
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 5月 8日 

留 学 先 大 学 西シドニー大学 

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）：     ，（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 ２１０７年２月－２０１７年１１月 

明 治 大 学 で の 所 属 法学部法律学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３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。 

西シドニー大学に留学していた先輩、西シドニー大学から明治大学に留学していた学生さんとお会いし、情報収集を行い

ました。インターネットでは分からない情報や、生の声が聞けて良かったです。出発前に英語の勉強をさらにしておけば良

かったと感じています。留学すれば英語に囲まれる生活が始まり、英語力は伸びます。しかし英語を話せる、聞けるは友

達とのコミュニケーションに必要で、スムーズであればあるほど、友達とも仲良くなれますし、友人の幅も増えます。 

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：学生ビザ  申請先：Department of Immigration and Boarder Protection 

(オーストラリア政府移民局)  
ビザ取得所要日数：即日  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：550 ドル（約５万円）  

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？ 

基本的な個人情報です。パスポートやクレジットカード、親族の情報、滞在経験のある国を申告するなど様々です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネットで完了します。移民局のサイトでアカウントを作成し、指示された通りに記入すれば即日で学生ビザは発行さ

れます。 

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？ 

特にないです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

英語の意味の理解に苦しむことがありました。分からないことがあったらインターネットで検索すると、解説しているサイトが

あるのでそちらを参考にしました。 

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） 

SIM フリーの携帯を購入しておくと現地で新たに購入する必要がなく、現地で購入して２台持つよりもオススメです。 

 



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 カンタス航空 

航空券手配方法 インターネット（カンタス航空のサイトから） 

大学最寄空港名 シドニー空港（国際線） 現地到着時刻 ９時頃 

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 １時間 

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 

事前に予約をすれば、無料で空港から寮まで連れて行ってくれます。 

大学到着日 ２月６日１３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（８人がキッチンやトイレなどを共有し、部屋は個

別に用意されている。） 

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 インターネットで契約、支払いを行います。 

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？ 

はい。特に問題はありません。 

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 １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？ 授業やキャンパスの施設紹介などの一般的なガイダンス。 

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 ２月２０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？ 

国際教育事務室からも指示がありますが、在留届をインターネットでシドニー大使館の方に提出します。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

到着後、両親に送金してもらうため、Commonwealth Bank で開設しました。特にトラブルもなく、パスポートを提示するだ

けで簡単に開設できます。また開設に伴って、発行されるデビットカードは毎日の生活にとって欠かせないもので、便利な

のでオススメです。 

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？ 

Optus という会社で SIM カードを購入しました。一ヶ月、６GB、40 ドル（約 3600 円）で契約できます。  



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（１１月下旬頃） 

    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？  

出発前に授業を申請します。その授業を履修できるかは現地の大学からメールで履修科目が送られて来るので、そちら

で確認します。また到着後に明治大学でいう Oh-o! Meiji のようなサイトが西シドニー大学にもあり、アカウントを作成後に

また履修科目について確認します。希望の授業が取れていない場合は追加・変更ができます。 

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？ 

追加・変更・削除は期間内なら可能です。希望通りに履修を組むことができました。 

 

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 
                              自由行動       

8:00 
                                          

9:00 
勉強 勉強       授業 授業       部活 

10:00 
勉強 勉強 授業 授業 授業       部活 

11:00 
勉強 勉強 授業       授業       部活 

12:00 
勉強 勉強             自由行動  部活 

13:00 
                               部活 

14:00 
            勉強 授業             部活 

15:00 
            勉強                   部活 

16:00 
勉強 勉強 勉強 勉強             部活 

17:00 
勉強 勉強       勉強                   

18:00 
勉強 勉強       勉強                   

19:00 
            部活                         

20:00 
            部活                         

21:00 
            部活                         

22:00 
                                          

23:00 
                                          

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。 

授業はレクチャー（講義）チュートリアル（ディスカッション）の授業に分かれています。レクチャーは予習することが大事で

す。予習するかしないかで講義での理解度に大きな差が出ます。 ディスカッションではテンポの速い会話を理解するに

加えて、自分の意見を発信する能力を問われます。ディスカッションについていくことが一番大変だなと感じています。 

 

寮で生活していますが、寮できた友達と自由時間の大半を過ごしています。一週間に一回、各自が自国の料理を振る舞

ったり、バースデーパーティーをしたりと楽しく過ごしています。また寮にはプール、卓球、ビリヤードもあるので、それで遊ん

だりもしています。寮での生活が留学生活の多くを占め、寮を選択して良かったと思います。また５月には一週間の学期

内休みを利用し、寮の友達とニュージーランドを旅行し、貴重な経験をすることができました。 

 

また西シドニー大学には野球部がなく、ニューサウスウェルズニューサウスウェルズ大学の野球部に所属しています。週１

回の練習に加えて、週末のリーグ戦に参加しています。スポーツにおいてもコミュニケーションはもちろん必要ですが、言

葉がなくても自分を表現できることに感動し、野球を通してチームメイトと交流し、勝利に向かって一丸となって取り組んで

いることが何よりも嬉しいです。 

 

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。 

留学に来て良かったと心の底から思います。決して楽しいことばかりではありません。全て日本語の世界から全て英語の

世界に変わり、授業についていけない、課題に追われる、自分を表現できないなど多くの挫折を経験しました。しかし、留

学は日本ではできないかけがえのない経験をすることができます。世界各国から来た友達とイベントや誕生日パーティー

で交流を深め、かけがえのない友達を作ることができます。部活動では現地生と勝利を目指して試合で共に戦っていま

す。様々なバックグラウンドを持つ人々がいるオーストラリアで当たり前のことは何一つないことに気づきました。留学では

多くのことを学び、人間として成長できる環境がここにはあります。留学に行こうか悩んでいる人がいたら、是非実現させて

欲しいです。 

留学は自分が想像しているよりも多くのものを与えてくれます。頑張ってください。応援しています！ 

 

   

 

 

       

 

 

 

 


