
 

熊本大学海外派遣留学生 報告書 

 

  

氏名 Aさん（仮名） 

所属    文   学部 

留学先機関名 University of Leeds  （国名： イギリス      ） 

留学先所属 

☐ 特定の学部・研究科に所属（       学部・研究科） 

■ 特定の学部等に所属せず、様々な学部等の授業を履修 

☐ その他： 

留学期間 2016年 7 月 － 2017年 6 月 
留学開始時 

学年 
 3 年次 

奨学金 

☐ JASSO海外留学支援制度    ☐ 国際奨学事業 

■ トビタテ！留学 JAPAN 

☐ その他（            ） 



１．出発前の準備について 

 

ビザの種類 

■有  ☐無 

種類 

(Tier4 Student Visa) 

ビザ申請先 
■国内  ☐現地 

場所(   東京   ) 

必要書類、手続き 

手続きに要した期間 

必要種類；CAS、パスポート、申請書、IELTSスコア証明書 

要した期間；３週間 

ビザ申請以外で 

必要な事前手続き 

IELTSのスコア取得、留学先への申し込み（受講希望のコース申請

含む）、熊本大学への書類提出（成績書、推薦書、健康診断書）、学

内選抜面接、奨学金申請手続き 

留学に向けて 

取り組んだ語学 

■ 英語   ☐ 独語   ☐ 仏語   ☐ 中国語 

☐ 韓国語  ☐ その他（        語） 

勉強方法 

IELTSの公式問題集を中心に取り組みました。Writing や Speaking

は学科の教授に指導していただき、留学を志望していた同じ学科

の仲間たちと勉強会を開くなど、切磋琢磨できる環境に身を置き

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
り組んだか等) 

必要書類；オンラインでのフォーム提出、熊本大学での成績証明書

（英語版）、IELTSスコア証明書 

取り組みに対して；留学に行く前の段階で受講したいコースから

住みたい寮の選択までする必要があり、少ない情報の中でどうし

たらよいかわからず苦労しました。すでに留学していらっしゃっ

た同学科の先輩にアドバイスをいただきながらフォームを提出し

ました。 

事前の必要経費 

(留学前に必要な 
支払い費用) 

※概算費用 

☐ 授業料      円   ■ 寮費  月 80,000  円 

■ 語学研修費 400,000 円 ☐ 教材費    円 

■ ビザ申請   20,000 円  

渡航費（☐片道 ■往復）  140,000   円 

海外旅行保険料       100,000   円 

☐ その他（      ）        円 

 

  



２．渡航～到着時の生活について 

利用航空会社 カタール航空 手配 
JTB 

※利用したサイト、旅行会社等 

移動経路 

※往路のみ 

熊本―成田―ドーハ 
―ロンドン―リーズ 

到着 

時刻 

16時 

【※移動時間（約 26 時間）】 

大学（寮）への 

移動手段 

☐大学手配の出迎え  ■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、料金等 

ロンドン・ヒースロー空港から、リーズ行の電車が出るキングスク

ロス駅までは地下鉄で 1 時間ほど。大きなトランクを持ちながら

でしたが公共交通機関でも移動は可能でした。 

住居のタイプ 
■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 

■一人部屋 ただしキッ

チンとリビングは共有 

☐二人部屋 

その他(       ) 

ル ー ム

メイト 

☐日本人学生 

■他国からの学生 

その他(       ) 

住居の申込手順 
大学から送られてくるフォームに希望する寮を記入、後日割り当てら

れた寮名や寮費の振り込み方法などが記載されたメールが送られて

きました。現地についてからは名前を言えば鍵がもらえます。 

住居でのトラブル 

および解決方法 

Freshmanが多い寮だったので、特に夜、大人数でお酒を飲み、大音量

の音楽をかける騒がしいフラットもありました。レセプションには職

員が 24時間駐在していたので困ったときは助けてもらっていました。 

大学への交通手段 
(※費用がかかれば費用も) 徒歩 5分 

生活費および内訳 
（概算を円換算） 

生活費計    113,000 円／月 
（生活費内訳） 
住居費：80,000 円／光熱費： 0円／通学費： 0円 
食費： 30,000 円／通信費： 0円／書籍代：3000 円 
その他：（       ）    円 
※学費・寮費以外に留学先大学へ納入するもの：  0   円 
（徴収された費用の名目：               ） 

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、 

支払い方法など) 

口座開設；現地でバークレイ銀行の口座を開設しました。書類は、申請す

れば学校側が用意してくださるので、開設自体は難しくありませんでし

た。ただ、キャッシュパスポートというキャッシュカード兼クレジットカ

ードを日本からもっていき、ATMを利用していたので口座を利用すること

はありませんでした。 

保険；出国前にビザ申請の代行サービスの業者の方にお願いしていくつ

か保険会社を紹介してもらい、１年間の海外留学保険に加入しました。項

目として「携行品」補償のついたものを強くお勧めします。持ち物が盗難

被害に遭ったとき保険金が下りるものです。リーズで携帯の盗難被害に

遭い、帰国してから保険がおりて助かったということがありました。 

携帯電話；日本からもっていったスマートフォンを機内モードに設定し、

大学の Wi-Fi（外出先ではフリーWi-Fi）で何とか１年乗り切りました。

周りの日本人留学生の中には現地の Three という携帯会社で、使った分

だけ料金を払う Top-Up式の通話機能だけを持った携帯を購入している人

もいました。どうしても電話をする必要があるときは寮の受付の方に取

り次いでいただきました。 



３．留学先の大学について 

 

授業（カリキュラム）

の概要について 

渡英後、２か月間は語学研修に参加しました。受講生のほとんどが

日本人と中国人、一部サウジアラビアやポーランド出身の学生も

いました。非英語圏出身の学生とディスカッションやプレゼンテ

ーション、ライティングの練習をでき、実際に学部に入る前にアカ

デミックな英語に触れられる貴重な時間となりました。 

９月から１２月までの Semester1,１月から５月までの Semester2

はそれぞれ自分の取りたい授業を 60credit 分ずつ受講できまし

た。一つの科目でも、大人数で教授の話を聞くだけでなく、少人数

に分かれて話し合いやグループワークを行う「チュートリアル」

「セミナー」などの様々な授業形態がありました。私は主に社会

学、コミュニケーション学、教育学の授業を受講しました。 

履修登録の時期 

登録方法 

☐渡航前       ■渡航後     ⇒ （ 9  月頃） 

☐オンラインで登録  ☐志願書類の提出 

☐その他（             ） 

留学生特例措置 

(履修制限、優先措置、

留学生専用のオリエ

ンテーション、チュー

ター制度等) 

■有り（具体的には以下のとおり） 

・International Student Office の留学生専用相談窓口 

・ 

☐無し 

留学先大学でのサポ

ート体制について 

(語学面／学校生活／

住居・日常生活等) 

語学面；学部に入っての授業が始まる前に、10 週間の語学研修で

丁寧にアカデミックな英語を学ぶことができます。学術的な英語

での論文の書き方、ディスカッション・プレゼンーションの仕方、

イギリスの大学での講義の種類、予習・復習のやり方まで、知って

いそうで知らなかったことを前もって知ることができるので、も

し可能なら語学研修には積極的に参加すべきだと思います。 

学校生活；平日 11時～15時まで留学生がなんでも相談できる窓口

が設けられているため、履修登録や事務的な手続きから日常のさ

さいな悩みまでいつでも相談できる環境があり心強かったです。

また、すべての学生にチューターとして担当の先生が割り当てら

れているので、「誰に何を聞いたらいいのかわからない」という状

況になることは一切ありませんでした。 

住居・日常生活；学生が勉強に集中できる環境があります。私の住

んでいた寮はテスト期間になると無料で朝食の配布を行ったり、

年間行事のイベント開催から部屋の電球替えまでとても協力的で

した。また、スポーツジムの利用費も寮費に含まれているため健康

面にも配慮した生活を送ることができました。唯一、洗濯はコイン

ランドリーでしなければならず、乾燥機まで使用すると一回の洗

濯で５００～６００円かかっていたのは不便でした。 



留学開始後に行った

留学先大学の手続き 

(学生証、履修登録、

大学 ID の設定等) 

語学研修の最初のオリエンテーションで、大学 IDの設定や学校施

設の使い方、Wi-Fiのパスワード配布などすべて詳しく説明されま

した。学生証や BRP の受け取りは学校の事務局に行って個人で手

続きするように言われ、渡英して約 1 か月間で事務的な手続きは

一通り完了したと思います。履修登録は Semester1 が始まる 9 月

下旬までにポータルからオンラインで済ませなければならず、1年

間分の履修登録をまとめて行わなければいけません。ただ、実際に

講義が始まってから約 2 週間変更できる期間も設けられているの

で、そこで自分の希望する内容と違う場合は思い切って別の講義

に登録しなおすこともありました。 

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

ワーク等) 

※どうやって探したか、

どのような活動か、入る

きっかけなども具体的に 

Japanese Societyと Baking Societyに参加しました。前者は日

本人留学生だけでなく日本語を学ぶ学生、日本文化に興味を持っ

ている学生のサークルです。毎週決まった曜日に紅茶やクッキー

を片手におしゃべりをしたり、共にパブへ行ったりしました。日本

文化について話が弾むことが多いので、友人を見つけたいときや

英語の練習をしたいときはとても良い環境にあると思います。熊

本大学に留学していたという現地の学生もおり、日本に帰ってか

らもつながりを持てる交流関係が築けると思います。 

後者は毎週火曜日、テーマに沿ったケーキなどの焼き菓子をそれ

ぞれ作って持ち寄り、味見しあって評価しあうというサークルで

した。おいしい食べ物に国境はありません。同じ釜（？）の飯を食

べる経験で、普段全く接点のない学生とも仲良くなることができ

ました。日本では見たことも食べたこともないものとの出会いも

楽しみの 1つでした。 

リーズ大学にはたくさんの Society（サークル）があり、Semester

が始まってすぐの 1 か月間は各団体が新入生・留学生向けに体験

会（Give it a go）を開いているのでじっくり選ぶことができま

す。私も興味のあるサークルにはすべて参加し、雰囲気や活動費、

活動頻度等吟味したうえで上の二つに絞りました。Societyの中に

はハリーポッターの中にでてくるクィデッチ Society やアイリッ

シュダンス Societyなどイギリスならではのものも多くあるため、

一度体験するだけでも面白いかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．一週間のスケジュールについて 
  （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  

8:00 ジム  ジム  ジム 洗濯 起床 

9:00 授業 図書館 授業  授業 
Farmer’s 
Market 

図書館 

10:00        

11:00        

12:00 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 買い物 
友人とラン
チ（日帰り旅
行） 

13:00 
Language 
Zone で勉強 

授業 授業 
Language 
Partner の手
伝い 

授業   

14:00      
日本の家族
と電話 

 

15:00  
グループワ
ーク 

 
Language 
Zone で勉強 

グループワ
ーク 

 
友人宅で課
題 

16:00        

17:00 
Japanese 
Society 

スーパーで
買い物 

Baking 
Society 

友人と勉強
会 

帰宅   

18:00  帰宅   
フラットメ
イトと夕食 

フラットメ
イトと夕食 

帰宅・夕食 

19:00        

20:00 帰宅・夕食 
フラットメ
イトと映画
鑑賞 

帰宅・夕食     

21:00 自室で課題  自室で課題 帰宅 自室で課題   

22:00        

23:00 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

24:00        

 

  



5．留学成果とアドバイス 
 

留学によって得られた成果（語学に関すること、ものの考え方や取り組み方、 

コミュニケーション能力など自由に記載してください） 

語学力：元々英語が得意ではなく、留学前の IELTS スコア取得にもかなり苦労しました

が、1年間の留学で伝わらなくて悔しい経験、もどかしい経験、反対に伝わってうれしい

経験を積み重ねることによってコミュニケーションツールとしての英語の扱い方が少し

分かったような気がします。周りには英語が話せて当然、＋αでフランス語やイタリア

語、中国語も使いこなす学生がたくさんおり、英語だけで苦労している場合ではないなと

良い刺激になりました。自分のできなさに嫌悪することも多かったですが、フラットメイ

トや友人からほめてもらった度に、自分のペースでいいのだと言い聞かせながら一年間

乗り越えました。使いこなす域にはまだまだ程遠いですがこれからも語学力向上のため

に努力を続けたいです。 

 

考え方・取り組み方：とりあえず何かをやってみる行動力が付いたと思います。留学期間

中は自分の時間が多く、何かをしてもしなくても残酷に時間は流れていきました。多くの

人の支えがあって実現した留学を無駄にしまいと、常に動き続けていた一年間だったよ

うに思います。また留学前後で感じる大きな自分の変化は「人との距離の取り方」です。

留学前は困ったことがあってもできる限り自力で解決しようとして最終的に妥協したり

自滅してしまうことが多かったのですが、留学を通じて良くも悪くも自分の限界を知り、

周りの力を頼ることは悪いことではないのだと学びました。人間関係で悩むこともあり

ましたが、留学を振り返ったときに一番の喜びや楽しかった経験も人とのつながりから

生まれたものだと感じています。 

 

コミュニケーション力：肌の色も話す言葉も、生まれ育った文化的背景も全く異なる人々

が当たり前にいる環境で日常生活を送ることで、日本がいかに特殊な環境であったかを

思い知りました。授業内でも授業外でもアジア人である自分が「マイノリティ」だと意識

させられる瞬間は多くありましたが、さまざまな人と交流していくうちに「外国人」だと

勝手に意識しているのは自分自身なのだと気づきました。以来、国籍や言語が多少壁にな

ることはあっても、コミュニケーションは「人」と「人」のつながりに始まり、終わると

いうことを念頭に置くようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同じ大学へ留学を希望する人へのアドバイス（留学先大学、プログラムに関すること、 

生活全般に関することなど自由に記載してください） 

リーズ大学の一番の魅力は手厚いサポートと、世界中からたくさんの留学生が学びにや

ってくるその大きさです。渡英前から留学中、留学後まで分からないことがあればいつで

も誰かが教えてくださる環境。試験期間中は２4時間あいている図書館、参加自由のセミ

ナー、プール・最新マシーンがいつでも使えるスポーツジム完備。健康的に、勉強に集中

できること間違いなしです。また、現地の学生だけでなく、中東・アジア・北米・南米の

今まで聞いたことすらない国から来た学生とも仲良くなり、帰国後も続くつながりを持

てたことは何にも替えがたい経験になりました。単なる「イギリス留学」以上の価値がリ

ーズ大学にはあると思います。 

留学を通しての感想 

準備開始が遅れ、出国直前までばたばたしてしまったスタートでしたが、周りの方々に恵

まれ、終始、人とのつながりが財産であることを学んだ留学でした。トビタテ留学 JAPAN

プログラムで出会った学生たちに刺激をもらい、リーズの学生とかけがえのない経験を

共有し、日本にいる家族や熊大の職員の方々に支えられた日々。どれをとっても「留学を

したからこそ出会えた人々」「留学をしたからこそ気付けた価値」です。本当にありがと

うございました。この留学で満足することなく、学んだことを生かしてより豊かな毎日を

送る努力を続けていきます。 

 


