes 
to the correct airport and terminal to meet you.  
 
1.1. 空港 
 Houston には、George Bush Intercontinental Airport（以下「IAH」という。）

と William P. Hobby Airport（以下「HOU」という。）があり、両方とも Rice 

University（以下「Rice」という。）から車で約 30 分のところにあります。日本か

らの直行便で Houston に渡米する場合、国際空港の IAH に到着します。HOU は、現

在国内便のみ離発着しています。 
 
1.2. Money & Credit Card 
You can exchange your Japanese yen to U.S dollars at the bank, the post office or the airport 
in Japan. You can also exchange your currency at Terminal E at IAH. However, your arrival 
terminal depends on your flights, so exchanging your currency in Japan before your flight for 
the U.S is suggested. Terminal E is the only arrival terminal where you can exchange money 
at IAH. If you transit through another U.S. airport before arriving in Houston you may be able 
to exchange money during your layover.  
 
Before you settle down in your house in Houston, you will need to pay the deposit and the 
first month’s rent, so please prepare some money for your landlord. Sometimes, depending on 
the landlord, you need to pay the deposit before coming to Houston. If you need the receipt, 
please ask the landlord directly. 
 
The U.S is a credit card society, so people in the U.S usually carry only $50 to $100 cash. 
You can use your credit card at most stores, but please confirm that your Japanese credit card 
is honored in the U.S. Café or small stores sometimes do not take $50 bills, so it more 
convenient to have some $20 bills. 
 
Some Japanese debit or bank cards do not work to withdraw money in U.S. dollars from a 
U.S. ATM. Please call your bank prior to departure. Some Japanese students have arrived and 
not been able to withdraw money from the Japanese account that can be very difficult.  
 
1.2.  お金・クレジットカード 
 日本の銀行、郵便局及び空港で日本円から米ドルに両替することができます。

Houston の IAH のターミナル E で両替することも可能ですが、航空会社によって、

到着するターミナルが異なりますので、日本で両替することをお勧めします。到着

後は、IAH のターミナル E でしか両替が出来ません。米国内で乗り継ぎをする場合

は、乗り継ぎ便の待機時間に両替することも可能です。 
 Houston到着後、滞在先によって異なりますが、最初の月の家賃と敷金（デポジッ

ト）を払う必要がありますので、その金額分を現金で用意しておきましょう。大家

さんによっては、渡米前に敷金の支払いを求められる場合がありますので、その場
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合は、渡米前に敷金を支払ってください。家賃等支払の領収書が必要な場合は、大

家さん又は管理人に直接依頼してください。 
 クレジットカードについて、米国はカード社会であり、50米ドルから 100 米ドル

前後の現金しか持ち歩いていない方が多いです。米国国内のお店では、大抵クレジ

ットカードを利用することができますが、日本のクレジットカードを利用する場合

は、渡米前にクレジットカード会社に問い合わせ、海外での利用方法及び手数料に

ついて確認しておきましょう。カフェや小さなお店などでは、50 米ドル以上のお札

を受け取らない場合もありますので、両替する際に 20 米ドル以下のお札で受け取る

と便利です。また、日本のクレジットカードを使って、米国の ATM でお金の引き出

しを考えている場合は、渡米前に銀行又は、クレジットカード会社に確認してくだ

さい。以前に、日本人学生がクレジットカードでお金を引き出すことが出来ません

でしたので、必ず銀行等に確認してください。 
 
1.3. Health Insurance 
Health insurance is required for J-1 visa holders while they stay in the U.S. 
 
If you purchase a health insurance in Japan, please go to the following link to check whether 
your health insurance covers the minimum medical conditions. (See: 
http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228) Although your health insurance covers the 
minimum medical conditions, you need to have medical evacuation and repatriation. If your 
health insurance does not cover medical evacuation and repatriation, please purchase extra 
insurance at http://www.betins.com/ 
 
Please bring your proof of purchase for your Japanese health insurance policy to Office of 
International Students and Scholars (OISS) at Rice. You will need to show proof of insurance 
on the day you arrive at Rice during your check-in appointment time at OISS.  
 
If you do not purchase a health insurance policy in Japan before coming to Rice, please 
purchase Rice Alternate Insurance Plan through OISS within five days of your arrival in the 
U.S. See Alternate Insurance Plan link at http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228  
 
1.3. 海外旅行保険 
 J-1 ビザ（訪問交流者ビザ）で渡米する学生は、米国滞在期間中の病気及び事故用

の保険（米国では、Health Insurance と呼ばれています。）が法律で義務付けられて

います。 
 日本で海外旅行保険を購入する際は、以下のリンクにて最低条件を満たしている

か確認してください。（参照 http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228） 
海外旅行保険の保険額を満たしていても、医療移送（Medical evacuation）及び本国

送還（Repatriation）が補償内容に含まれていない場合は、別途海外保険を購入する

必要があります。（参照：http://www.betins.com/） 
渡米前に海外旅行保険を購入した場合は、Riceの Office of International Students and 
Scholars（以下「OISS」という。）で諸手続きをする際に、海外保険証のコピーと英

語で記載の補償範囲記載書類を見せる必要がありますので、持参してください。日

本で海外保険を購入しない場合は、米国到着後 5日間以内に、必ず、OISS にて Rice 
Alternate Insurance Plan を購入してください。詳細は、以下のリンクを参照してくだ

さい。（参照：http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228) 
 
  

http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228
http://www.betins.com/
http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228
http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228
http://www.betins.com/
http://oiss.rice.edu/gateway.aspx?id=228


 6 

1.4. International Driver’s License 
You can obtain an international driver’s license in Japan, which is valid for one year after the 
issued date, if you have a Japanese driver’s license. If you plan to rent a car in the U.S, 
obtaining an international license is suggested. After paying a process fee to obtain your 
international driver’s license, you can usually receive it within one week, but depending on 
prefecture where you get your Japanese driver’s license, it might take a few weeks to issue 
the international license, so please allow enough time to issue it before leaving Japan. 
 
You can rent a car through Rice Zip-Car Service for cheaper prices compared with some 
other rental car companies. See http://www.zipcar.com/rice/. If you use your international 
driver’s license for the registration, you will need to have a driving history report from Japan.  
 

1.4. 国際運転免許証 
 日本の運転免許を持っていれば、手続きのみで国際運転免許証（以下、国際免許

証という）を発行してもらえます（要手数料）。発行から 1年間有効です。米国で

レンタカーを借りる場合にも使えますので、念のため持って行くと便利です。出発

１週間前までに手続きすれば十分ですが、都道府県によっては発行までに数週間要

する場合がありますので、十分に余裕を持って手続きしましょう。 
 Rice Zip-Car Service（http://www.zipcar.com/rice/）を利用すると、格安で車をレン

タルすることができますが、Zip-Car Service に登録する際に国際免許証の場合は、運

転記録証明書が必要になりますので、車のレンタルを考えている方は、国際免許申

請の際に運転記録書を併せて申請しておくといいでしょう。 
 

2. Arrival/米国到着後 
2.1. Immigration  & Customs 
2.1.1. Immigration 
You will clear immigration and customs at the first airport where you arrive.  
 
If you have a domestic connecting flight in the U.S, you might need to re-check your luggage 
with the airline that you are flying into Houston. Please ask for help at the airport or the 
airline counter if you are unsure what to do. 
------------------------------- 

Immigration process (This is an example, so you might have a different process from the 

followings.) 

1. Follow the sign “Immigration” after you get off the airplane. 

2. Stand in the line of “Non-citizen” at “Immigration” 

3. Show your passport, filled-out I-94 form and DS-2019 when it is your turn. It is likely 

they ask your purpose of the stay and staying period in the U.S, and then fingerprint 

both hands and take your picture. 

You must bring your passport, DS-2019 and any other visa/immigration documents 

with you when you entering the U.S. Please put them in your carry-on bag. DO 

NOT put them in your checked luggage.  

4. You will get your I-94 form stapled to your passport if there is no problem. 

5. Follow the sign “Baggage Claim” to get your checked luggage. Check the board to 

see your carousel number and get your luggage, and then go to customs. 

http://www.zipcar.com/rice/
http://www.zipcar.com/rice/
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6. At customs, give your filled-out customs form to an officer. If you have something to 

declare or the officer needs to inspect your bags, wait until your bags are clear. 

7. Follow the sign “Exit.” 

8. Re-Check your bags at the appropriate airline baggage counter if you are not 

already in Houston.   

 
2.1.  入国審査及び税関検査 
2.1.1.  入国審査 
 米国内で飛行機の乗り継ぎがある場合も、最初に米国に入国した都市で入国審査

と税関検査を通過する必要があります。 
 米国内で飛行機を乗り継ぎする際に、再度、スーツケース等の貨物へ預ける荷    

物を航空会社カウンターにてチェックインする場合があります。貨物へ預ける荷物

に関して、分からない場合は、航空会社の地上スタッフに質問してください。 
------------------------------- 

入国審査の流れ（例：あくまでも例であり以下と異なる場合もある。） 

1. 飛行機が到着したら、「Immigration」（入国審査場）の表示に従って進む。 

2. 「Immigration」に着いたら、「Non-citizen」（非居住者）の列に並ぶ 

3. 順番がまわってきたら、パスポート、記入済みの I-94、DS-2019 をカウンタ

ーの入国審査官へ渡す。この際に、渡航目的、滞在期間等について質問され、

両手の指紋及び顔写真を取られる。 

パスポート、 DS-2019 及びその他ビザに関する書類を必ず携帯し、入国審査

の際、すぐに取り出せるところに入れて置いてください。決して、スーツケ

ースの中には入れないでください。 

4. 問題がなければ、I-94 の出国カード部分をパスポートにホッチキスでとめら

れ返される。 

5. 荷物受け取り場向かう。荷物受取のターンテーブルは、到着便ごとに別れて

いるので、掲示板で確認する。荷物を受け取ったら、記入済みの税関申告書

をもって、税関検査へ向かう。 

6. 税関検査場にて、税関検査官へ税関申告書を渡す。何か申告がある場合、あ

るいは、検査官が必要と認めた場合は、荷物を開けて検査を受ける。 

7. 税関を抜け、出口に向かう。出口を出ると、出迎えエリアにでる。 

8. 国内乗り継ぎがある場合は、再度、航空会社のカウンターにて荷物をチャッ

クインする。 
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2.1.2. I-94 Form/アメリカ出入国カード（I-94） 
Please refer to the example to fill out your I-94 form.  
以下の記入例を参考（http://tabikko.com/world/amerika.html）にしてください。 
 

 

 

 

①姓    ②名 

③生年月日（日/月/西暦年） 

④国籍 

⑤性別【男性：ＭＡＬＥ 女性：Ｆ

ＥＭＡＬＥ】 

⑥旅券発行年月日（日/月/西暦

年） 

⑦旅券有効期限満了日（日/月/西

暦年） 

⑧旅券番号   ⑨航空会社名お

よび便名 

⑩居住国     ⑪搭乗地(国) 

⑫査証発行地【査証をお持ちの方

のみ】 

⑬査証発行日【査証をお持ちの方

のみ】 

⑭米国に滞在中の住所（番地・通

り）【またはホテル名】 

⑮米国に滞在中の住所（市、州） 

⑯滞在先となる米国内の電話番号 

⑰Ｅメールアドレス 

 

①姓    ②名 

③生年月日（日/月/西暦年） 

④国籍 

 
 

http://tabikko.com/world/amerika.html
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2.1.3. Customs Form/アメリカ税関申告書 
Please refer to the example to fill out your customs form. 
以下の記入例を参考（http://tabikko.com/world/amerika.html）にしてください。 

 

 

 
①姓    ②名     ③ミドルネーム 

④生年月日（日-月-年【西暦 下２桁】） 

⑤旅行を共にしている家族の数 

⑥米国における滞在地（ホテル名/到着地） 

⑦市    ⑧州     ⑨旅券発行国 

⑩旅券番号      ⑪居住国 

⑫今回、米国到着以前に旅行した国 

⑬航空会社/フライト番号または船名 

⑭下記の質問項目に (はい/いいえ) でお答

え下さい 

10.今回の旅行の主な理由はビジネスである 

11.下記の物品を持ち込んでいる 

   (ａ)果物、植物、食物、虫など 

   (ｂ)肉、動物、動物/野生動物に関わる

製品 

   (ｃ)病原体、細胞培養、カタツムリ 

   (ｄ)土を持ち込んでいる、農場/飼育場

/牧場に滞在 

12.家畜に近い場所に滞在したことがある 

13.１万 USドル以上もしくは同等額以上の外

貨金額を通貨または通貨代替物で持ち込んで

いる 

14.商業用商品を持っている 

⑮米国居住者－海外で購入もしくは得た、そ

して米国に持ち 

  込んでいる商業用商品を含む物品全ての

価値金額： 

⑯訪問者－商業用商品を含む、米国内に残す

予定の物品 

  全ての価値金額： 

⑰自筆で旅券と同一署名 ⑱日付【日/月/西

暦年】 
 

 
Review the U.S Customs and Border Protection website for International Travelers prior to 
departure. See：http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/ 
 

渡米前に、米国税関•国境警備局のホームページで、持ち込み可能な物と量及びサイ

ズ/大きさについて、確認してください。 
（参照：http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/） 
 

  

http://tabikko.com/world/amerika.html
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/
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2.2. Pick-up at the Airport 
A Kono group member or someone from the research host group at Rice will pick up most 
students at the airport. If your flight is delayed, please be sure to email and/or call the person 
who is picking you up, so they know your new arrival time. In some cases, you may be asked 
to take the Super Shuttle or a taxi from the airport to your housing.  
 
2.2.1. Shuttle Bus and Taxi 
If no one is picking you up, please proceed to the Super Shuttle counter in baggage claim to 
book a shuttle ride to your home or take a taxi. You can book a shuttle ride online prior to 
your arrival to Houston to save time at the airport. You can pay your shuttle ride by cash or 
credit card. It costs about $30 including tips with shared ride. You can make your reservation 
online prior to arrival or ask at the Super Shuttle counter when you arrive in Houston.  See 
http://www.supershuttle.com/ to reserve online and use the discount code “Owls1” for the 
Rice University discount rate. 
If you have made a reservation online and your flight is delayed that is okay.  Simply proceed 
to the Super Shuttle counter when you do arrive, give them your confirmation number, and 
they will schedule you on the next available shuttle.  
You can take a shuttle ride from your home in Houston to the airport to fly back to Japan as 
well. See at http://www.supershuttle.com/ to reserve online with the Rice discount code.  
 
It costs about $65 from IAH to Rice by taxi. There is a taxi stand outside of the baggage hall 
at both airports.  
 
2.2.  出迎え等 
 通常、河野教授の研究室の方又は、都合のつく方が空港まで迎えにいきますので、 
飛行機が遅延した場合は、空港にて出迎えの方にメールか電話にしてください。な

お、飛行機の到着時刻等の関係で、シャトルバス又はタクシーで、滞在先まで行っ

てもらうこともあります。  
2.2.1. シャトルバス及びタクシー 
 誰も空港出迎えの都合がつかない場合は、シャトルバスかタクシーを利用してく

ださい。Houstonには、SuperShuttle があり、空港から滞在先までシャトルサービス

を利用できます。事前にネット（http://www.supershuttle.com/）で予約する場合は、

ディスカウントコードに「Owls1」を入れて予約手続きをしましょう。SuperShuttle
のカウンターは、荷物受取場近くにあり、当日予約も可能ですが、多少待機時間が

長くなることもありますので、事前にネットで予約することをお勧めします。支払

いは、クレジットカードと現金の両方で出来ます。乗り合いシャトルでチップ込み

の 30 米ドル前後です。 
 事前に SuperShuttleを予約し飛行機が遅延した場合は、SuperShuttleのカウンター

へ行き、予約番号を伝えれば、次の乗車可能なシャトルバスに乗る事ができますの

で、心配する必要はありません。 
  日本へ帰国する際も、事前にネット（http://www.supershuttle.com/）で予約し、

SuperShuttle のサービスを利用できます。予約の際は、ディスカウントコードに

「Owls1」を忘れずに入力しましょう。 
 
 タクシーを利用する場合は、IAH から Rice まで 65 米ドル前後かかります。両空

港の預け入れ荷物を受取場の外にタクシー乗り場があります。  
 
  

http://www.supershuttle.com/
http://www.supershuttle.com/
http://www.supershuttle.com/
http://www.supershuttle.com/
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3. Rice  
3.1. The First Day at Rice 
Below is a sample agenda for your first day at Rice. The following agenda might change due 
to the schedule of Prof. Kono, your research host professor or mentors. 

Time Activities 
 9:00am Pick up at housing 

 9:15 - 9:45am Explain guidelines for Dr. Kono group 
10:00 - 11:00am Check in at OISS（passport,I-94,DS-2019 and health insurance 

proof are required.) 

11:00 - 12:00pm Check in and register NetID at Human Resources (HR) and obtain 
Rice ID card at Rice University Police Department (RUPD) 

12:00 - 1:00pm Lunch 
 1:00 - 3:00pm Meet with your research host professor and mentor 
 3:00 - 4:00pm  Go on trip to Target/grocery store to get a pre-paid U.S. cell phone, 

groceries, and other items you may need. 
 

 
3.1.  Rice の初日 
 Rice 初日の流れの例は、以下のとおりです。河野教授及び研究を共に行う大学院

生等の都合により多少変動する場合もあります。 
時間 内容等 

 9:00am 
滞在先まで出迎え 

 9:15 - 9:45am 河野グループ等について簡単な説明 
10:00 - 11:00am OISS にて諸手続き（手続きにパスポート、I-94、DS-2019、

海外旅行保険証書）が必要ですので、必ず持参してくださ

い。） 
11:00 - 12:00pm Human Resources（以下「HR」という。）と Rice University 

Police Department（以下「RUPD」という。）にて手続きし、

NetID 登録と Rice の ID カードを取得。 
12:00 - 1:00pm 昼食 
 1:00 - 3:00pm 研究指導教授及びアドバイザーと打ち合わせ 
 3:00 - 4:00pm      大型スーパーマーケットにて携帯、食料及び日用品を購入 
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3.2. Commute 
3.2.1. Bikes 
The Kono Group has bikes available for rental, but you need to pay the Kono group a deposit 
of $50 for a rental bike and submit a promissory note with your signature. If you return the 
bike in good condition when you leave your $50 deposit will be returned. 
 
You can repair your bike at a bike shop on campus. We recommend contacting the Rice 
University Bike Shop, which is run by Rice students, to arrange a service appointment by 
emailing (Fernando Ramirez (fr5@rice.edu) or Michael Fuad (Lw17@rice.edu)) beforehand.  
 
If you would like to purchase a cheap, used bike, access OISS Market List-serve. If you sign 
up OISS Market online, you will receive the information of cheap, used items even bicycles. 
Sign up：https://mailman.rice.edu/mailman/listinfo/oiss-market 
 
3.2.2. Shuttle Bus 
Free Rice University shuttle is available for transportation in and around campus. The shuttle 
leaves approximately every 15 minutes from the Rice Graduate Apartments and Rice Village 
Apartments. For further information, see: http://park-trans.rice.edu/campus.cfm. 
 
3.2.3. Public Transportation 
Houston has a metro system: Metro Rail and Metro. It costs $1.25 per ride. You can purchase 
a Metro card at Downtown Transit Center or designated grocery stores. You can see the 
schedules and routes at Houston Metro website. (See：
http://www.ridemetro.org/SchedulesMaps/BusSched.aspx) 
Sometimes, buses do not come on time, so please be sure to have plenty of time to travel. 
 
3.2.  通学手段 
3.2.1. 自転車 
 希望者に対して河野グループから自転車を無料で貸し出しています。ただし、保

証金として、50 米ドルの支払いと別添誓約書の署名が必要です。自転車に故障がな

く、良い状態で返却した場合は、保証金の 50 米ドルを返金します。自転車の修理が

必要な場合は、学内の自転車屋を利用することができます。学生が運営しています

ので、事前にメール(Fernando Ramirez (fr5@rice.edu) or Michael Fuad (Lw17@rice.edu)) 
で連絡してから自転車屋に行く事をお勧めします。自転車通学する場合は、RUPD
の HP（http://www.rice.edu/bikesatrice/）から必ず自転車登録をしてください。河野グ

ループから自転車を借りる場合は、すでに RUPD へ登録済ですので、再度登録する

必要はありません。 
 格安品や中古自転車等を購入希望の場合は、OISS Market へ登録しておくと、様々

な中古品情報等が得られます。登録は以下のリンクからできます。登録リンク先：
https://mailman.rice.edu/mailman/listinfo/oiss-market 
 
3.2.2. 無料シャトルバス 
 大学には、無料シャトルがあり、大学内及び大学周辺を運行しています。約 15 分

間隔で Rice Graduate Apartment と Rice Village Apartment 行きのシャトルバスも運行し

ています。 シャトルバス経路／運行時間については、以下のリンクを参照してくだ

さい。http://park-trans.rice.edu/campus.cfm 
 
3.2.3. 公共交通機関 
 Houstonには、Metro Rail と Metro bus が運行しています。１回の乗車料は、１米ド

ル 25 セントです。Metroカードは、Downtown Transit Center 又は指定のスーパーで

購入することができ、カードで Metro を利用すると多少の割引があります。 

mailto:fr5@rice.edu
mailto:Lw17@rice.edu
https://mailman.rice.edu/mailman/listinfo/oiss-market
http://park-trans.rice.edu/campus.cfm
http://www.ridemetro.org/SchedulesMaps/BusSched.aspx
mailto:fr5@rice.edu
http://www.rice.edu/bikesatrice/
http://park-trans.rice.edu/campus.cfm
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Metro Rail と Metro bus の時刻表及び運行経路については、以下のリンク先を参照し

てください。（参照：http://www.ridemetro.org/SchedulesMaps/BusSched.aspx） 
時間通りにバスが来ないこともありますので、時間に余裕を持って計画を立てまし

ょう。 
 
3.3. Campus facilities 
3.3.1. Campus Cafeteria 
Dining options at Rice. See http://dining.rice.edu/ for an overview of dining options at Rice 
and http://tinyurl.com/RiceDiningMap for a Google Map of dining locations in and around 
campus.  Only degree-seeking undergraduate or graduate students are able to purchase a meal 
plan to eat in the residential college cafeterias. Food options for visiting researchers are only 
available as described at the above website and below.  

• Valhalla 
A set of a sandwich, a bag of chips and a can of soda for from $5   

• Brochstein Pavillion: http://dining.rice.edu/RetailContent.aspx?id=138  
Coffee, muffin, croissant, sandwiches and salad  

• Rice Memorial Center （student center) 
o Droubi’s: http://dining.rice.edu/droubis.aspx 

Mediterranean and American grilled lunch and dinner  
o O’Yeah Café, a Chinese restaurant  

The menu varies by day. Payment is only by cash. 
o RechargeU, a convenience store  

Snacks and drinks  
o Willy’s Pub at basement of student center 

Pizza and sandwiches for lunch 
o Student Coffeehouse run by Rice students 

           Coffee, bagel and muffin and additional menu items 
• Mobile Dining/Food Trucks: http://dining.rice.edu/mobiledining/ 

From 5:30 – 8:00 PM, outside of Brockman Hall (Bldg. 10) there are food truck 
options on Monday – Friday Night. Food trucks are available for lunch outside of 
the Bioscience Research Collaboration Building (Bldg. 8) from 11:30 – 1:30 
Monday through Friday. Food truck options vary by day.  

 
3.3.2. Fondren Library 
You can go in with Rice ID card, but visiting scholars are not able to borrow any books. 
Please check the open hours with the following link. 
（See：http://library.rice.edu/about/hours） 
 
3.3.3. Graduate Student Loan Closet at RGA  
Membership is $25 and you can borrow furniture while you are at Rice. You can go there by 
Graduate Apartment shuttle bus. Please check the available time with the following link.
（See: http://gradloancloset.blogs.rice.edu/) 
 
3.3.4. Barbara and David Gibbs Recreation and Wellness Center 
If you would like to join the gym, please let Sarah know and she will send a request to their 
membership office. They will then let you know what the applicable cost will be. You must 
pay your membership fee directly to the Rice gym. (The gym website: 
http://recreation.rice.edu/) 
 
3.3.5. Internet Access 
Free wireless Rice Visitor and Rice Owls access on campus. You can access Rice Visitor 
WiFi without typing any ID numbers or passwords. You will need to set up a NetID during 
your first week at Rice to get access to Rice Owls network. 
 

http://www.ridemetro.org/SchedulesMaps/BusSched.aspx
http://dining.rice.edu/
http://tinyurl.com/RiceDiningMap
http://dining.rice.edu/RetailContent.aspx?id=138
http://library.rice.edu/about/hours
http://gradloancloset.blogs.rice.edu/
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3.3.  学内施設 
3.3.1.学内のカフェテリア等 
 学内での食事の選択肢は以下のとおりです。（参照：See http://dining.rice.edu/ ）学

内周辺の食事処については、次のリンクを参照してください。（参照：

http://tinyurl.com/Rice）学内にある Residential college cafeterias は、正規生しか利用で

きませんので、Visiting Scholar の食事の選択肢は、上記記載のウェッブサイトと以

下のリストを参考にしてください。  
 

• Valhalla 
サンドイッチ、スナックと飲み物のセットが 5 米ドルで購入できます。  

• Brochstein Pavillion：http://dining.rice.edu/RetailContent.aspx?id=138 
コーヒー、パン（マフィン•クロワッサン等）、サンドイッチ、サラダが購

入出来ます。  
• Rice Memorial Center （学生センター) 
♦ Droubi’s: http://dining.rice.edu/droubis.aspx 

地中海料理とアメリカングリル焼きのお店で、自分で好きな物が選べます。  
♦ 川之味 

中華料理のお店で、曜日毎にメニューが変わり格安で中華料理が食べられ

ます。現金のみでの支払いになりますので、気をつけましょう。 
♦ RechargeU 売店 

スナック、飲み物等の軽食が購入できます。  
♦ Willy飲み物等の軽（学生センターの地下） 

ピザ、サンドイッチ（昼食） 
♦ Student Coffeehouse （学生経営コーヒー屋） 

 コーヒー、ベーグル、パン等 
• 移動式フードトラック： http://dining.rice.edu/mobiledining/ 

Brockman Hall (Bldg. 10)の建物の外に月曜日から金曜日の午後 5 時半から午

後 8 時まで、フードトラックにて夕ご飯を購入できます。Bioscience 
Research Collaboration Building (Bldg. 8) の建物の外に月曜日から金曜日の午

前 11 時半から午後 1時半まで、フードトラックにて昼食が購入できます。

フードトラックは、曜日によって異なります。 
3.3.2. Fondren Library: フォンドレン図書館 
 Rice の ID カードがあれば入館できますが、Visiting Scholar に対しては、本の貸し

出しサービスはありません。開館時間は、以下のリンクを参照してください。 
（参照：http://library.rice.edu/about/hours） 
3.3.3. Graduate Student Loan Closet at RGA  
 Graduate Student Loan Closet へは、Graduate Apartment のシャトルで行け、25 米ド

ルの会費を支払うと、大学滞在中に家具等を借りる事ができます 。利用可能な日時

について、以下のリンクで確認してください。（http://gradloancloset.blogs.rice.edu/) 
3.3.4. Barbara and David Gibbs Recreation and Wellness Center 
 ジムを利用したい場合は Sarah さんまで連絡してください。Sarah さんからジムの

オフィスに連絡し許可が得られたら、ジムの会員費を支払い利用可能となります。  
3.3.5. インターネット 
 学内では、 Rice Visitor と Rice Owl の WiFi アクセスがあり、Rice Visitor はパスワ

ードを入力することなく、利用可能ですが、Rice Owl を利用の際は、NetID とパスワ

ードが必要です。NetID の設定を Rice 到着の第１週目に行ってください。 

http://dining.rice.edu/
http://dining.rice.edu/RetailContent.aspx?id=138
http://library.rice.edu/about/hours
http://gradloancloset.blogs.rice.edu/
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4. Useful information in Houston & in the U.S./ 
 Houston・アメリカ生活に役立つ情報 
4.1. Houston (Refer: http://www.houstontx.gov/abouthouston/houstonfacts.html) 
Houston is the fourth most populous city in the nation, and is the largest in the southern U.S. 
and Texas. Houston has a 2010 population of 2.1 million, according to the U.S. Census 
Bureau (www.census.gov). The metro area’s population of 5.95 million in 2010 is 6th largest 
among U.S metropolitan statistical area, according to www.census.gov. 
For sightseeing, you can visit Johnson Space Center, San Jacinto Monument, Museum of Fine 
Arts, Houston and Houston Museum of Natural Science. For further information, please 
check the following link. 
http://www.houstontx.gov/abouthouston/exploringhouston.html 
 
4.1.  Houston 基本情報  
 Houston は、全米第 4 の都市であり、南部地方及び Texas 州では、最大の都市です。

また、2010年時点で約 200 万人、Harris Countyを中心に 10 郡にまたがる Houston 都

市圏の人口は約 600 万人で、全米第 6 の都市圏です。（アメリカ合衆国国勢調査局

調べ）（http://www.houstontx.gov/abouthouston/houstonfacts.html から一部抜粋） 
 観光の主な見所は、NASA の Johnson Space Center（ジョンソン宇宙センター）、

San Jacinto Monument（サンジャシント記念塔）、Museum of Fine Arts, Houston（ヒュ

ーストン美術館）、Houston Museum of Natural Science（ヒューストン自然科学博物

館）等があります。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
http://www.houstontx.gov/abouthouston/exploringhouston.html 
 
4.1.1. Climate 
It is typically very hot and humid from May to October, so please drink plenty of water to 
keep yourself hydrated. It is warm and pleasant from November to April, though can be quite 
humid. Please go to the following link to see Houston average temperature and precipitation.  
http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/graph/77002 
See the formula to convert Fahrenheit to Centigrade below: 

Centigrade ＝ (Fahrenheit −32)×5/9 
(e.g.32.2 degree＝(90–32)×5/9 

 
4.1.2. Time Difference 
Houston is located in Central Standard Time zone, so it is 15 hours difference from Japanese 
time, and during summer time, 14 hours difference from Japanese time. Please see the 
following link to get more information (http://www.miyaco.com/time_table.html), and see 
the time difference chart between Japan and Houston. 

Central Standard Time （CST) 

Houston 
time 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  0  1  2  3  4  5  6  7  8  

Houston 
time 

(Daylight 
saving 
time) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Japanese 
time 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 
4.1.3. Safety 
Rice area is considered a safe neighborhood but students should take normal safety 
precautions.  Houston is the 4th largest city in the U.S. and crime does occur.  See the Rice 
University Safety Tips website for more details at 
http://students.rice.edu/Standard.aspx?id=2798.  

http://www.houstontx.gov/redirect/census.html
http://www.houstontx.gov/redirect/census.html
http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/graph/77002
http://students.rice.edu/Standard.aspx?id=2798
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When you stay late at Rice due to your research, please find someone to go home together. 
We do not recommend walking or jogging alone at night. If you live at the graduate 
apartment, RVA or RGA, please use the Rice shuttle whenever possible, especially late at 
night or early in the morning. 
 
If an emergency occurs when you are off-campus call 911 for police, fire, and ambulance.  
 
If an emergency occurs when you are on-campus call (713) 348-6000 or just dial 6000 from a 
campus phone for the Rice University Police Department.  
 
Night Escort: For added safety, a night escort service is provided Sunday to Thursday during 
the school year by the Transportation Department with a 17-passenger van. The night escort 
is only available for locations on campus, it will not escort you to your off campus housing. 
The service starts at 10:00 pm to 6:00 am.  On Friday and Saturday nights the Rice University 
Police Dept. provides the service on request.  Call 713-348-6000 or 713-348-3333 for night 
escort service. 
 
Please keep office doors locked at all times and be responsible for your PC and valuable 
belongings. If you need to enter your research lab building after 6:00 PM or on the weekends 
you will need to swipe your Rice ID card. Please do not prop open or unlock exterior doors to 
any building on Rice University campus.  
 
4.1.1. 気候 
 5 月から 10 月にかけて、特に夏は湿度が高く、とても蒸し暑い日々が続きますの

で、水分補給をしっかりしましょう。11 月から 4月にかけては、暖かく多少湿度が

高いですが快適に過ごせます。Houston の平均気温及び降水量について、以下のリン

クを参照ください。 
http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/graph/77002 
 華氏から摂氏への変換計算式は、以下のとおりです。 

摂氏（Centigrade）＝（華氏（Fahrenheit）−32）×5/9） 
例）32.2 度＝（90 – 32） × 5/9 

4.1.2. 時差 
 Houstonは、アメリカ中部標準時（Central Standard Time）に位置し、日本と 15 時

間時差（サマータイム期間は、日本と 14 時間差）です。以下の時差早見表を参考に

してください。（http://www.miyaco.com/time_table.html） 
Central Standard Time （CST) 

Houston
の時刻 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  0  1  2  3  4  5  6  7  8  

Houston 
サマー

タイム

期間 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

日本の

時刻 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

4.1.3. 治安 
 Rice 周辺は比較的安全ですが、一般的安全対策はしてください。Houston は、米国

で第 4 の最大都市であり、犯罪は起こります。詳細については、Rice の安全対策を

参照してください。（ http://students.rice.edu/Standard.aspx?id=2798）研究等で遅くな

った場合は、なるべく同方向の学生と帰宅するようにし、夜 1 人で行動しないよう

にしましょう。大学院生用アパート（RVA/RGA）に住む場合、特に早朝や夜は、

Rice シャトルを利用しましょう。 

http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/graph/77002
http://www.miyaco.com/time_table.html
http://students.rice.edu/Standard.aspx?id=2798
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 学外での緊急時は、911 の警察、消防、救急へ電話してください。 
 学内での緊急時は、Rice University Police Department の (713) 348-6000 又は、内線

6000 へ電話してください。  
 
 ナイトエスコート：木曜日から日曜日の学期中、Transportation Department が、17
人用の中型バンにてナイトエスコートサービスを提供しています。なお、このサー

ビスは、午後 10 時から午前 6 時までで、学内のみのサービスであり、学外の滞在先

までは、サービスを提供していません。金曜日と土曜日については、希望者のリク

エストにより RUPD がナイトエスコートサービスを提供しています。希望の場合は、

直通の 713-348-6000 又は、713-348-3333 に電話してください。 
 
 オフィスを出る際は、必ず鍵をかけ、パソコンや貴重品等をしっかり管理しまし

ょう。平日の午後 6 時以降又は、週末に研究実験室（ラボ）の建物に入る場合は、

Rice ID カードを建物外のカード読み取り機に通す必要があります。Rice学内の建物

を出る場合は、常にドアのオートロックの鍵がかかっている状態で出てください。 
 
4.2. Clothes 
Most students and researchers at Rice dress quite casually: wearing shorts and t-shirts are 
okay. You will need closed toed shoes for most labs.  
Size comparison: Shoe 
Japan 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

U.S（male) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

U.S（female) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

Female clothes size comparison between Japan and the U.S. 
Japan 7 9 11 13 15 17 

U.S. 2 4 6 8 10 12 

U.S. XS XS S S M M 

 
4.2.  衣服 
 Rice 学生/研究者は、短パンに T シャツというカジュアルな服装な方が多いです。 
研究室では、サンダル等以外のつま先が隠れている履物が必要です。 
サイズの比較：靴 
日本 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

米国（男性) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

米国（女性) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

服のサイズ（女性） 

日本 7 9 11 13 15 17 

米国 2 4 6 8 10 12 

米国 XS XS S S M M 

4.3. Driving in the U.S. 
You must have an International or Texas driver’s license to drive. Houston is a car society, so 
drivers in Houston are not used to looking for pedestrians or bikes. Please be careful and look 
both ways before crossing the street and road. Also, please remember that people in the U.S. 
drive on the right-hand side of the road. 
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4.3.  米国での運転 
 運転する際は、必ず、国際免許証、又は Texas州の運転免許証を携帯してくださ

い。車社会の Houston の運転手は、歩行者及び自転車に気づかない事が多いので、

特に道路を横断する際は、左右確認の上、十分に注意して渡りましょう。 また、米

国は、日本と違い右側通行ですので、注意しましょう。  
 
4.4. Medical issues 
4.4.1. Rice Student Health Care Clinic: http://health.rice.edu/  
The service at Rice Student Health Care Clinic is only for degree-seeking students but if you 
are a visiting international researcher, you can call them to describe your symptoms and ask 
that they refer you to a nearby clinic or doctor. 
Open hours：Monday through Friday 8:00am to 5:00pm   
Tel：（713) 348-4966  
 
4.4.2. For an Ambulance for Life-Threatening Medical Emergencies 
Call the following telephone numbers in case of emergency or urgent medical treatment. 
 
For on-campus medical emergencies, dial ext.6000(direct：713-348-6000) 
 
For off-campus medical emergencies, dial 911 or proceed to the nearest hospital emergency 
room (ER). 
 
4.4.3. Campus nearby Clinics and Hospitals 

• Memorial Hermann ER, 6411 Fannin St., Tel: 713-704-4000 
• St. Luke's Hospital ER, 6720 Bertner Ave, Tel: 832-355-1000 
• Methodist Hospital ER, 6565 Fannin, Tel: 713-790-3311  

http://www.methodisthealth.com/er 
• St. Luke's Episcopal Hospital Community Emergency Centers   

 2727 W. Holcombe Blvd （near Kirby) – 
 Kelsey-Seybold building, near the Bellaire, West University area.  
 Tel: 832-355-7525   http://www.stlukestexas.com/ 

 
Exact treatment charges vary based on health insurance plan. It is helpful to take a photo ID, 
and health insurance card. You will need to pay for your medical treatment first and then 
submit receipts for reimbursement through your insurance company.  It is good to have a 
credit card with you to pay for any necessary medical treatment.  
 
4.4  医療サービス 
4.4.1. Rice Student Health Care Clinic: http://health.rice.edu/  
 原則、正規生しか利用できませんが、クリニックへ電話し症状を説明すると、大

学付近の適切な病院を教えてもらえます。 
診察日時：月曜日〜金曜日 午前 8 時 から午後 5時  
電話番号：（713) 348-4966  
4.4.2. 救急車及び救急治療が必要な場合 
 緊急事態及び救急治療が必要な場合は、以下の電話番号に連絡しましょう。 
学内の場合、緊急連絡先, 内線：6000 （直通：713-348-6000) 
学外緊急連絡先 911 又は、最寄りの救急救命室へ行きましょう。 
4.4.3. 大学付近の病院 

• Memorial Hermann ER, 6411 Fannin St., Tel: 713-704-4000 
• St. Luke's Hospital ER, 6720 Bertner Ave, Tel: 832-355-1000 
• Methodist Hospital ER, 6565 Fannin, Tel: 713-790-3311  

http://www.methodisthealth.com/er 

http://health.rice.edu/
http://health.rice.edu/
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• St. Luke's Episcopal Hospital Community Emergency Centers   
 2727 W. Holcombe Blvd （near Kirby) – 
 Kelsey-Seybold building, near the Bellaire, West University area.  
 Tel: 832-355-7525   http://www.stlukestexas.com/ 

 治療費用は海外旅行保険の補償内容により異なりますので、写真入りの身分証と

海外旅行保険証を常に携帯しておきましょう。保険を利用した場合は、通常、病院

等にて先に治療費を支払い、その後、保険会社から治療費を補償範囲内で返済して

もらう形になります。病院等を利用する場合は、診察・治療費が高額になる可能性

もありますので、クレジットカードを携帯しておくと良いでしょう。  
 
4.5. Phone 
4.5.1. Cell phone 
You are required to purchase a pre-paid cell phone, so you have a U.S. phone to use in case of 
emergency and to communicate with your lab. You will be taken to Target, a nearby 
department store to purchase a U.S. cell phone at the next day or so after you arrive in 
Houston. It will be approximately $25 for the phone and then the cost of adding minutes to 
your plan. You can purchase a pre-paid card at any grocery stores and pharmacies.  
 
Please program all emergency numbers into your phone. 

• RUPD -（713) 348-6000 
• Off-campus police, fire, ambulance - 911 
• Yellow Cab  -（713) 236-1111 
• Your housing/Landlord phone number  
• Prof. Kono: Office (713) 348-2209, Cell (713) 933-8617  
• Sarah Phillips: Office (713)348-6362, Cell（713) 922-1712 
• Eri Brooks: Office（713)348-4119, Cell（301)281-5704 
• Your host professor and mentor 
• Your landlord/housing phone number 

 
4.5.2. International Phone Calls 
It is convenient to use a Skype if you can get Internet access at home, and your family and 
friends can use Internet as well. If not, you can purchase an international phone card at 
pharmacy stores (e.g. CVS and Walgreens) to make a phone call cheap. Price varies 
depending on the type and destination where you make a phone call, so please check the price 
before purchasing it. 
 
4.5.  電話 
4.5.1. 携帯電話 
 緊急時や研究室との連絡が取れるよう必ず、携帯電話を購入してください。米国

に到着後、大型スーパーマーケット（Target）へ買い物に行った際に携帯電話（〜25
ドル）とプリペードカードを購入できます。 
 緊急事態に備えて以下の番号を入力しましょう。 

• 大学内の RUPD - （713) 348-6000 
• 学外の警察署、消防、救急車 - 911 
• Yellow Cab （タクシー) クシ（713) 236-1111 
• 河野教授: オフィス（713) 348-2209, 携帯（713) 933-8617  
• Sarah Phillips: オフィス（713) 348-6362, 携帯（713) 922-1712 
• Eri Brooks: オフィス（713)348-4119, 携帯（301)281-5704 
• Rice の受け入れ教授及びメンター（河野教授以外の研究室の場合） 
• 滞在先の連絡先（大家さん/管理人）  
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4.5.2. 国際電話 
  インターネット環境があり、相手も Skype を使える場合は、無料で話せる Skype
が便利ですが、滞在先等でインターネットが使えなく、携帯から日本へ国際電話を

かける場合は、CVS や Walgreens 等で購入できるフォンカードを利用すると格安で

す。フォンカードの種類によって、料金が多少異なりますので、電話料金について

確認してから購入しましょう。 
 
4.6. Alcohol 
The legal drinking alcohol age in the U.S is 21 and above. You must show your ID to 
purchase alcohol or enter a bar. If you do not have your passport with you, a restaurant/bar 
will not serve you alcohol and at some bars, you have to show your ID to get in. A photocopy 
will not work, and it must be your actual passport/U.S. or international driver’s license. Rice 
has an on-campus pub, Valhalla for graduate students. To enter the pub, you may be asked to 
show your ID. 
 
When you get drunk or someone who has had too much to drink, never get in a car. If in 
doubt, call a taxi. Yellow Cab is (713)-236-1111. 
 
4.6.  飲酒 
 米国で飲酒できる年齢は、法律で 21 歳以上と定められています。お店やバー等で

アルコールを購入又は、注文する際に身分証（ID）が必要です。身分証を不携帯の

場合は、レストランやバーでアルコールを注文出来ません。さらに、バーによって

は、入店することさえもできませんので、身分証としてパスポートや米国/国際免許

証を携帯しておきましょう。身分証のコピーではなく、身分証（原本）が必要です。 
 学内に大学院生用のパブ（Valhalla)がありますが、アルコールを注文する際に身分

証の提示を求められる事もありますので、身分証を携帯しておきましょう。お酒を

飲み酔っぱらった場合、又は知人が飲酒し酔っぱらい、運転を試みようとした場合

は、タクシーを利用しましょう。Yellow Cab（タクシー）の電話番号は、（713） 
-236-1111 です。 
 
5. Other Concerns/その他留意点 
5.1. Health care 
You may easily get tired physically and mentally with time difference and changes to your 
schedule and life style. Give yourself time to adjust to a new life style. Plan ahead for medical 
issues. Please make sure you know how to get treatment: 1）Understand the terms of your 
insurance, 2）Know best places for students to get care, 3）Know who to contact for help, 
especially emergency care, 4）make sure you have contact information for your home doctor 
and clinic/hospital if you have.  
 
If you need to see medical treatment, contact Sarah, Prof. Kono, or your host professor and 
ask if someone can accompany you to the appointment. 
 
Depending on your insurance, you will likely have to pay individually at time of treatment 
and file a reimbursement claim form with your insurance company. Do not ignore persistent 
symptoms of physical or psychological problems. Rice has a counseling center and OISS staff 
can refer you for additional support if needed. (Counseling center：http://rcc.rice.edu/rcc/) 
 
5.1.  体調管理 
 米国到着直後は、時差ぼけや生活習慣の違いから、疲労が溜まり易くなるかもし

れませんが、焦らず、米国環境に慣れるまでの調整期間をつくり、徐々に身体を慣

らして行きましょう。また、体調を崩す前に、1）海外旅行保険の保険期間、2）医
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療サービス機関、3）緊急連絡先、4）かかりつけ医や病院の連絡先（ある場合）等

を確認しておきましょう。病院での治療が必要な場合は、Sarahさん、河野教授、又

は受け入れ教授に連絡しましょう。 
 各海外旅行保険会社によって支払い方法が異なります。病院で治療を受けた際に、

その場で治療費を払い、後日、保険会社に請求し、治療費を返済してもらうことが

多いです。少しでも何か症状を感じたり、身体の変化を感じたりした場合は、放っ

ておかずに病院等へ行きましょう。精神的に辛い場合は、Rice の Counseling Center
（カウンセリングセンター：http://rcc.rice.edu/rcc/)や OISS へ相談しましょう。 
 
5.2. Policies 
You are required to abide by the code of student conduct of your home university. Please 
behave yourself as a student of a Japanese University and a visiting scholar at Rice. Please 
discuss any concerns or issues regarding your project and research with your advisor. Also, 
please discuss any concerns and issues regarding your advisor or research group with Prof. 
Kono. Your daily schedule will likely mirror the schedule of the research mentor you will 
work with in your group. Your mentor will typically be a graduate student or post-doctoral 
researcher. 
 
Please work hard on your English. OISS has Free English and Culture Classes that all 
students are strongly encouraged to attend.  Even if you arrive part-way through the 
scheduled class you can usually join in if there is space available. Ask at OISS about 
available classes during the time you are at Rice. (See: 
http://oiss.rice.edu/content.aspx?id=112) 
 
5.2.  規則遵守等 
 Rice での研究インターンシップ期間も所属大学の規定や規則を遵守するとともに、  
日本の大学生及び Riceのインターン生として謹んで行動してください。 
 研究内容•プロジェクトに関して質問や問題等がある場合は、即座にアドバイザー

に連絡しましょう。アドバイザー及び研究グループに関して問題等がある場合は、

即座に河野教授へ相談しましょう。Riceでの研究スケジュールは、研究のメンター

やアドバイザーとほぼ同じです。一般的にメンターは、大学院生又はポスドク課程

の研究者です。 
 また、英語の勉強をしっかりしましょう。OISS の無料英語クラスへの参加は強く

勧めます。例え学期中でも、空きがあれば途中参加できますので、途中参加希望の

場合は、OISS に問い合わせてください。 
（参照：http://oiss.rice.edu/content.aspx?id=112）  
 
5.3. Expectations 
Your research project will be a piece of a large project and small lessons and tasks will build 
up to larger tasks and responsibilities. Through your internship, you may need to train and 
learn certain equipment, labs and procedures. Also, you will have interactions with mentors 
and advisors and attend all research group meetings and events. Equipment breaks, samples 
fail, parts are delayed, this is all part of the process of your research. If you have issues with 
your research group, advisor or project that cannot be addressed with them, please talk with 
Prof. Kono. 
 
Remember, research in the U.S. is different from research in Japan and part of why you are 
here is to learn the U.S. approach.  This can be frustrating and confusing sometimes so please 
do not hesitate to speak with Prof. Kono for advice and recommendations.  He was once a 
young Japanese graduate student in the U.S. and has many years of experience working with 
U.S. researchers and knowledge of the U.S. university system.  Do not be shy or hesitant to 
ask him questions.   

http://oiss.rice.edu/content.aspx?id=112
http://oiss.rice.edu/content.aspx?id=112
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5.3.  心構え 
 今回の研究プロジェクトは、大きなプロジェクトの一部であり、日頃の小さな講

義受講や作業の積み重ねが大きな研究等へ繋がります。インターンシップを通して、

機械や研究室の施設の使用方法及び手続き等を学ばなければならないこともありま

す。その他、メンターやアドバイザーとの情報や意見交換又は、全研究グループ会

議やイベントへ参加する機会もあります。機械の故障、サンプル採取の失敗、部品

の納品遅延等、これらすべても研究プロセスの一過程ですので、研究グループ、ア

ドバイザー及びプロジェクトに関して問題が生じた場合は、河野教授へ相談しまし

ょう。  
 米国と日本での研究環境は異なり、これも、今回のインターンシップの目的の１

つだと思います。研究方法の相違で困惑する事もあるかと思いますが、その際は、

遠慮せず、河野教授に相談し、助言等をもらいましょう。河野教授は、米国での大

学院経験があり、その上、多年の米国研究経験及び米国研究の知識を持っていらっ

しゃいますので、遠慮せず質問してください。  
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