
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 9月 26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 2019年9月－2020年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科英米文学専攻 /      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。 

学校のホームページを見たり、学校や学校のソサイエティ、街の観光協会などの SNS をフォローして様子を掴みました。また、イギリス人

の友人にイギリスはどんな国か聞いたりしました。そして自分のゼミの先生がヨークの方だったのでたくさん色々教えていただきました。他に

も何人かのイギリスに詳しい先生方から色々とアドバイスやお話を聞かせていただきました。細かい学校やビザの手続きでわからないこと

はメールして現地の学校に問い合わせました。 

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  申請先：UKVI 

ビザ取得所要日数：1週間 （お金を余分に払ったので1

週間でした） 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：80088 円 （ポンドで決済なのでレートはその都

度変わります） 

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？ 

パスポートのみ。日本国籍の人は細かい書類の提出が省略されるようです。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンラインにて申し込みをし、その後新橋にあるオフィスで実際に手続きをします。この手続きの日にちはオンラインでの申し込み時に決め

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？ 

ありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ビザ申請はオフィスに行くまで全編英語なので、間違いなどトラブルを防ぐためにもゆっくりやったほうがいいです。イギリスのビザを扱うとこ

ろに質問はできないので注意です。 

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） 

出発の一週間前くらいに、事前に作っておいた日本からのお金をポンドに変えて使えるカードに入金しておきました。出発当

日に５万円ほどポンドに代えておきました。携帯電話は自分のキャリアが SIM フリーにできるので、出発当日に休止状態に

し、こちらで SIM カードを購入し使っています。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ターキッシュエアライン 

航空券手配方法 
スカイチケットから購入しました。 

※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 ９：４５ 

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 自分の家から寮までとすると約２０時間かかりました。マンチェスター空港から寮までは２時間ほどでした。 

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 

      

大学到着日 ９月１４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（イギリス人も３人います。５人で一つの建物に

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 学校側が全て手配してくれたので特にありません 

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？ 

見つかりました。ホームページに寮の様子なども載っていたのでイメージを付けやすかったです。寮までも学校がバスで連れて行ってくれ、

着いてからも寮の人が荷物を一緒に持ってくれて部屋まで連れて行ってくれました。 

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 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？ 大まかな学校についての説明がメインでした。留学生向けのウェルカムイベントも催してくれました。 

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２３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？ 

特にありません。強いて言うなら、学校でパスポートをスキャンしてもらい residence card を受け取ります。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

これからします。まず学校に銀行への紹介状を書いてもらい、その後銀行に行く日を予約し、そこで手続きとなります。 

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？ 

SIM カードのみ購入しました。 



 

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（６月２１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？  

履修登録のメールが送られてきた時に選べる授業のリストが添付されていたのでその中から選んでオンラインで履修登録しました。 

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？ 

追加は出来ませんが変更は出来ます。私は希望通りに授業が取れたので、特に変更はしていません。 

 



 

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                   

8:00 
            起床 準備 

登校 

                  

9:00 
起床 

朝食 

起床 

朝食 

登校 授業 起床 起床 起床 

10:00 
洗濯 

部屋の掃除 

登校 

 

授業 授業  ボランティア 終日自由 

11:00 
ボランティア 自習 授業 授業 ボランティア ボランティア       

12:00 
ボランティア 授業 授業 授業 ボランティア ボランティア       

13:00 
ボランティア 授業 帰宅 帰宅 

昼食 

ボランティア ボランティア       

14:00 
買物 授業 昼食 勉強 ボランティア 昼食       

15:00 
勉強 

 

授業 勉強 勉強 帰宅 自由時間       

16:00 
勉強 帰宅 勉強 勉強 勉強 自由時間       

17:00 
勉強 勉強 勉強 自由時間 勉強 自由時間       

18:00 
夕食 勉強 夕食 夕食 勉強 自由時間       

19:00 
（週によっては学

校の課外活動に

参加） 

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食  

20:00 
自由時間 夕食 自由時間 自由時間 夕食 夕食       

21:00 
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 勉強       

22:00 
                   自由時間 自由時間       

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。 

こちらの大学は、日本にいる時からメールなどの対応やサポートなどとてもよくしてくださるので安心して学校に通うことができ

ています。授業も先生方やクラスの子も優しいのでわからないことなどがあるとしっかり教えてくださいます。寮でもハウスメイト

がみんないい人で、初日から仲良くしてくれたので、毎日ほとんどの時間を彼らと過ごすほど仲良くなることができました。他

の留学生もみんないい人でよく遊びに出かけたりしています。 

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。 

普段の学校生活がしっかりしていて、留学に行きたいという強い気持ちがあれば、きっと留学に行けます。 

英語の資格も必要な値に達していれば大丈夫です。面接で自分が留学先で何をしたいのか明確に伝えられる方がいいと

思います。留学中大変なこともありますが、楽しいことの方が多いです。ぜひ挑戦してみてください。 

 


