
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 10月 6日 

留 学 先 大 学 アデレード大学 

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）：     ，（現地言語での名称）：      

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 2014年2月－2014年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部政治学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部4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。 

以前短期留学で滞在したことがあったので、滞在先や生活などで苦労することはなかった。英語に関しては日本にいた頃か

ら政治経済学部のトップスクールセミナーなどに参加し準備に努めたが、やはり初めは苦労した。特に政治系科目ではリー

ディングの量が多いので、日本にいる頃から英語の文献を読む習慣をつけると良い。 

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：Student 申請先：オーストラリア大使館 

ビザ取得所要日数：20日程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：＄535 

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？ 

留学先から発行された入学許可証、健康診断など。すべて自分で手配。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネットから。その後都内の病院で健康診断。 

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？ 

特に無し。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特に無し。 

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） 

基本的に全て渡航後の数日間で問題ないが、sim フリーの携帯電話をあらかじめ購入しておくと良い。 

（自分の場合は nokiaの windowsPhone を購入。） 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 マレーシア航空 

航空券手配方法 
イーツアーで手配。 

※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 アデレード空港 現地到着時刻 10:00 

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 30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 

バスを利用する場合は J2 という路線でシティまで行くことができる。アデレードではすべての交通機関で乗車時にチケットを

買うか、メトロカードが必要になるので注意。 

大学到着日 2月 24日 10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 日本からＥメールで予約、クレジットカードで前金を支払った。 

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？ 

特に問題なかった。 

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 02/24 

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？ 留学生活の基本的な注意とキャンパスツアー。 

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 3月 1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？ 

特になし。 

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？ 

特になし。 

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？ 

ANZbank で口座を開設。現地での電話番号が必要になるので注意。開設まで１０日程度。 

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？ 

プリペイド SIM カードだけ購入 

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（2月 10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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

インターネットで履修登録。明治のシステムをあまり変わらない。 

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？ 

全て問題なく履修できた。 

 



 

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 
起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

9:00 
       Environmental 

Politics 

            自習 or外出 自習 or 外出 

10:00 
            Environmental 

Politics 

      自習             

11:00 
日本語サークル       昼食       日本語サークル             

12:00 
日本語サークル Asia and the World Asia and the World Global 

Transformation 

日本語サークル             

13:00 
昼食 昼食 自習 Decoding China 昼食             

14:00 
自習 Decoding China 自習 帰宅 Glpbal 

Transformation 

            

15:00 
      Decoding China Asia and the World 自習 帰宅             

16:00 
      帰宅 Global 

Transformation 

      自習             

17:00 
帰宅 自習 Environmental 

Politics 

                        

18:00 
夕食 夕食 帰宅                         

19:00 
自習 自習 夕食 夕食 夕食             

20:00 
            自習 自習 自習             

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝             

24:00 
                                          

 
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。 

＜留学先大学＞ 

アデレード大学には世界中から学生が集まっており、彼らと共に勉強ができることはこれ以上にない貴重な経験であると

日々感じる。学生の勉強に対する意欲はそれぞれだが、全ての学部において多くのアサイメントが課せられているため、生

活の中心は勉強というのは留学生だけでなく全員に共通している。授業はレクチャーとチュートリアルに分けられ、チュートリ

アルでは積極的な参加が求められる。最初は英語力などで尻込みしてしまいがちだが、今では積極的に授業に参加してい

る実感がある。また、前期の初めに大学のローカルの友人や他国からの留学生と共にＪＬＡＣＳ（Japanese Language and 

Cultural Society）というサークルを立ち上げ、大学の承認を得て活動している。カルチャーイベントや日本語勉強会など積

極的に活動しており、これから留学する学生には是非参加してほしいと思う。 

＜留学プログラム＞ 

履修した授業のすべてが非常にエキサイティングかつ有意義な授業であるといえる。多くの留学生が集まるアデレード大学

では積極的な交流会なども企画されており、友人を作るのも容易。 

＜寮＞ 

大学直属の寮はかなり高額なので、Gosse という寮を自分で見つけ、留学期間すべてをそこで過ごした。150/週、衛生的

であり、シティからもバスで20分程度、多国籍な住民とキッチン、バスルームをシェアするため、寮でも多くの友人ができた。 

＜生活＞ 

外食はかなり高いので自炊が基本。 

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。 

日本にいる頃からできる準備は、とにかく英語の文献に触れること。明治大学でも英語で履修する授業は数多く用意されて

いるため、それらに積極的に参加すると良い。スピーキングに関しては留学生サポーターなどを通じ、実際に英語を話す機

会を作ると良い。 

 


