
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 11月 23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）：政治学部，（現地言語での名称）：Department of Politics 

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 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。 

留学先大学のホームページにアクセスし、必要な情報を集めていました。また、不明な点はメールを通して留学先大学に

質問しました。どのようなネット上の情報よりも実勢に尋ねてみることをオススメします。私が特に準備が必要であると感じた

点として、英作文能力の強化が挙げられます。期末試験では、日本の大学と同様にペーパーテストも実施しますが、中間試

験では基本的に数千字に及ぶエッセイの提出を求められますので、出来る範囲で作文能力を鍛えておいたほうが無難で

す。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：Tier 4 General Student  申請先：イギリス 

ビザ取得所要日数：３週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：328£ 

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？ 

現在有効なパスポート 

過去発行された全てのパスポート （必須ではないが、求められる可能性がある） 

CAS のコピー、 Visa Application のコピー 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

UK VISAS and Immigrations のホームページで予約します。指定した日時に最寄りの申請センター（おそらく東新橋）に行き、

申請すれば完了です。Visa は自宅へ郵送してもらことができます。 

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？ 

面接などは特にありません。担当官の方々は全員日本人です。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

万が一にも書類に不備があると大変なことになりますので、しつこいくらいに確認しておくことをオススメします。 

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） 

＊ 現金調達 

私はクレジットカードを数枚と、現金を 300£用意して渡英しました。イギリスは一般にカード社会と言われていますが、不測の

事態に備え、現金を持っていくことをオススメします。一度、売店で買い物を使用とした際、カードリーダーが故障し、現金で

の支払いを余儀なくされました。また、９ヶ月程の滞在であれば、銀行口座の開設は必要ではないと思います。 

＊ 携帯電話購入 

日本で SIM フリー化したスマートフォン等を用意し、現地で SIM カードを購入する方法が最も効率的であると感じました。上記

のように、滞在期間は９〜１０ヶ月程ですので新たに携帯電話を購入する必要性は薄いと思います。 

＊ 荷物運送 

主観ですが、日本から荷物を運送してもらう機会はほとんど無いと思います。基本的に現地で何度も揃えることができます。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
Skyrticket 

※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 午後５時 

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       

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 

      

大学到着日 9 月 12 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：9 月 16 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 シェフィールド大学から送られてくるメールの従って申請します。 

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？ 

特になし。大学からの斡旋が基本ですので、心配しなくて大丈夫です。 

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１１日〜１５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？ キャンパスの案内、留学生向けの説明 

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？ 

現地到着後１ヶ月以内に BRP と呼ばれる身分証明書をオリエンテーション期間内に回収します。 

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？ 

特になし 

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？ 

していません。SIM カードを購入しました。 



 

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     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？ 

交換留学生であればレベルに関係無く、全ての授業を履修可能です。 

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？ 

授業の時間が重なってしまったため、一部変更することになりました。 

 

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 
                          予習復習 

8:00 
                                          

9:00 
                  Contemporary 

US Foreign 

Policy, Seminar 

                  

10:00 
            Contemporary 

US Foreign 

Policy, Lecture 

トレーニング Politicsl Theory 

in Practice, 

Seminar  

エッセイの為の

資料集め。 

      

11:00 
      International 

Relations 

Theory, Seminar  

Politicsl Theory 

in Practice, 

Lecture 

                        

12:00 
                                          

13:00 
トレーニング トレーニング トレーニング       トレーニング             

14:00 
                  翌日の授業の

課題図書を読

む。 

                  

15:00 
                                          

16:00 
      翌日の授業の課

題図書を読む。 

翌日の授業の

課題図書を読

む。 

                        

17:00 
International 

Relations Theory, 

Lecture 

                                    

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
復習                                     

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。 

シェフィールド大学には、２４時間利用可能且つ飲食可能な図書館があり、館内にはシャワーも完備されており、非常に充

実した学習環境が整っています。また、日本語学習プログラムがあるため日本語を学ぶ現地の学生と交流しやすいと感じま

す。治安面での心配もまず必要ではありません。 

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。 

シェフィールド大学は、英国版アイビーリーグとも言われるラッセルグループ所属の一校です。その肩書きに恥じぬ大学であ

り、学習環境や留学生に対するサービス等の面でオススメできます。TOEFL の要求点が８０点であるため、容易くはありませ

んが、努力すれば十分に手が届く点数ですので、留学後の苦労を少しでも減らす為と思い、頑張ってください。 

 


