
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 17日 

留 学 先 大 学 シェフィールド大学 

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）：社会学部，（現地言語での名称）：Sociological Studies  

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 2022年9月－2023年2月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 4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。 

出発前には、基本的にシェフィールド大学から送られてくるメールに従って手続きなどを行っていました。また、留学報告

書を見たり、この大学に留学していた友人から話を聞いたりしました。しておいてよかったことは、コンタクトレスのクレジット

カードを複数枚用意したこと、携帯の SIM カードを日本で入手したことです。こちらの英語のアクセントや生活に慣れるまで

少し時間がかかったので、オリエンテーションウィークは、できれば対面で参加することをお勧めします。 

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：      申請先：      

ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

6 ヶ月以内の留学のため、学生ビザの申請が不要でした。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

      

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

      

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） 

コンタクトレスのカードを複数枚用意しておくといいと思います。ほとんどないですが、現金が好まれる場面があるため、現

金も持っていくことをお勧めします。わたしは、giffgaff という会社の SIM カードを使っています。現地で携帯電話がすぐに

使えるか不安だったため、出発前に日本で入手しました。インターネットから注文ができ、5 営業日後くらいに無料で日本

の住所に届けてもらえました。荷物運送は、今のところ利用していません。 

  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 日本航空      

航空券手配方法 
日本航空公式サイト 

※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（マンチェ

スターまでの直行便がないた

め、ロンドンのヒースロー空港

を利用しました。） 

現地到着時刻 16:00 

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 羽田空港からヒースロー空港まで 13時間ほど、ヒースロー空港から大学まで 3時間ほど      

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 

私は利用しませんでしたが、マンチェスター空港からシェフィールドまで送迎してくれるサービスがあるようです。私は、シェ

フィールド駅のタクシー乗り場でタクシーをピックして、大学の寮まで移動しました。      

大学到着日 ９月１８日１６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 大学から届くメールに沿って手続きをしました。私が住んでいる Allen Court という寮は便利で

人気なようなので、なるべく早めに手続きすることをお勧めします。 

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？ 

寮の手続きは、7月の初めごろに完了させました。トラブルは、特にありませんでした。      

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 12 日～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？ こちらでの生活に役立つ情報を教えてもらいました。対面とオンラインのハイブリッドでした。この

次の週にあったフェアで、サークルや部活の紹介がありました。     

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 26 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？ 

私は、6 ヶ月以内の滞在なので、必要ありませんでした。 

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？ 

最初の週に、対面での登録があり、そこで学生証をもらいました。場所と日にちは自分で選べました。 

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？ 

現地の銀行口座は開設していません。 

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？ 

現地の携帯電話は購入していません 

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（     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（     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？  

Online application で他の情報などと一緒に登録しました。 

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？ 

私は、希望通りの授業が取れたので、変更・追加しませんでしたが、友人は変更していました。 



 

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 
起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

8:00 
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 

9:00 
勉強 講義      勉強       勉強             

10:00 
勉強 講義      勉強 勉強 勉強 勉強 or  

旅行 or  
お出かけ 

勉強 or  
旅行 or  
お出かけ 

11:00 
講義      昼食 勉強 勉強 勉強 ↓ ↓ 

12:00 
昼食 講義 ジム or  

サークル     
セミナー 昼食 ↓ ↓ 

13:00 
勉強 勉強 ジム or  

サークル 
昼食 英語レッスン ↓ ↓ 

14:00 
セミナー 勉強 昼食       英語レッスン ↓ ↓ 

15:00 
チュートリア
ル 

セミナー                   ↓ ↓ 

16:00 
                              ↓ ↓ 

17:00 
                              ↓ ↓ 

18:00 
夕食       夕食                  ↓ ↓ 

19:00 
 夕食 サークル 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
            サークル                         

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝      就寝 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。 

シェフィールド大学は、留学生の数も多く、世界各国から集まる優秀な学生と学べる場所です。よく勉強し、よく遊ぶと

いうようにメリハリがきちんとついている学生が多いように感じます。日本の大学とは異なって、街中のあちこちに大学の建

物があり、どの建物も違う特徴を持っているのでいろんな建物で授業を受けられることは、個人的には面白いと感じていま

す。また、300 を超える部活動やサークル、日々の様々なイベント、週末の day trip 等と学生生活を楽しめるチャンスが

多いと感じています。 

授業に関しては、講義と少人数で受けるセミナーに大きく分かれています。毎週数十ページと膨大なリーディングに加

えて中間課題（私の場合、1000 ワードと 1500 ワードのエッセイ、5 分間のポッドキャスト）があるので、日本の大学よりも

はるかに課題は多いと思います。 

私は、Allen Court という city にある寮に住んでいます。私のフラットには、私の他に 3 人の学生が住んでいて、キッチ

ンのみ共有しています。Allen Court は、おそらくシェフィールド大学の学生寮の中で一番寮費が高いと思われますが、バ

スルームが自分の部屋にあること、キャンパスや図書館に近いこと、無料のジムがあることからお勧めします。 

ここでの生活については、スーパーマーケットや city center が近くにあるので買い物に困ることはありませんし、治安も

いい街だと思います。シェフィールドには、多国籍のレストランも多いので、いろんな国の料理が楽しめます。学生生活を

楽しめる環境が整っているといえると思います。 

 

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。 

上でも述べましたが、シェフィールド大学には、世界各国から優秀な学生たちが集まってくるので、そういった学生たちと共

に学び、交友関係を築くことはとても貴重な経験になると思います。私にとっては、尊敬できる友人が多いですし、学生生

活を楽しめる環境が整っているので、刺激的な毎日を過ごせています。 

シェフィールド大学の語学要件は、高くて大変かと思いますが、留学を楽しんでいる自分をイメージして、それをモチベー

ションにするといいと思います。（私は、そうしていました。）  

留学先で得る経験は、かけがえのないものなので、少しでも留学に興味があるのであれば、ぜひ挑戦してください。応援し

ています。  

 


