
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 11月 30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）：人文科学部，（現地言語での名称）：The faculty of Humanity 

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 2018年９月－2019年6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2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。 

明治大学の学内審査通過後は、自分でマンチェスター大学出願の準備を進める必要があります(マンチェスター大学のウェ

ブサイトにて) 私はそれを把握していなかったため、出願締め切りの数日前に急いでオンラインアプリケーションを作成し、提

出する始末になってしまいました。マンチェスター大学のウェブサイトを頻繁に確認することをお勧めします。 

寮については、数も多く場所によって雰囲気が大きく異なる為、寮専用の口コミサイトを参考にしたりマンチェスター大学留学

経験者に相談すると良いと思います。 

また、学内審査通過後も英語の勉強を継続的におこなったり日本の文化や政治について英語で説明できるよう準備するだ

けで留学のスタートが大きく違ってくると思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：Tier4 Visa 申請先：UK Visa Application Centre 

ビザ取得所要日数：約３週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用： 

ビザ申請料 \52,896 + 健康保険付加料(IHS 代) \22,800 

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？ 

・ 昔のパスポート 

・ 現在のパスポート 

・ 米パスポート(他国籍のパスポートを保持している場合) 

・ マンチェスター大学からの CAS 番号 

・ 英語力証明書(IELTS) 

・ 成績証明書(英文) 

・ 資金証明書 

・ 証明写真(パスポートサイズ２枚) 

・ ビザ申請書 

・ ビザ予約書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンラインアプリケーションを作成する(ビザ申請料と健康保険付加料も支払う) 

VFS のウェブサイトで書類提出の予約をする 

予約した日に新橋のビザ申請センターに書類を提出しに行く 

審査結果を待つ(2 週間ほど) 

ビザがおりたメールを受け取ったら、ビザ申請センターに受け取りに行く 

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？ 

ありませんでした。 

 



ビザ取得に関して困った点・注意点 

マンチェスター大学から入学許可書が届いた後、CAS 番号を申請し発行してもらう必要があります。 

他の留学予定者は既に入学許可書を入手しビザの発行を終えている中、やっと入学許可書がおり CAS 番号が申請出来た

為、少し焦りました。(6/14 に入学許可書が届きました) 

CAS 番号を発行するデータの Confirmation mail がマンチェスター大学から届きますが、大学名の間違い等の不備が生じてい

たので、よく確認することをお勧めします。 

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） 

・ オンラインアプリケーション提出 

・ SIM カードの手配 

・ クレジットカードの作成 

・ 日本から海外に送金する手段を確認しておく 

・ 年金の学生特納制度の手続き        

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 British Airways 

航空券手配方法 
H.I.S. 

※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 マンチェスター国際空港 現地到着時刻 16：45 

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(待ち時間や手続きを含めると２時間程かかった) 

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 

インターネットのフォームで事前に Airport Welcome Service を予約しました。 

到着ロビーで学生スタッフがマンチェスター大学のプラカードを掲げて待機していてくれました。 

 

大学到着日 9 月 13 日 20 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 大学から自宅に送られてきたパンフレットと Student Crowd というサイトのレビューを参考にして第

三希望まで決めました。 

 

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？ 

はい。 

 



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 14 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？ 大学生活、必要な手続き、注意事項など。 

他にも workshop 形式で様々な説明会が任意参加で行われていて、ここでも多くの情報が得られ

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 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？ 

ビザの証明となる BRP カードの受け取りが必要でした。 

Visa 申請の際、私は郵便局受け取りを選択したので現地の特定の郵便局に取りに行きました。パスポートと日本のビザセン

ターで受け取った書類が必要です。 

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？ 

NHS(イギリスの医療保険制度)を利用するために GP(かかりつけ医)の登録をしました。 

私の寮の場合、近くの病院の職員がきていたので寮にて登録が出来ました。 

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？ 

寮費を分割払いする為にイギリスの銀行の Debit カードが必要だったので BARCRAYS で口座を開設しました。 

大学で Bank letter を作成してもらい口座開設の予約を取ることが出来ます。 

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？ 

giffgaff の sim カードを利用しています。 

インターネットでのみ注文が可能であったため、出国前に自分の寮の部屋宛に発送しました。 

届くまでに少し時間がかかりました。  

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（５月 29 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？  

オンラインアプリケーション作成時に Proposed Study Plan を提出し、マンチェスター大学インターナショナルオフィスの方が

代わりに登録してくれます。 

IELTS のスコアによって受講できるコースは制限されていますが、基本的にはどの学部の授業も履修することが可能です。 

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？ 

授業の変更は、講義が重なっている、既に学習済みの内容であった等のアカデミックな理由でない限り変更できませんでし

た。チュートリアルは選択肢がいくつかあり、曜日を変更することが可能です。 

 



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 
            Introduction to 

International 

Politics 

(Tutorial) 

Development 

Economics IIA 

(Tutorial) 

The Politics of 

Globalisation 

(Lecture) 

            

10:00 
                  Advanced 

English 

Language in 

Use 

The Politics of 

Globalisation 

(Lecture) 

            

11:00 
      Introduction to 

International 

Politics 

(Lecture) 

      Advanced 

English 

Language in 

Use 

                  

12:00 
                  Advanced 

English 

Language in 

Use 

                  

13:00 
                                          

14:00 
                        Development 

Economics IIA 

(Lecture) 

            

15:00 
                  Introduction to 

International 

Politics 

(Lecture) 

Development 

Economics IIA 

(Lecture) 

            

16:00 
      The Politics of 

Globalisation 

(Tutorial) 

                              

17:00 
                                          

18:00 
International 16 

meeting (till late 

at night) 

Linguistic 

Society (Korean 

Class) 

      Dance Practice                   

19:00 
      Linguistic 

Society (Korean 

Class) 

      Dance Practice                   

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。 

授業は、レクチャーとチュートリアルで構成されています。政治学のチュートリアルでは、国際問題を様々な学派に当てはめ

て考えたり、活発にクラスメートと意見を交換します。そこで自分の偏った見方や狭い視野で国際関係を考えていたことに気

付かされます。また、大量の reading の宿題が出される為、日々苦戦しています。地道に努力しながらも、効率良く skim 

reading するコツをつかむことが私の現在の目標です。 

相手に言いたいことを伝えるためのツールとして英語力は大変重要ですが、一番必要なのは豊富な知識と様々な角度から

物事を考える力だと強く実感しています。より多くの文献を読み、知識を増やし視野を広げなければと常に感じています。こ

ちらでの勉強は正直とても大変ですが、自分が興味ががあって掘り下げて学びたい分野なので、とても楽しんでいます。 

 

勉強面以外では、ダンスサークルや言語サークルに入り、勉強とリフレッシュの時間にメリハリをつけながら充実した日々を

送っています。先日、幸運にも大学内で選抜された 16 か国出身の 16 人のチームからなるインターナショナル 16 に選出し

ていただきました。インターナショナルなイベントを計画し開催することが主な活動です。まだ始まったばかりですが、日本人

の代表として日本の良さを世界中から集まったマンチェスター大学の留学生に発信していきたいと考えています。 

 

寮は食事付きで、フォーマルディナー等のイベントが度々行われる為、寮内で仲良くなった友達が多いです。 

 

マンチェスターはイギリス内で最も多文化の都市とも言われており、様々な国からの生徒がソサエティ以外にもクラスや寮に

大勢います。その為、毎日が驚きと新発見で溢れ、常に充実しています。 

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。 

留学は楽しいことと大変なことが背中合わせですが、辛さを乗り越えたときに得られるものは大きいです。私は、マンチェスタ

ーに来てまだ二か月しか経っていませんが、既に多くのことを学び充実した日々を送ることができ、留学を決意して良かった

と感じています。 

留学前にしっかり準備し、留学中はとにかく色々なことに挑戦し思いっきり楽しむことが大切だと思います。 

 

先日、留学生活を５分程度にまとめた動画を作成したので、参考にしてみてください。少しでも留学のイメージを膨らませる

手助けになれば、嬉しいです。 

( https://drive.google.com/file/d/19hAccfLYLFJ-Vtcy2IdX7GWWS5lDlEHR/view?usp=drivesdk ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year 2018 month November day 30 

Host University The University of Manchester 

Department you belonging to 

at the host university 

 I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：The faculty of Humanity 

 I do not belong to any specific department and taking the classes of 

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year 2018 month September to year 2019 month June 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Political Science and Economics Major(field of study) Politics / Graduate 

school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year Sophomore／Graduate Masters Doctorate year      

Ｉ. How did you find the information to prepare for your departure? Please report and give some 

advises for future exchange students going abroad on what they need to know and be 

informed.  

After getting through the process in Meiji University, you need to apply for Manchester University by yourself(through the website 

of the University of Manchester) Since I did not know it, I was ending up completing online application form just before the deadline. 

I would recommend you to check Manchester University’s website frequently. 

As for the accommodation, there is a lot of them and atmosphere in each of them differs a lot. So, it will be nice to look up the review 

website or ask to people who have studied there. 

Also, I kept studying English and tried to deepen my understanding of Japanese culture and politics while I was in Japan. These 

preparation helped me a lot. 

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) ※Please report in detail. 

Type：Tier4 Visa Where to apply：UK Application Visa Centre 
How long did it take to get a VISA：About 3 weeks 

（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：¥52,896(Visa Applying Fee) + ¥22,800(Immigration 

Health Surcharge) 

What kinds of documents were required to submit to apply for VISA? How did you prepare those 

documents? 

・ Old passport(s) 

・ Valid passport 

・ American Passport (If you have one from other nationality) 

・ Online application form CAS(Confirmation of Acceptance for Studies) 

・ IELTS score report 

・ Academic Transcript (one you used to get CAS) 

・ Bank Certification 

・ ID photo ( 2 photograph of passport size) 

・ Copy of Visa Application Form 

・ Copy of Visa reservation confirmation form 



Please report on the details of applying process. 

・ Create online application through Visa4UK (Paying fee for visa and IHS on the same website) 

・ Make appointment of visa center through VFS webpage 

・ On the day of your appointment, go to the visa center in Shinbashi and submit your application and other support 

documents 

・ Wait for the approval (About 2 weeks) 

・ Once you get notification that your application is approved by email, go pick up to visa center you submitted papers 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

No need of the interview. 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

You need to request CAS number to the University of Manchester after you get an acceptance letter. 

Many of other exchange students got an acceptance letter and applied Visa really early though, I could not get the acceptance letter 

until 14th of July. So, I was a bit frustrated.  

You will get a confirmation mail of your personal information when you request a CAS number. There is sometimes some mistakes 

such as your home University name, so I recommend you to check them carefully. 

Ⅱ-2．Preparation before departing for exchange program （Other topics） 

Please report on any other necessary preparation before your departure. (E.g. Preparation of money, 

purchasing a cellphone, shipments of your commodities, and etc.)  

・ Submit the online application through the website of Manchester 

・ Make your phone sim free and make an arrangement of the sim card 

・ Create a credit card 

・ Check the way to send money to UK from your bank account 

・ Make an arrangement of your pension 
      

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline British Airlines 

How to purchase air 

ticket 

H.I.S. 

※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。 

Arrival airport Manchester Airport Arrival time 4:45pm 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  other                     

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

About 30 minutes (Overall about 2 hours including waiting time and procedure time) 

Are there any important points to get to the campus? Please inform on the cost of taxi or any 

transportations. 

I reserved an Airport Welcome Service online beforehand. 

Some students carrying a placard which says The University of Manchester was waiting for me at the airport lobby 

Arrival date 
month September date 13 time 8pm 



2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

If your answer is “No”：The date you checked-in was… 

month     day      

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（     ） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

Refer to the accommodation brochure send by university, pick three choices. 

The review website called Student Crowd helps me a lot as well. 

Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles 

to find it? 

Before my departure 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 14th September 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

Did it cost any? No. It’s free of charge.   Yes（Cost：     ） 

Contents (details) About your University life, necessary procedure for the exchange students, precautions 

and so on. 

Also, there is some optional workshop which explains specific things such as banking 

and studying. 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month September day 24th  

 

Ⅳ. Other process to be completed after arriving 

1．Was it necessary to get any permission of staying after arriving? If yes, where, report on when, and how 

to apply for a permission? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

After arriving UK, I needed to get a BRP card (Biometric Residence Permit) as a certificate of Visa. It will be your ID card in UK 

also. 

Since I chose to get it at Post Office, I had to go to the certain post office in Manchester city. To get a card, you will need your 

passport and a paper which you get at the visa centre in Japan. 

2．Were there any other procedures you completed after arriving? (E.g. medical checkup, inoculation and 

etc.) If yes, report on where, when, and how did you complete them? How long and how much did it take? 

Was there any trouble? 

Register for NHS(National Health Survice) and GP(local crinic) To see a doctor or to make an appointment at a hospital, you need to 

register them.  

I was able to register them in my accommodation in the welcome week. 

3．Did you open any bank account abroad? How did you open it and what kinds of documents were 



required to apply? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

To make a payment accommodation fee by installments, I need to get a debit card from UK bank. So, I opened an account at BARCRAY. 

At the University, you can get a bank letter and make an appointment to open a bank account.  

4．Did you purchase any cellphone? How did you open it and what kinds of documents were required to 

purchase it? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

I’m using a sim card by giffgaff. 

They were only available to get online, so I ordered it beforehand and sent it to my room in my accommodation. 

However, It took a time to deliver.  

 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month May day 29th ） 

    Online Filling out an application form  Not allowed to register other（     ） 

After arriving（approximate date: around month     day     ） 

    Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register other（     ） 

Was there any priority as an exchange 

student? 

Yes        No 

If your answer is Yes, please report on the details. 

      

If your answer is No, how did you register your classes?  

I submit a “Proposed Study Plan” which is a list of classes I want to take.  

International office of Manchester will register the classes for you. 

There is some regulation for classes depends on your IELTS score, but other than that, you can take mostly any classes from 

any department. 

If you had registered the courses before departure, could you change or add any classes after arriving? Could 

you register all the classes which you wished to attend? 

You can change classes only when you have an academic reason or timetable crush.  

 



 

Ⅵ. Weekly Schedule (Please enter your daily life such as class, activities, and self studies.) 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
            Introduction to 

International 

Politics 

(Tutorial) 

Development 

Economics IIA 

(Tutorial) 

The Politics of 

Globalisation 

(Lecture) 

            

10:00 
                  Advanced 

English 

Language in 

Use 

The Politics of 

Globalisation 

(Lecture) 

            

11:00 
      Introduction to 

International 

Politics 

(Lecture) 

      Advanced 

English 

Language in 

Use 

                  

12:00 
                  Advanced 

English 

Language in 

Use 

                  

13:00 
                                          

14:00 
                        Development 

Economics IIA 

(Lecture) 

            

15:00 
                  Introduction to 

International 

Politics 

(Lecture) 

Development 

Economics IIA 

(Lecture) 

            

16:00 
      The Politics of 

Globalisation 

(Tutorial) 

                              

17:00 
                                          

18:00 
International 16 

meeting (till late 

at night) 

Linguistic 

Society (Korean 

Class) 

      Dance Practice                   

19:00 
      Linguistic 

Society (Korean 

Class) 

      Dance Practice                   

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

        



     
Ⅶ. Feedbacks from the beginning of the program to the present 

Please give us any feedbacks on the host university, your program, classes, dormitory, and your life 

abroad. 

Every courses consists of two parts, lectures and tutorials. In tutorial classes, we apply many different theories to 

global issues and discuss about it in a small class. I realized how narrow perspectives I had before when I think 

international relations. 

Also, I get tons of reading assignment everyday and I am still struggling with it.  My goal for now is to be able to do 

skim reading efficiently.  

English skill is really important to tell your opinion to others, but the most necessary thing is the wide knowledge and the 

ability to think from different perspectives. I always feel I need to read more to deepen my knowledge and broaden my 

perspectives. Since it is the field I always wanted to study, I really enjoy studying here. 

 

Other than studying, I have joined some societies such as dance society and linguistic society. On the other day, I was 

chosen as a part of international 16 which consists of 16 people form 16 different countries. We usually hold 

international event there. I would like to spread Japanese culture to the students from all over the world as a 

representative of Japan. 

 

My accommodation is catered and they have a lot of events such as formal dinner. So, there is a lot of great 

opportunities to get along with friends. 

 

Manchester is known as the most intercultural city in UK and there is a lot of students from variety of countries 

everywhere. So, everyday is filled with surprises and new discovery. 

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university in 

the future. 

Through your life in abroad, you will experience a fantastic time, but also a harsh time. But when you overcome it, the 

feeling of accomplishment you can get is immeasurable.  

It’s been just 2 months since I came to Manchester, I have already learned so many things and I am having really 

productive days here. I am really glad that I have chosen to study abroad and came to Manchester University. 

I think the important thing is that prepare well before your departure and challenge everything and enjoy everything 

while your exchange year.  

 

On the other day, I made a 5 minutes video which shows my life in Manchester.  

I hope it will help you to get some picture of studying abroad :)  

( https://drive.google.com/file/d/19hAccfLYLFJ-Vtcy2IdX7GWWS5lDlEHR/view?usp=drivesdk ) 

 


