
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2012年 11月 8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）：人文科学学部，（現地言語での名称）：The Faculty of Humanities 

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 2012年9月－2013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。 

出発前に、留学先での所属学部のシラバスを詳しく読んだ方がいいと思います。 

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：Tier-4 留学ビザ 申請先：イギリス 
ビザ取得所要日数：3 日間ぐらい 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：37,570 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？ 

主に留学先からもらった書類と明治大学の在籍証明書と成績証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類を揃え、ビザ申請をインターネットで予約。予約した日に書類を出して、完了。 

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？ 

なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

全部英語の翻訳が必要です。 

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） 

一ヶ月間に使える現金を持っていきました。現地に着いたら口座を開いて、一週間ぐらい待ってから、カードをもらいました。

カードをもらったら、海外からの送金が出来ます。 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 カタール航空 

航空券手配方法 
      

※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 忘れてしまいました 

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 3 時間以上です 



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 

大学手配の出迎えは無料ですが、待ち時間が凄く長い。 

大学到着日 9月 13日 19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（イギリスの大学生も寮に住んでいます） 

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 大学のメールと指示から申請しました。 

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？ 

特になし 

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       

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？ 明治大学のオリエンテーションと大体同じ 

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２４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？ 

日本人はいらない。 

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？ 

健康診断が必要ですが、無料です。医者が寮に来てくれて、３０分くらいで終わりました。 

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？ 

はい。大学の証明書とパスポートだけが必要です。一週間待ちました。 

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？ 

はい。pay-as-you-go というような方法で買いました。書類は全くいりません。sim card は無料です。使用料金は一ヶ月間 1,900 円くら

い。 

  



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（６月     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（１０月５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？ 

留学生以外の学生の履修登録はオリエンテーションが終わると登録が始まります。 

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？ 

はい、出来ます。 

2.履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
４科目６０単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？      科目／週（１０時間）ぐらい 

3.授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アドバイスもご記

入下さい。） （下記授業の履修時期：２０１２年９月から２０１３年１月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Sex, Gender and Kinship/ Dr. Michelle Obeid 2 時間授業が週１回と 

１時間 tutorialが週１回 

20 

交換留学生にとって自由選択科目だ。学生は１クラス１００人以上。mid-term paperがある。２０００字以下のレポートだ。毎週 reading の

量が多くて、内容と言葉が非常に難しい。 

２ Business Anthropology/ Prof. Maia Green and Dr. Katherine 

Smith 

2 時間授業が週１回と 

１時間 tutorialが週１回 

20 

学生が何百人がいる。授業内容がとても面白いけど、毎週の reading が非常に多い！mid-term は observation 練習がある。ある売店や

自分が住んでいる寮を観察して、８００字のレポートがある。 

３ Strategy, Organisation and Competition/ Jonathan Aylen １時間の授業が毎週１回 

１時間のゼミが週１回 

１０ 

人数が４０人ぐらい。授業が１時間だけ、授業内容が多い。自分で内容を理解する事が大事。教科書が必要。これ以外の reading も大

切。 

４ Fundamental of Management/ Prof. Helge Hoel ２時間の授業が週１回 １０ 

学生は１００人以上がいる。この科目は教科書が必要ですが、教科書だけで足りない。mid-term と final-term examsがある。 

  



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 
                                          

9:00 
                                          

10:00 
self-study       self-study Sex gender & 

kinship tutorial 

                  

11:00 
self-study       self-study       Buniness 

anthropology 

lecture 

            

12:00 
self-study       self-study       Buniness 

anthropology 

lecture 

            

13:00 
      Strategy Org. & 

Competition 

lecture 

      self-study Business 

anthropology 

tutorial 

shopping or day 

trip 

shooping or day 

trip 

14:00 
                  self-study                   

15:00 
self-study Strategy Org. & 

Competition 

seminar 

self-study self-study Fundamental of 

Management 

lecture 

            

16:00 
self-study Sex, gender & 

kinship lecture 

self-study self-study Fundamental of 

Management 

lecture 

            

17:00 
self-study Sex, gender & 

kinship lecture 

self-study self-study                   

18:00 
self-study       self-study self-study                   

19:00 
self-study       self-study self-study Karaoke with 

friends 

            

20:00 
self-study self-study self-study self-study                   

21:00 
self-study self-study self-study self-study                   

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。 

大学の寮は面白いところだと思う。異なる国からの人々と話し合い機会が沢山ある。 

勉強は非常に大変だ。reading が多すぎで、どうしても時間が足りない気がする。 

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。 

      

 


