
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 5月 10日 

留 学 先 大 学 西シドニー大学 

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）：     ，（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 2018年2月－2018年7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。 

前年度に同大学へ留学をしていた先輩に連絡を取り、大学の雰囲気や留学の経験談などを教えて頂きました。そこで現地

学生の友達を紹介してもらったおかげで、留学生活でいいスタートがきれたと思います。また、先輩方の留学報告書がとても

役に立ちます。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：学生ビザ  申請先：Department of Immigration and Boarder Protection 

(オーストラリア政府移民局) 

ビザ取得所要日数：即日  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用： 560 ドル 

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？ 

パスポートの情報が求められます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館や健康診断などに行く必要はなく、全てネット上での申し込みです。 

オーストラリア政府移民局のサイトでアカウント作成後、質問事項に答えて認可が下りるのを待ちます。 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

質問事項がすべて英語なので、間違えて理解していないか不安でした。解説しているサイトがあるのでそちらを参考にする

のをお勧めします。 

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） 

日本である程度両替して現金を持っていきました。携帯電話は SIM フリーにあらかじめしておいて、現地の携帯会社で新た

な SIM を購入して使用しました。 



 

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 インターネット     ※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 シドニー空港(国際線) 現地到着時刻 7 時頃 

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 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 

私は使いませんでしたが、事前予約で空港から寮までの無料送迎サービスがありました。 

大学到着日 2 月 21 日 9 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（5 人でキッチンとトイレを共有し、部屋は個人） 

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 インターネットで契約から支払いまですべて行います。 

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？ 

すぐに見つかります。募集のお知らせの後すぐに申し込みをしないと、希望の人数の部屋を取れないことがあります。 

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 1 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？ 授業やキャンパスの施設紹介、大学のサービス紹介など 

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 3 月 5 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？ 

在留届をインターネットでシドニー大使館に提出します。 

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？ 

Commonwealth Bank という銀行会社で日本から口座を開設しました。パスポートとビザ証明の書類、現地住所や電話番号

を提示するだけであまり時間はかかりませんでした。数日後に提示した住所のもとへ支払いや現金引き出しに必要なデビット

カードが送付されます。 

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？ 

Optus という携帯会社で SIM カードを購入しました。携帯を事前に SIM フリーにしていなかったので、空港到着後すぐに携帯

を使うことが出来ず大変でした。 



 

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（11 月下旬） 

    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？  

大学からメールで指示が出されるので、そのタイミングで履修登録します。3～4 つの授業を実際に受けることになりますが、

この段階では余分に申請することが出来たと思います。現地到着後に、もう一度履修変更、追加や削除する機会がありま

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？ 

期間内ならば可能です。変更、追加は授業開始から約一週間、削除は約一か月後が締め切りでした。 

 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
勉強       勉強 勉強        自由行動 

10:00 
勉強       勉強 勉強                   

11:00 
勉強       勉強 勉強                   

12:00 
勉強       勉強 勉強                   

13:00 
 勉強              勉強       

14:00 
授業 勉強 勉強 勉強       勉強       

15:00 
授業 勉強 授業 勉強       勉強       

16:00 
復習 勉強 授業 勉強       勉強       

17:00 
復習 勉強 授業 勉強       自由行動       

18:00 
復習 勉強 復習 授業 自由行動             

19:00 
            復習 授業                   

20:00 
                                          

21:00 
      勉強       勉強                   

22:00 
      勉強       勉強                   

23:00 
      勉強       勉強             勉強 

24:00 
                                    勉強 



 
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。 

授業は講義型とディスカッション型の形態に分かれており、予想はしていたけれど日本の大学とは全く違う授業態度を求め

られるので戸惑いました。歴史、社会学、言語学など多岐にわたる分野の授業を取りましたが、すべて自分の興味をカバー

しているので授業の選択には満足しています。明治大学のように学期の最初に授業の雰囲気を知る 1 週間のお試し期間み

たいなものはないので、事前にシラバス(leaning guide)を読んで講義内容や課題について確認することがとても重要だと感じ

ました。 

 

大学付属の寮は、とても住みやすく一か月もしないうちに慣れました。住みやすさはルームメイトによると思いますが、私の場

合は5人でキッチンとシャワートイレを共有していて、特に問題なく快適に過ごしています。寮全体で毎週水曜日にBBQが開

催され、日曜日には無料の朝ごはんなどが提供されていて、他にも定期的に映画鑑賞会やパーティーが催されるなど、非

常に積極的に寮生同士が交流する機会を設けている印象を受けます。 

 

自由時間のほとんどは大学の友達と遊んでいて、車で観光地やローカルの人しか行かないような街のレストランなどに連れ

て行ってもらいリラックスした時間を過ごしています。平日はほとんど勉強に時間をかけ、週末は思いっきり遊ぶことでメリハリ

をもって生活しています。思っていたより自由に使える時間が多いので、クラブに入ったりインターンシップをしたり自分の選

択によって留学の充実度が大きく変わるのだろうなと思います。 

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。 

他の国への留学経験がないので比べられませんが、オーストラリアは本当に多民族国家で予想よりアジア人が多かったり日

本食レストランも身近にあったりして、初めて留学をする人にとっては馴染みやすく最適な環境だと思いました。日本語を勉

強している生徒にも会えて、留学生へのサポートもしっかりしていて、そういった意味で西シドニー大学は比較的留学しやすく

安心できる点です。 

留学する前に何よりも大事なのは英語の勉強(特にリスニング)と日本に関する知識を持つことです。相手が何を言っている

のかが分かれば、基本的になんとかなると思います。さらに授業の理解度も増し、英語での会話が楽しくなります。日本に関

する知識はいわずもがなですが、自分はふいに日本の憲法改正に対する意見を聞かれてあたふたしてしまった経験がある

ので、幅広く日本に関する知識を知り、意見を持つことは大切だと思いました。 

留学に来たら思っているよりも自由な時間が多くて、自分を見つめなおす機会もやりたいことを実現できるチャンスもたくさん

あります。一方でぼーっとしていたら時間がすぐ過ぎてしまうので、留学前から綿密な計画を練ることも大事です。私は留学

をして良かったと感じ、この大学を選んだことにも満足しています。絶対にかけがえのない経験になると思うので頑張ってくだ

さい。応援しています！ 

 

 


