
協定留学近況報告書 

記 入 日 2020年 5月 7日 

留 学 先 大 学 マッコーリー大学 

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 2020年2月－2020年12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。 

私が出発したのは、オーストラリアで山火事が発生している時期でした。そのため、マスクなどは現地で品薄が予想されたため日本から大

量に持って行きました。留学先では体調管理が一番大事と言っても過言ではないと思うので、現地の情報を事前に調べ、自分に必要だ

と思うものは日本から持っていくことをお勧めします。他に事前準備として大事なのは、やはり英語です。英語ができて当たり前の世界に行

くわけなので、留学の手続きが忙しい中でも英語の学習はしっかりやるべきだと改めて感じました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：学生ビザ(student” subclass500) 申請先：Australian Department of Home Affairs 

ビザ取得所要日数：数日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：628.18(AUD) 

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？ 

ビザ習得の際は、パスポートと CoE(Confirmation-of-Enrolment)と呼ばれる入学許可書が必要です。これは各大学からの手続きを進め

る中でメール等にて送られてくると思います。オーストラリアはインターネットでビザを手配できます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ビザ申請の web サイトから必要な項目を全て記入していくという形です。記入する量は多く、慎重に進めなければならないので、１ページ

ずつ保存しながら数日かけて行った記憶があります。詳しい手順等は検索すれば沢山出てくると思いますので、そちらを参考にしていただ

くのが一番だと思います。 

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 

曖昧な質問がいくつかあったような印象です。勘違いして進めないように、丁寧に進めてください。 

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） 

携帯電話はシムフリー化して現地のシムを使うことをお勧めします。それが一番安くて楽だと思います。私の友人はアマゾン

等で先に取り寄せて、現地で購入するという手間を省いていました。私は留学の直前に携帯を変えたため、シムフリーにする

ことができず、au の海外データ eSIM というサービスを使っています。現地のシムを使うよりは高くつきますが、電話番号が変

わらないので楽な部分もあります。実際、私は空港についてすぐにハプニングで送迎のドライバーと連絡を取らなければなら

なかったので、この au のサービスで良かったと思っています。現金は今のところあまり必要な場面はないです。クレジットカー

ドがあれば決済には困りません。万が一のことに備えて一定額、空港で両替はしたほうがいいですが、それでも不安な場合

は事前にキャッシュパスポートを作っていく等の選択肢もありだと思います。荷物に関しては、当たり前のことですが持ち込め

る荷物、重量を事前に調べて、空港で焦ることのないようにしましょう。 



 
Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL,カンタス 

航空券手配方法 
スカイスキャナーやエアトリを参考にしました。 

※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 Sydney Airport 現地到着時刻 6:40 am 

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 時間半 

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 

大学が無料で提供している送迎サービスを使いました。時間になってもドライバーが現れず、着いて早々に電話をする羽目になりました。

しかし、このサービスは便利なのでぜひ使ってください。 

大学到着日 2 月 18 日 8 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 大学から送られてきた寮のリストから選びました。私の寮ではスカイプで面接がありました。 

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？ 

希望のところに行けるように、すぐに申し込みました。 

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 2 月 18 日から 2 月 21 日まで 

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？ ダイニングホールで、ガイダンスやアクティビティが行われました。 

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 ２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？ 

特にありません。 

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？ 

特にしていません。 

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？ 

開設していません。 

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？ 

購入していません。 



 
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 10 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？  

現地の学生と同じです。むしろ留学生が取れない授業もあります。明治大学で履修した授業の証明書をメールで送って事前に履修はで

きましたが、実際に授業に出てみないとわからないところは実際あるので、そんなに悩みすぎる必要はないです。行ってからも履修は変更

できます。 

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？ 

変更追加も可能でした。一定の要件を満たさないと取れない授業もあるので、そこはシラバスをよくみた方がいいです。 

 

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 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 

9:00 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 

10:00                                 

11:00                                 

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:00 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:00                                           

15:00 軽く運動 軽く運動 軽く運動 軽く運動 軽く運動 軽く運動 軽く運動 

16:00 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 

17:00                                           

18:00                                           

19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 友人と過ごす 友人と過ごす 友人と過ごす 友人と過ごす 友人と過ごす 友人と過ごす 友人と過ごす 

21:00                                           

22:00                                           

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。 

コロナウイルスの影響で、想像していたような留学生活ではないというのが正直な感想ではあります。他の多くの留学生が帰

国する中で不安もありましたし、私も帰国するべきか本当に悩みました。それでも、オーストラリアに残って勉強すると決めた

のは、ここを耐えた先に何かあるような気がするからです。部屋から一歩出れば、様々なバックグラウンドを持つ人たちと英

語で話せるという、日本では決して経験できないようなこの環境に価値があると思っています。そこはこんな状況でも、自分

の留学の本質からずれていません。 

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。 

まずはとにかく英語力です。留学のための語学試験の基準を満たすのはもちろんですが、そこで終わらずに、高みを目指し

てください。もし、交換留学に行こうか迷っているなら、絶対に目指すべきです。日本でやりたいことがあるなら別ですが、そう

でないなら、行動あるのみです。経験せずに考えても、答えは見つかるものではないと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year 2020 month 5 day 7 

Host University Macquarie University 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：      

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

Year 2020 month 2 to year 2020 month 12 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Arts and Letters Major(field of study) Literature / Graduate school of      

Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 3／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.  

When I came to Australia, that was a period of the bush fire. I brought a lot of surgical masks from Japan 

because I predicted that masks would be out of stock. You can’t be too careful of your health. I strongly 

recommend that you bring all necessary things with you.  

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) 

Type：student” subclass500 Where to apply： Australian Department of Home Affair 

How long did it take to get a VISA：A couple of 
days（How long did it take from the application to the acquisition 

of your VISA?） 

Cost：628.18 AUD 

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

Passport and CoE (stands for Confirmation of Enrolment) 

Please report on the details of applying process. 

You can fill in all the blanks on the website. There are a bunch of questions, so you should err on the side of 

caution. I remember doing this for a few days while saving the data. Please refer to the website if you know more 

detail.  

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

No, I didn’t. 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

There are some vague questions. You should try not to misunderstand. 

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.)  

I recommend that you have your phone SIM card unlocked in Japan. That’s the cheapest and most convenient 

way. One of my friends got SIM beforehand so that he doesn’t have to buy it at the airport. I ‘m using the service 

called eSIM by au. It’s convenient in a sense as you don’t have to change the phone number. When it comes to 

cash, I haven’t come across any cases that requires me to pay by cash. When you have a credit card, that’s 

enough. However, you should get some Australian dollars at the airport just to have some peace of mind. Also, 

you should be check a couple of things about shipments so that you don’t have to be panicked. 



 
Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline JAL. Quantas 

How to purchase air 

ticket 

Skyscanner, Airtrip 

※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 Sydney Airport Arrival time 6:40 am 

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? 

One and a half hours. 

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

transportations. 

You can use the pick-up service for free.  

Arrival date Month 2 date 18 time 8 am 

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 

I chose the list sent by university. You have to take a interview online depending on the 

dormitory. 

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

to find it? 

I applied to the dormitory as soon as possible. 

3. Orientation 

Was there any orientation?  Yes  No 

Date From Feb 18th to Feb 21th.       

Was it mandatory to attend? Yes    No 

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

Contents (details) We had some orientation. 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

 Yes  No 

Date of beginning of the class Month 2 day 24 

 



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? 

No. 

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? 

No. 

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? 

No. 

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? 

No.  
 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

 Before departure （approximate date: month 11day 10） 

     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?  

The way I registered was the same as other students. There are some classes that exchange students are not 

allowed to take. You don’t have to be worried about your courses too much as you never know the actual 

atmosphere before attending your classes.  

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? 

It was easy to drop and add other units. You should refer to the syllabus carefully as some units have specific 

requirements.  

 



 

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 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

9:00 Study Study Study Study Study Study       

10:00                                           

11:00                                           

12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13:00 Break Break Break Break Break Break Break 

14:00                                           

15:00 Excercise Excercise Excercise Excercise Excercise Excercise Excercise 

16:00 Study Study Study Study Study Study Study 

17:00                                           

18:00                                           

19:00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 

20:00 Spend time with 
friends 

Spend time with 
friends 

Spend time 
with friends 

Spend time 
with friends 

Spend time 
with friends 

Spend time 
with friends 

Spend time 
with friends 

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. 

To be honest, this studying abroad is far from my expectation due to the COVID-19. A lot of other exchange 

students went back to their own countries, and I was also undecided whether I have to go back to Japan or not. 

However, I decided to study here in Australia because I think I’ll be able to see the light at the end of the tunnel, 

which is really important for me. Once I step out of my room, I can immerse myself in English environment which 

I would never have experienced if I had studied in Japan. I find it valuable. This is not so far away my value of 

studying abroad.  

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

the future. 

If you are still deciding to study abroad, you should give it a shot. Taking action and getting experience are 

important more than anything. I believe we can’t find the answer to the best of our limited knowledge and 

experience.  

 


