
協定校留学近況報告書 
 

記 入 日 2014年 1月 25日 

留 学 先 大 学 マンチェスター大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：人文学科/社会学部， 

（現地言語での名称）：Faculity of humanities/Sociology course 

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2013年9月－2014年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部2年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

 

 



 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

実際にマンチェスター大学に留学をされていた先輩から、現地の情報（大学の雰囲気・治安・寮）を聞きました。特に、大学寮は場

所によって雰囲気が全く違うため、実際に体験された生の声を聞くことができて良かったと思っています。留学先の大学から学籍

番号を頂いた後は、Oh-o! Meiji のようなマンチェスター大学のページでコースを詳しくみることができます。履修する前にもう少し、

コース内容を調べておけば良かったと思いました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：Tier4 申請先：イギリス・マンチェスター 
ビザ取得所要日数：3週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：4万 6千円 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

留学先から受け取った CAS（入学許可書）、英語スキルの証明（TOEFL/IELTS）、パスポートの証明、個人情報（連絡先・渡英経

験・ビザ取得の目的など） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

UK Border Agencyから Tier 4のフォームを印刷し、そこに必要となる情報を書く。→VISA申請センターに書類提出日を決める。

→必要書類の確認。→VISA申請センター（東京・大阪）で書類の提出。（→3週間後にパスポート返還・VISA受け取り） 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

留学の目的・滞在期間・滞在場所（すべて日本語でした） 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

予約で指定した時間には間に合うようにする。間に合わなかった際には、別日になってしまう恐れがあります。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

現地ですぐ使える現金を空港でトラベラーズチェックという形に変えました。携帯電話は明治大学が提携を結んでいたピクセルフォ

ンを借りました。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 スカンジナビア航空 

航空券手配方法 
明治大学（中野校舎）にあるリエゾンデスクで、航空券について情報収集しました。 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 マンチェスター空港 現地到着時刻 1６時 30分 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知 人 の

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 寮まで 20分 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

大学が手配して下さった、無料シャトルバスを利用したため、サポートをしてくれたマンチェスター大学の学生を空港で見つける必

要があります。 

大学到着日 ９月１０日１７時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮     アパート     その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋     その他（     ） 



ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した   その他（     ） 

住居の申込み手順 マンチェスター大学のホームページから申し込みをしました。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

マンチェスター大学のホームページに住居のリストがある為、そこから好きな寮を３つ選択することが出来ました。現地到着日にマ

ンチェスター大学の学生が空港まで迎えに来てくださり、寮まで連れていって下さったので、特にトラブルはありませんでした。 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 9月 16日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 今後の大学生活について、コース選択・変更について、大学のサークルについて、課題などの提出方法

（My Manchester）の使い方 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 9月２３日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

実際にイギリスに滞在しているという証明を 9月・1月・5月に提出必要がありました。（Tier4 VISA Census） 

在英国日本大使館に在留届を 9月に提出しました。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

NHS（国営医療サービス）の書類を提出しました。9月半ばに寮の受付で書類を記入し、無料で登録ができます。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

開設しませんでした。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

初めは日本から持ってきたピクセルフォンを利用していましたが、通話料が高かった為、現地でプリペイド式の携帯を購入しました。 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（５月５日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（     月     日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

無料で英語のライティング・スピーキング対策ができました。（ただし、9月に登録する必要あり） 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

コースの変更期間が 1週間ほどあった為、その週であれば変更は可能でした。ただし、人気の講義やチュートリアルが他のコースと

重なってしまった際には、希望通りのコースが選択できません。 



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                                          

8:00 
寮で朝食 寮で朝食 寮で朝食 寮で朝食 寮で朝食             

9:00 
勉強 勉強             勉強             

10:00 
勉強 勉強 公園まで 

ウォーキング 

公園まで 

ウォーキング 

勉強             

11:00 
メディア 

（チュートリアル） 

勉強 友達とお出かけ       ジェンダー 

（講義） 

寮でブランチ 寮でブランチ 

12:00 
      勉強       勉強       勉強 勉強 

13:00 
                  勉強 モダニティー 

（講義） 

勉強 勉強 

14:00 
      ジェンダー 

（チュートリアル） 

      勉強       友達とお出かけ 勉強 

15:00 
      モダニティー 

（チュートリアル） 

      勉強             友達とお出かけ 

16:00 
                  メディア 

（講義） 

                  

17:00 
                                    寮の体育館で

バドミントン 

18:00 
寮で夕食 寮で夕食 寮で夕食 寮で夕食 寮で夕食 寮で夕食 寮で夕食 

19:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 友達とお出かけ・Society

のイベントに参加 

      勉強 

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強       友達と 

映画鑑賞 

勉強 

21:00 
勉強 友達と 

映画鑑賞 

勉強 勉強             勉強 

22:00 
勉強       友達と 

映画鑑賞 

勉強             勉強 

23:00 
勉強                               就寝 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝       

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

マンチェスターは国際色豊かな都市であるため、日常生活ではイギリス英語だけでなく、多言語が飛び交う刺激のある生活

が送れます。マンチェスター大学は、イギリスの中でも学生のソサエティーが充実しています。そのため、9 月のオリエンテー

ションや Fresher’s week、大学が運営している委員会などを通して、沢山の学生と交流を持つチャンスがあります。講義と

並行して履修する必要のあるチュートリアルでは、毎回の講義に関する質問が予め伝えられるので、それに対する意見を準

備する必要があります。小さなグループを作り、その中で他の学生と意見交換をすることで英語力を上げるだけでなく、新し

い角度から学習しているテーマを見つめることができると思いました。私の寮は朝・晩の食事つきであった為、食堂で同じ寮

に住む学生と出会うことですぐ友達を作ることができました。また寮にはバーや体育館、音楽室、図書館などもあり、常に人と

交流を持つことができる場が充実していると感じました。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

留学は、実際に外国で生活していることだけが自分自身を成長させるのではありません。留学を意識し、情報収集をし、留

学と同時に自分の将来にも目を向けることで、新たな目標を見つけることができると思います。日本とは異なった生活環境

に対して不安を抱くこともあると思います。しかし、自分の可能性に挑戦する機会はなかなか無いことであり、せっかくの機会

を是非掴み取っていただきたいと思います。留学は、勉学の知識を深めるだけの場ではなく、沢山の新しい経験ができる場

でもある為、とても大きな価値があり、必ず将来の自分に役立つものです。自分を信じて、頑張ってください！ 
 


