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2019 年 3 月 9 日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名 寺田 采紋 

所属       人文  学部  

人文 学科 

留学開始学年        3 年次 

留学機関名 リーズ大学 （国名： イギリス ） 

留学先所属  

留学形態 ☐学部  ☒語学+学部   ☐語学 

留学期間 2018 年 4 月  ～  2019 年   1 月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類

(             ） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（ 大阪     ） 

必要書類 

手続に要した期間 

約１カ月 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

保険の手続き 

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

留学先の寮の申請、大学に入学するための申請 

特に寮を決める際、何十通りの中から自分のニーズにあった寮を決

めることが非常に大変だった。距離や寮費、シェアフラットなど、

どの寮もそれぞれ異なっており、何度もページを行き来してしっか

り説明も読んだ。 

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料       円 ☒住居費  月約 80,000 円 

☐教材費       円 ☒ビザ申請 10,000  円 

☒渡航費（往復） 120,000   円 

☐海外旅行保険           円 

☒その他   ビザ申請時に 1,000,000 円以上記帳されている口座

の書類を提出しなければならない。 

 

2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社  大韓航空 手配会社   

移動経路（往路）  福岡→仁川（ソウル）→ヒー

スロー（ロンドン） 

 

到着時刻  18:00 
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ヒースロー（ロンドン）→仁川

（ソウル）→福岡 

20:00 

 

空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☐大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  

☒公共交通機関（☐バス ☒電車）    

☐その他(                            ) 

空港から移動する

際の注意点、行き方 

空港付近は中心地から離れており、地下鉄を使って中心地に行くまで

1時間弱かかるため、なるべく明るいうちに移動するべきだと思った。

今回は比較的到着が遅かったため、空港近くのホテルに宿泊し、次の

日の朝、地下鉄でキングスクロス駅に移動し、昼過ぎ電車でリーズに

到着した。 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  

☐自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☒個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☐２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☐日本人 

☒他国からの学生 

☒現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順 大学から届いた申請書に記入し、神戸学院の担当の先生に提出 

住居でのトラブル

及び解決方法 

特になし 

大学までの距離 4km 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計  10 万 円/月 

（生活費内訳） 

家賃：  8 万 円、光熱費： 0   円、通学費：   円、 

食費：  2 万 円、通信費： 0   円、書籍代：0 円、 

その他（      ）：     円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

クレジットカードで現金を取り出せない場合は口座を開設したほう

が生活しやすいが、基本カード社会なため、実際は現金で支払うこと

はほとんどなかった。携帯は SIM を使って生活する。 

 

3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

授業の時間は１コマ１～２時間程度で長くはないが、課題の量が

日本の大学とは大きく異なり、授業よりも自主勉強の時間が何倍

もある。 



3 

 

履修登録の時期及び方

法 

☐渡航前 ☒渡航後（  8 月頃） ☒オンライン登録   

☐書類で提出 ☐その他（        ） 

履修した科目 受講期間：2018 年 10 月 1 日 ～2018 年 12 月 16 日 単位 50 

•Structure and sound (linguistic) 

•Worlds of literature 

•Japanese History  

 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 

・履修制限 

 

☐無 

留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

留学生のための相談窓口があり、いつでも質問に行け、メールで

連絡も取れる。 

留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 ID の設定等） 

学生センターで学生証の申請（発行とカードの更新）や寮の契約

（契約期間の変更など）なども行う。 

 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

私は結局特定のサークルに加入はしなかったが、９月～１０月ご

ろに行われるさまざまなイベントにたくさん参加した。特に

Facebook での情報収集や、大学のインターネットでも探すこと

ができる。ヨガや Japanese society、雑誌や広告のサークルなど

自分の興味のあるサークルのイベントはたくさん行った。 
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５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 買い物 

 

 

 

 

授業 課題 授業 遊びに出か

ける 

遊びに出か

ける 

課題 

午後 Language 

Exchange 

 

授業 

課題 授業 Society の

イベントに

少し参加 

 

授業 

  課題 

夜間 Society の

イベントで

パブに行く 

 

 

前日の課題      

 

４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

なによりも考え方が大きく変わった。日本では当たり前だったことが当たり前ではないこ

と、日本人ばかりの中で何十年も生きてきた価値観は他の国の人たちとは全く違ったこと、

とにかくたくさんのことに気づかされる。もちろん日本は良いところばかりではないが、

その反対に自信をもってほかの国には負けていない良さにも気づく。良いことも悪いこと

もどんな小さなことでも、日本を離れなければ見えなかったことがたくさんあり、一生私

の中に残る財産だと感じた。 

同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

ただでさえ語学力の面でハンデがあるにも関わらず、勉強している内容もかなり難しかっ

た。日本の大学生とは違い、大学は勉強をするところ、という考えがイギリスの大学生に

は強く感じられた。テスト期間でもない土日でさえ図書館は席の確保が時々難しかったり

する。 

正直同じレベルで話をすることは難しいと思うが、授業で使われるスライドを予習して、

わからない単語を前もってすべて調べておくと授業をスムーズに聞くことができる。予習

復習は常にしっかりと行うべきだと思う。 
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留学を通しての感想 

語学力の向上を主な目的として、そこまで強くほかの目標もないまま留学に来たが、想像

以上にコミュニケーションでつまずくなど、苦しい思いをした。ホームシックやカルチャ

ーショックも様々な場面で起こった。楽しいという期間よりも大変だった期間のほうが長

かったが、今はたくさんの経験ができたことがどれだけ価値のあることだったかよく考え

る。その場で感じたことを様々なやり方で記録していたが、そういうものも振り返ってみ

て、日本で生活していただけでは絶対に見つけることのできなかった発見や感情がたくさ

ん生まれている。これから先自分がどのようなことがしたいのか明確でなかった私が、今

就活に向けてしっかり動けているのはこの留学の経験からであると強く思う。何がしたい

かしっかり持っていた方がはっきりしていて何事も行いやすいと思うが、私のように今な

にがしたいのか、どうなりたいのか、漠然としているけど変わりたいと思う気持ちがある

なら、留学は何か大きな変化になってくれると思う。 
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2019 年 2 月 18 日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名 C.S 

所属 経営学部 経営学科 留学開始学年 3 年次 

留学機関名 リーズ大学        （国名：イギリス ） 

留学先所属 リーズ大学語学学校 AEUS / リーズ大学ビジネススクール 

留学形態 ☐学部  ☒語学+学部   ☐語学 

留学期間 2018 年 4 月  ～  2019 年 1 月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類：(  Tier 4 ） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所：（ 大阪 ） 

必要書類 

手続に要した期間 

申請書、パスポート（期限切れのものも含む）、CAS、IELTS for 

UKVI 成績証明書 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

リーズ大学入学申込、履修科目の仮登録、寮の希望提出、航空券手

配、海外保険への加入、クレジットカード・デビットカード（現金

出金用）の作成、携帯電話の休止措置・SIM フリー設定 

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

・入寮：パスポートなど身分が証明できるものが必要。管理人常駐

の寮だったので、パスポートを見せすぐに部屋まで案内していただ

いた。 

 

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料      0 円 ☒住居費    800,000 円 

☐教材費      0 円 ☒ビザ申請   60,000 円 

☒渡航費（片道・往復）      200,000 円 

☒海外旅行保険          150,000 円 

☐その他              円 

 

2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社 日本航空 手配会社 アフィニティトラベル 

移動経路（往路） 岡山→羽田→ヒースロー 到着時刻 現地時刻 15:50 

空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☐大学の出迎え ☐知人の出迎え ☒タクシー  

☒公共交通機関（☐バス ☒電車） 

☐その他(                            ) 
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空港から移動する

際の注意点、行き方 

ヒースロー空港からロンドン市内までタクシーで移動。 

翌朝、キングスクロス駅から Virgin Train でリーズ駅へ向かう。オ

ンラインで事前予約ができる。時間帯にもよるが、10 日前の予約な

ら 3000〜5000 円なのに対し当日券は 2〜3 万円のため、早めに予約

をしておく。 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  

☐自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☒個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☐２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☒日本人 

☒他国からの学生 

☒現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順 出発前に国際交流センター担当者の方を通じて寮の希望を提出。到着

2 週間前までに寮決定のメールが届く。 

滞在中に（現地学生の入退寮に合わせて）何度か転居する必要があり、

その手続きはリーズ大学から送られてくるメールを元に各自オンラ

インで行う。 

住居でのトラブル

及び解決方法 

特にトラブルはなかったが、ほとんどの寮には管理人が常駐している

ので、まずは管理人に相談すればよい。管理人不在または不対応の場

合は学内にあるアコモデーションオフィスに連絡。 

大学までの距離 徒歩 5〜15 分 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計    150,000 円/月 

（生活費内訳） 

家賃：   80,000 円（水道・光熱費・通信費込）、通学費：0 円、 

食費：   40,000 円、書籍代：0 円（全てオンラインで配布）、 

その他（交際費など）： 30,000 円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

・携帯電話：普段日本で使っている携帯電話を SIM フリーに設定し

ておくと、現地の SIM カードを購入するだけで格安でインターネッ

トが使える。 

・保険：現地到着後、学内にあるオフィスへ行き NHS（国民医療制

度）に登録しておく。怪我・病気の際、指定病院でのみ外国人留学生

も無料で処置を受けられる。ただし常に予約待ちらしいので、やはり

海外保険への加入は必須。 
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3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

・授業形態：レクチャー（講義型）とセミナー（演習型）の 2 種

類で、セミナーでは与えられたテーマでディスカッションをした

りプレゼンテーションを行ったりする。 

・単位：10 クレジットの科目と 20 クレジットの科目がある。10

クレジットの科目はほとんどがレクチャー10 コマ（毎週）・セミ

ナー5 コマ（隔週）。 

 

履修登録の時期及び方

法 

☐渡航前 ☒渡航後（  8〜10 月頃）  

☒オンライン登録（〜9 月末まで）☒書類で提出（10 月以降） 

☐その他（        ） 

履修した科目 受講期間：2018 年 10 月 1 日 ～ 2019 年 1 月 25 日 単位 

EAST 1265 Japan: History and International Politics 

LEED 2131 Emerging Leaders 

LUBS 1765 Business and Society (Social Theory) 

LUBS 2000 Management, Work and Organization 

LUBS 2060 Contemporary Industrial Relations 

LUBS 2150 People in Organizations 

LUBS 2680 Ethics and Economics 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 ☐無 

・履修制度：おそらく現地の学生よりも早い時期から履修登録が

できる。9 月に入ると現地学生の履修登録が始まりすぐ定員に達

してしまうので、早めに済ませておく。 

・留学生専用オリエンテーション：学部のオリエンテーションと

は別に留学生専用も開催される。同じ内容のものが数日にわたっ

て複数回行われる。 

・チューター制度；他学部はわからないが、ビジネススクール所

属の留学生にはチューター制度がある。希望すれば面談をしても

らえたり、課題提出の際の注意点等を教わったりできる。 

留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

・語学面：語学学校では定期的に個人面談が行われ、学部授業で

もチューター制度があるので気軽に相談できる。 

・学校生活：留学生同士の交流を目的としたイベントが多数あり、

校内で英語が練習できるミーティングも定期的に行われている。 
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留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 ID の設定等） 

・学生証の発行および大学 ID の設定：リーズ大学からのメール

にしたがってまずオンライン登録を行い、その後オフィスで手続

きをする。 

・履修登録；8〜9 月末まではオンライン（メール）での登録。以

降は各学部のオフィスへ直接行き、書類を記入して申請する。 

 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

・ソサイエティ（サークル）活動：リーズ大学の公式サイトから

興味のあるものを探し、9月下旬〜10月にかけて開催されるGive 

it a go（新歓イベント）に複数回参加。ヨガソサイエティにのみ

入会。毎週水曜日に校内のスタジオで行われる。 

そのほかにも、ジャパニーズソサイエティのイベントにも時々参

加し、現地の学生に日本のことを話したり日本人留学生と情報を

共有しあったりした。 

 

 

５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 授業 

 

 

授業 授業 授業 授業 

 

 

 

 

課題、予復

習、観光な

ど 

課題、予復

習、観光な

ど 

午後 授業 

 

 

授業 授業 授業 課題、予復

習など 

 

 

 

夜間 日 本 人 会

（ジャパニ

ーズソサイ

エティ）の

集まり 

 

課題、予復

習など 

ヨガソサイ

エティ 

課題、予復

習など 

課題、予復

習など 
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４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

・能力：前半の語学部分では、学部授業で必要な語彙や知識を増やすと同時に、異文化交

流で重要なスキルの習得に努めた。世界各国からの留学生と第二言語で会話することは誤

解を生じやすく、初めはもどかしい思いをすることも多々あったが、相手に求める姿勢を

改め自らが歩み寄ろうと心掛けたり表現の仕方を工夫したりして、少しずつ乗り越えるこ

とができた。特に、セミナー型授業を毎日受けた経験により、自分の意見をわかりやすく

伝え、相手の考えを尊重しながら話し合う能力が得られたと感じている。 

・考え方：10 月以降はビジネススクールに所属し、あらゆる組織における人的資源管理の

問題や指導者のあり方等を、国際色豊かなクラスメイトとともに学んだ。最も興味深かっ

たのは、文化の違いによって起こるグローバル企業での問題について議論した授業だ。イ

ギリスを含め計 9 カ国の学生と意見を交わすなかで、想像していた以上に多種多様な価値

観があることを知った。私や日本人の多くが肯定的に捉えている言動や考えが他国では快

く思われていないケースもあり、自分とは異なる価値観や視点を持つ人たちと関わってい

くことは非常に難しく、繊細な課題であるということを体感することができた。 

 

同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

・授業：語学学校は比較的課題も少なくリラックスした雰囲気ではあるが、学習する内容

は全て学部授業で必要になるので、与えられた資料などは隅々までチェックしておく。 

・交流：クラブ・ソサイエティ活動やランゲージパートナー、留学生対象のイベントなど、

各国からの留学生を多数受け入れているリーズ大学ならではの制度があるので、それらを

積極的に活用する。 

・生活：留学生同士、日本人同士で悩みを共有することでカルチャーショックが緩和され

たりもしたので、そういった人たちとの交流も大切にする。 

 

留学を通しての感想 

リーズ大学への留学は、異なる価値観を受け入れる難しさと互いの文化を尊重し合う大切

さを日々感じさせてくれ、そういった環境に身を置くうえで必要な考え方や適応能力を持

つことを手助けしてくれた。また、日本を外から見ることで、自分の中にある日本人らし

さを自覚し、日本文化をより誇らしく思うようになった。 
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2019 年 2 月 12 日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名 N.M 

所属        人文学部   

人文学科 

留学開始学年       3 年次 

留学機関名 リーズ大学 （国名：  イギリス  ） 

留学先所属 East Asian Studies 

留学形態 ☐学部  ☒語学+学部   ☐語学 

留学期間 2018 年 4 月  ～   2019 年 １月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類(学生ビザ） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（英国ビザ申請センタ

ー） 

必要書類 

手続に要した期間 

 Tire4申請書・パスポート・パスポート写真・過去のパスポート・

CAS・CASの根拠資料・IELTS for UKVI 成績証明書・英文残高証明

書・ビザ申請予約確認書 

一ヶ月以内 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

 留学先に行ってから寮費などの支払いがあるため、クレジットカ

ードの上限金額を上げておくと安心です。（家賃はまとめて支払い

ました） 

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

 寮が Semester 毎に移動しなければならなかったので希望を出し

たり、寮の期間を延ばしてもらったりするのが大変でした。定期的

に自分の状況を大学のサイトでチェックした方がいいです。 

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料       円 ☒住居費  4 ヶ月で約２０万円 

☐教材費       円 ☒ビザ申請       約５万円 

☒渡航費（片道・往復） 往復約１２万円 

☒海外旅行保険      22,860 円 

☐その他              円 
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2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社  中国国際航空 手配会社   

移動経路（往路）  関空（KIX）- ヒースロー空

港（LHR） 

到着時刻  18:00 

空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☐大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  

☒公共交通機関（☐バス ☒電車）    

☐その他(                            ) 

空港から移動する

際の注意点、行き方 

 地下鉄を利用しました。たまに階段しかない駅があるのでスーツケ

ースを運ぶ際には苦労します。私の場合は英国紳士が運んでくれたの

ですごく助かりました。イギリスでは一度もスーツケースを持って階

段を上り下りしませんでした。素晴らしいですね。 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  

☐自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☒個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☐２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☒日本人 

☒他国からの学生 

☒現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順  リーズ大学からくるメールから申し込むか、student 

accommodation portal にアクセスします 

住居でのトラブル

及び解決方法 

 不満等は直接言いにくいことが多いので、SNS で連絡先を交換し

て治して欲しいことなどを伝えました。 

大学までの距離  徒歩５０分（バスなら約１５分） 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計     ８万円/月 

（生活費内訳） 

家賃：  ５万円、光熱費：    円、通学費：    円、 

食費：  ２万円、通信費：    円、書籍代：    円、 

その他（   娯楽費）：   １万円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

 Three という携帯会社の SIM カードを購入してスマホを使ってい

ました。ヨーロッパ圏ならほとんどの国で使えるので旅行先でも助か

りました。クレジットカードで店頭で買えて、面倒な手続き等はあり

ません。一ヶ月５GB の場合、１５£です 
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3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

 大人数〜少人数制の授業まで授業によって異なる 

語学学校では一クラス１５人程度でグループワークが多い。 

履修登録の時期及び方

法 

☒渡航前 ☒渡航後（ 7~9 月頃）  

☒オンライン登録 ☐書類で提出 ☐その他（      ） 

履修した科目 受講期間：2018 年 10 月 1 日～2018 年 12 月 14 日 単位 

•Beginners Spanish 

•Traditional Alcoholic Beverages 

•Film Music 

20 

10 

20 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☐有 

・ 

・ 

☒無 

あるかもしれないが特に利用した覚えがない 

留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

  

留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 ID の設定等） 

 主に student office に赴いて手続きをする 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

 様々なソサイエティがあり、大学のサイトで見ることができま

す。 

サークルや部活だけではなくイベントやフィールドワークはメ

ールで告知してくれることが多いです。私は友達に誘われて参加

することが多かったです。私が留学した時期（４月）はもうソサ

エティの活動が終盤だったので、イベントや軽く参加できるもの

に参加しました。学校の活動だけでなく、フラットメイトに誘わ

れて毎週日曜日に教会にも行っていました。 
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５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について）学部授業の期間 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前  

 

 

 

 

 

授業  授業   教会へ 

午後  

 

 

 

 

 

図書館で勉

強 

 授業 授業  友達と遊ぶ

（主に昼食

等に教会の

方が誘って

くれる） 

夜間 Society に

参加 

 

 

 

 

 

イベントに

参加 

教会の方と

の集まり 

教会の方と

の集まり 

友達と遊び

たい 

  

 

４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

留学先では今まで自分が培った知識を存分に生かしてください。インプットしたことをア

ウトプットできる絶好の機会です。語学面では特にそう感じました。考え方に関しては、

大きく変わりました。一人一人が個性を大事にし、自分を表現しやすい社会であることに

感銘を受けました。また、私は教会に行く機会があり、クリスチャンの方々の考え方や行

動をよく学ばせていただきました。皆さんとても優しいだけでなく、自分の意見や信念を

しっかり持った方ばかりでとても尊敬できました。勉強面で辛いことがあった時は優しく

励ましてくださり、とても助かりました。今まで学生の外国人と接する機会は多くありま

したが、外国人の大人や子供と接する機会はあまりなかったのでとてもいい経験になりま

した。 
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同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

Japanese Society では多くのイギリス人と知り合うことができるのでオススメです。私の

受けた授業の先生は優しい人ばかりで質問にも優しく答えてくださいました。授業の担当

の先生だけでなくチューターの先生も優しく、勉強以外の相談にも乗ってくれます。外食

が高いので自炊で生活していましたが、材料の都合で日本で作っていた料理をそのまま作

ることは私には難しかったので大抵オリジナル料理でした。調味料を少しでも持って行く

とイギリスでも料理しやすいかもしれません。（アジアンショップで買うことはできますが

高いです）大学のサイトで授業中に使われたスライド等が掲載されているので、予習復習

はしやすかったです。こまめに授業のページをチェックすることが大事だと思います。図

書館の開館時間が長いのでよく図書館で勉強していました。 

 

留学を通しての感想 

留学先ではたくさんの人たちに出会うことができ、たくさんの場所に旅行に行くことがで

きました。フラットメイトや友人にも恵まれ、有意義な生活を送ることができました。旅

行した際にはレストランやカフェによって支払い方が違うことに戸惑い、二時間席に座り

っぱなし、なんてこともありました。訪れた国では博物館や美術館へ行きその国の歴史を

感じて学べることや、その国の料理を食べることが楽しかったです。イギリスはヨーロッ

パ圏の様々な国に旅行しやすいので是非色々な国へ足を運んでみてください。１月下旬の

旅行は一般的にはオフシーズンなので比較的観光しやすかったです。ほぼ一人で旅行した

のでマイペースにプランを立てることができましたが、自分が写っている写真が少ないの

が少し寂しいです。笑 様々な観光地を訪れてみることで日本の観光地に足りないことや

逆にいいところなどを身を以て知ることができ、日本に帰ってからの着眼点も大きく変化

しました。今後の生活でも、留学中に経験したことは大きく生かすことができると思いま

す。 

 

↓クリスチャンの友人たち 
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↓イギリスのクリスマスディナーを作ってもらいました 

（なぜかお箸を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ポーランド料理の żurek というスープ 
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2019 年 3 月 13 日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名 田畑 友己 

所属 GC 学部 

英語学科 

留学開始学年        4 年次 

留学機関名 リーズ大学 

留学先所属 リーズ大学（国名：   イギリス     ） 

留学形態 ☐学部  ☒語学+学部   ☐語学 

留学期間 2018 年 4 月  ～ 2019 年 2 月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類

(  Tier4      ） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（大阪 英国ビザ申請

センター） 

必要書類 

手続に要した期間 

パスポート、IELTS 成績、成績証明書（英語） 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

寮の申し込み、履修登録、CAS 申請 

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

一番初めは CAS が活躍。Student ID と BRP を手に入れれば安心。  

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料       円 ☒住居費 800,000 円(10 ヶ月) 

☐教材費       円 ☐ビザ申請      円 

☒渡航費（片道・往復）   140,000 円 

☒海外旅行保険    30,000  円 

☐その他              円 

 

2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社  Lufthansa 手配会社  HIS 

移動経路（往路）  関空-フランクフルト-ヒース

ロー 

到着時刻  8:00 
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空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☐大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  

☒公共交通機関（☒バス ☐電車）    

☐その他(                            ) 

空港から移動する

際の注意点、行き方 

 ヒースローから地下鉄でロンドンビクトリアまで。ロンドンビクト

リアからコーチでリーズまで。 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☐大学の斡旋  

☒自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☒個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☐２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☐日本人 

☒他国からの学生 

☐現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順 Accommodation application をウェブで提出→デポジット支払い→

引越し先の連絡待ち→引越しでき次第、寮費の支払い 

住居でのトラブル

及び解決方法 

停電→Reception に連絡。 

シャワーがぬるま湯→Reception に連絡。 

大学までの距離  徒歩５〜10 分 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計      円/月 

（生活費内訳） 

家賃：85,000 円、光熱費： 0  円、通学費： 0  円、 

食費： 20,000  円、通信費： 0  円、書籍代： 0  円、 

その他（      ）：     円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

 口座開設は個人の状況に合わせて。（バイトの給料やデポジットの

振込先として等）、毎月 3GB/£10 のプランで契約（giffgaff）、日本の

当たり前を忘れて、イギリスの当たり前を柔軟に受け入れる事が大事

だと思います。（カルチャーショックが軽減されるから） 

 

 

3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

 レクチャーのみの科目 or レクチャー＆セミナーの科目がある、

時間は 1h~2h、単位は CREDIT と表記（半期で最低 50CREDIT

以上の履修登録が必要）、 

履修登録の時期及び方

法 

☒渡航前 ☒渡航後（ 9 月頃）  

☒オンライン登録 ☐書類で提出 ☐その他（       ） 
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履修した科目 受講期間：2018 年 10 月 1 日 ～ 2018 年 12 月 日 単位 

•Introduction to Psychology 

•Second Language Acquisition 

•Analysing English 

10 

20 

20 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 

・初めの週に留学生専用オリエンテーションあり 

・履修制限あり 

☐無 

留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

 Ziff Building 内にある Student Service に行けば、困ったこと

は基本的に解決してくれた。(寮の申請や Student ID の発行な

ど)、寮の Reception の方は 24 時間対応で柔軟に対応してくれた。

(Central Village) 

留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 ID の設定等） 

 Online Register を一番初めに登録。Student ID の取得

(Student Service で写真を撮って手渡しでもらう) 

BRP 取得（現地のポストオフィス）、寮の申し込み２回（２回引

越しがあったので、その都度申請、7 月＆9 月）、履修科目調整(4~9

月)、Student ID の更新（９月頃） 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

部活動やサークルを総称して Society というものがある。 

Japanese Society は既にリーズ大に留学していた友人を通じて

入った。(活動期間は多め、毎週月曜日は Pub Social という飲み

会的なものが開かれる。7~9 月は活動なし。) 

個人としては９月から Men’s Futsal Society に所属。（９月から

３月が活動期間）きっかけは Facebook で検索して発見した。２

回のセレクションに合格し毎週２回の活動（練習＆試合）をして

いた。9 月に入ると Freshers Week という新歓のようなものが開

催され、各 Society の簡易的な説明会が実施される。そこで興味

のある Society を探してみるのも一つの手段。 
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５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 10-11 授業 

 

 

 

 

 

 9-10 授業     

午後 16-17 授業 

 

 

14-16 授業 

16-17 Men’s 

Futsal 練習 

 12-13 授業  14-16 

Japandas 

(Japanese 

society 内

の soccer 

society) 

BUCS 

Futsal 

league 2A 

公 式 リ ー

グ戦 

夜間 20-24 

Japanese 

Society 

 

 

 

 20-22 

Futsal 

Super 

league 

@York 

練習 

17-22 バイ

ト 

20-22 

Futsal 

Super 

league 

@York 

練習 

17-22 バイ

ト 

 

・空き時間に買い物や勉強、友達とご飯に行ったり、金土日の３連休を利用して旅行に行

く週もありました。 

 

４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

発音がよりネイティブに近づいた気がする。少し興味を持ったら何事にも挑戦するように

心がけた結果、チャレンジ精神が養われた。日本各地から留学生が来ており、日本での人

脈が広まった。イギリス人の友達がたくさんできた。コミュニケーション能力が留学前よ

り上がった。 

 

同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

リーズ大学は生活する上でも、勉強する上でも環境が素晴らしい。人にもよると思うが、

困った事があれば積極的に声をかけたら、助けてくれる事が多々あった。勉強は予習復習

が必須。最悪やらなくてもいいが、授業について行けなくなり、期末テストの直前でしん

どい思いをするので、毎日ちょっとずつでいいからタスクをこなしていったほうが良い。
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あと、テストの雰囲気は入試みたいな感じ。緊張感が半端じゃないです。生活に関しては、

常に乾燥しているので、水分は普段より意識して多く取るようにした方が良いと思う。寝

て起きたら、喉がやられていた事がよくありました。昼夜の寒暖差も激しいので風邪など

ひかないようにしてください。あとは、友達をたくさん作ってください。最初は日本人で

も構いません。Japanese Society に行けば、だいたいの日本人留学生と知り合えます。そ

うして行くと徐々にイギリス人の友達も増えていきます。（例えば、パーティに呼んでもら

ってそこで知り合うみたいな感じです）。Japanese Society 以外にも何か一つ参加しておく

とイギリス人の友達がより早くできます。周りを気にせず、なんでもトライして行けば、

自然と楽しい留学になるはずです。 

 

留学を通しての感想 

留学中に出会った人たち全員に感謝しています。北は北海道から南は沖縄まで、広い範囲

で友達ができ、その人たちと会話をしていくうちに新たな価値観などが芽生えて、ものす

ごく成長できたので、人生の中で大きなイベントになったと感じています。フットサル部

ではファーストチーム唯一の日本人としてプレーしていました。例え、日本人の友達がい

なくとも、英語ができなくとも、一人でそのような環境に飛び込む事ができるようになっ

たことに成長を感じています。またさくらフェスティバルといった、日本人学生だけでイ

ギリス人に向けて情報を発信するイベントに取り組めたことも、素晴らしい経験だったと

思います。書き出したら止まらないですが、まとめると最終的に、本当にこの留学に来て

良かったと思える事ができました。 

 

 

 


