
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 5月 1日 

留 学 先 大 学 西シドニー大学大学 

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３月－２０１９年１１月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本３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。 

主にインターネットでホームページにアクセスして情報を集め、過去の先輩の報告書を参考にした。特に授業は、大学のハ

ンドブックをインターネットでダウンロードして何度も読んだ。現地の生活についてはあまり情報収集していなくて、どういった物

を持っていけば良いか、服装はどうすれば良いかあまり理解せずに出発してしまった。インターネットで得られる情報は限られ

ているので西シドニー大学の学生で明治大学に交換留学している留学生にコンタクトをとり、情報収集しておけば良かったと

思った。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：student visa 申請先：Australia Embassy (インターネット) 

ビザ取得所要日数：当日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：575 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？ 

入学許可証、OSHC（保険）、パスポート 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネットを通して大使館の HP にアクセスし、自分のアカウントを作って、必要事項などを記入し、提出物を添付した。 

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？ 

ない 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ない 

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） 

特にない 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 カンタス航空 

航空券手配方法 
カンタス航空のホームページ（どこも値段は変わらないため） 

※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 King Smith Airport 現地到着時刻 1６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 ４０分 

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 

出発前に申し込む。無料。ドライバーとコンタクトをとらなければならないので、空港の WI-FI の利用した。 

大学到着日 ２月１８日１７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） 

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 

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？ 

特に問題なく部屋は確保できるが、申し込みのリンクが来てからすぐやらなかったので 2 人や 4 人部屋をとれなかった。 

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 2 月２２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？ 大学や、オーストラリア、student supportについての説明などあった。ゲームやフリーフードがあり、

楽しいオリエンテーションだった。 

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 ３月４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？ 

インターネット 

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？ 

無い 

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？ 

した。Common Wealth Bank。無料。パスポート、ビザが必須。 

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。SIM カードを現地携帯会社 optuｓで購入。月３１ドルほど。 



 

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（１０月３０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？  

メールで送られてきたリンクから 

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？ 

簡単にできる。全て student website を通して。希望通り授業はとれたが、条件が必要な教科については、明治の成績の証

明をサイトを通して送り、許可を得なければならない。 

 

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 起床 起床 起床 起床 起床 ボランティア 

8:00 
準備 自習（図書館） 自習（図書館） 自習（図書館） 自習（図書館） 洗濯 ↓ 

9:00 
授業（2 時間） 自習 自習 自習 自習 自習 ↓ 

10:00 
授業 友達と勉強 自習 自習 自習 自習 （ボランティアが

無 け れ ば

Village Free 

Breakfast） 

11:00 
English 

Coversation 

↓ 自習 自習 自習 自習 ↓ 

12:00 
Lunch Lunch 授業（1 時間） Lunch Lunch 友達とお出かけ

など 

ボランティア終

了 

13:00 
自由時間 授業（2 時間） Lunch MATA meeting お買い物など  帰宅 OR ボラン

ティアが無けれ

ば友達とお出か

けなど 

14:00 
課題や自主学習 授業 自習 帰宅するか、自

習するか 

   

15:00 
自習 友達とコーヒー 自習 自習    

16:00 
自習 Jaoanses 

Student 

Association 

チュートリアル 自習    

17:00 
自習 ↓ 自由時間 自習    

18:00 
自習 ↓ 自由時間 自習    

19:00 
晩御飯 晩御飯 Village Free 

Dinner 

晩御飯 晩御飯 晩御飯 晩御飯 

20:00 
自由時間 自由時間  自習 自習 自習 自習 

21:00 
自習 自習  自習 自習 自習 自習 

22:00 
自習 自習  自習 自習 自習 自習 

23:00 
自由時間 自由時間  自由時間 自由時間 自習 自習 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 



 
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。 

オーストラリアは多文化多民族ということもあり、大学は様々なバックグラウンドを持った学生がいます。西シドニー大学は特

にアジア系の学生が多いイメージがあります。授業では、どの学生もフェアに扱われため、課題やディスカッションの英語のレ

ベルが高くても、大学のサポートを利用しつつ、とにかく頑張るしかないです。授業中は、教授が言っていることは理解できて

も、学生の会話についていくことが難しく感じました。また、授業は三つだけでも、それに伴う事前課題のリーディングの量が

多いため、毎日勉強しないと追いつかないのですが、授業で出会った友達がいつも手伝ってくれるので、なんとかついていけ

ています。寮は、交流の場が沢山あるので、そこに顔を出すと友達ができやすいと思います。みんなフレンドリーで優しく、面

白い人が多く、仲良くなった人とは休日も一緒に出掛けしたり、深夜までトークしたりしています。ルームメイトは入寮の当日ま

で分からないので、どんな人たちか不安だったのですが、みんな良い人で、一緒にご飯食べたり、お話をしたりと楽しく過ごし

ています。週に一回ほど、空港でのボランティアをしているのですが、朝早くて大変でも、英語力向上に向けて頑張っていま

す。オーストラリアは多文化社会だから、色いろんな人と出会えるし、多国籍な料理を食べられるし、日本にはない新鮮さを

楽しんでいます。 

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。 

まずは、TOEFL の勉強、留学計画書はとにかく早め早めに始めることをお勧めします。基準点も高いし、テストを受けられる

日程も限られているので、一回のテストで全力が出せるように準備していくことが大事だと思います。私は、なんでもギリギリだ

ったので、本当に焦ったし、大変でした。留学計画書はかなり重視されるので自分のやりたいことをじっくり考え、大学の特徴

をよく調べ、時間をかけてやるべきです。そして、日本にいるうちからもっと会話とリスニングの練習しておくことです。私は、こ

こに来て会話についていけず、何か聞かれても上手く答えられなかったり、そもそも何を話しているのか分からなかったりする

ことが多々あり悩みました。友達については、自分がいつも笑顔で、積極的に相手を受け入れる態度を示せば自然とできる

と思います。とにかく最初に積極的に話しかけるように心がけるのが大切だと思います。きっと人生にまたとないチャンスにな

ると思うし、多文化社会のオーストラリアから得られることは沢山あるので、ぜひ頑張ってください。  

 


