
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年    10  月  30    日 

留 学 先 大 学 ヨーク・セント・ジョン大学 

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   ２０２２   年 ９    月－  ２０２２   年 ６    月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部 経済学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 3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。 

インターネットや Youtube。特に動画で現地の雰囲気を知るのは大事だと思う。イギリス英語や文化の違いについて知っ

ておくと生活に馴染める。準備して良かったものはヒートテックとカレーやシチューのルー、日本の調味料（現地でも手に

入るが高い。）ハンガー、洗濯ネット、洗濯物を干すひも（寮に乾燥機もあるが 1 時間弱かかり、お金がかかる。）。サッカ

ーの道具（スパイク、すねあて、ソックス）。準備不足だったことはニュースやスピーチではなく普段の会話のスピードに慣

れていなかったこと。字幕なしで映画やドラマなどを繰り返し見ると良かったと思う。ドライヤー（Amazon.uk で買ったが到

着してすぐ使いたかった。）。 

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：Student visa 申請先：VFS （東京の visaセンター） 

ビザ取得所要日数：2週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：£348 

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？ 

案内通りの書類。銀行預金残高証明は必要なかった。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネットでオンライン申請をする。記入は途中から再開できるため、わかるところから早めに記入しておくことをおす

すめする。 

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？ 

何もなかった。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ウクライナ侵攻の影響でビザの発行が遅れる可能性があったので、早めに申請したほうが良い。 

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） 

送ってほしい荷物があるなら準備しておく。ほとんどクレジットカードが使えるので（寮の洗濯機もカードで支払える。）現金

はそこまで持っていく必要はない。   



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 
スカイスキャナーで安いものを探した。乗り換えが 2回以上は大変だと思う。 

※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 7：30 

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 1.5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 

空港の出口に大学関係者が待っている。無料。 

大学到着日 ９月１７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（どちらも） 

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 大学の指示に従う。メールを確認しておく。 

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？ 

渡航前に決まる。 

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週間 

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？ 大学生活の基本、キャンパスツアー、困ったときにどこに連絡すればよいかなど。 

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？ 

VISA 申請時に BRP カードを申請してあるので、大学で受け取る。航空券とパスポートの写真を大学の Visa チームにメー

ルで送った。 

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の病院登録。スマホで情報を記入する。その後番号が郵送される。 

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？ 

していない。 

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？ 

していない。   



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（     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？  

事前にオンラインで提出。 

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？ 

希望通りだった。授業開始後 2週間までなら変更可能。 

 

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 
                  授業 授業             

10:00 
                  授業 授業             

11:00 
                                          

12:00 
      日本語ボラ

ンティア 
            授業             

13:00 
授業                   授業             

14:00 
授業       サッカー 

試合 
                        

15:00 
            サッカー 

試合 
      授業             

16:00 
            サッカー 

試合 
      授業             

17:00 
      授業                         サッカー 

練習 

18:00 
      授業                         サッカー 

練習 

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

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。 

ヨーク・セント・ジョン大学： キャンパスはそこまで大きくなく徒歩で移動できる。大学のカフェテリアは£3 でピザや日替わり

メニューなどが食べられる。カフェやバーが大学内にあり、バーでは毎週イベントがやっている。24 時間営業の図書館は

たくさんの自習スペースがあるが暖房はついていなく寒い（10月下旬）。 

 

授業： 授業によって課題の量が異なる。授業前にリーディング課題があるので読んでポイントをまとめておくと良い。グル

ープでの作業はネイティブの学生ばかりだと話についていくのが大変。 

 

寮： City Residenceに滞在している。部屋が少し暗いのでランプを買った。サイトにはマットレスしかないと書いてあったが

布団も枕もあった。ハンガーは無いので多めに持っていくと良い。 

 

生活： イギリスは物価が高い。外食は基本日本の 1.5 倍。ヨークは安全できれいな街。寮から大学まで徒歩 10 分。大

学から町の中心地まで徒歩 10 分。過ごしやすい。ヨークからロンドンまでは電車で約 2.5 時間。マンチェスターまでは約

1.5 時間。イギリス、特にロンドンの電車は予想がつかない。遅延やキャンセルは頻繁に発生して不便。天気は崩れやす

いので折りたたみ傘は常備すると安心。 

 

図書館                       一番新しい建物                 ヨークミンスター 

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。 

現地に来るまでにいかに英語力（特にリスニング）を上げることができるかが留学生活を楽しむカギになると感じる。また、

英語力に関係なく、コミュニケーション力が人付き合いには大切だ。相手の話に興味を持ちリアクションをし、質問をしたり

自分のことを話したりする。友達を作ることができれば生活は楽になる。やろうと思えば部屋にこもって日本の Youtube 見

て、日本にいるのと変わらない生活を送ることができる。しかし、せっかくイギリスに来たのなら新しいことに挑戦したり、新し

い人にあったりしてみることが良い経験になる。新しい環境、異なる言語での生活は疲れることもあるが、とても楽しく充実

した毎日を過ごしている。アメリカではなくイギリスを目指す人はイギリスが好きだからだと思う。その気持ちを大切にして、

みなさんも留学に挑戦してほしい。 

 


