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氏名 Bさん（仮名） 

所属   教育 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 9月 －  2017年 5月 
留学開始時 

学年 
 4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  ) 
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 

銀行の残高証明書、パスポート、戸籍謄本(確か) 

書類の準備を含めると 2か月程度 

ビザ申請以外で 

必要な事前手続き 
 

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 

大学の図書館や資料室などから IELTS 関連の教材を借りて独学で

勉強。 

ネットの無料でお試しができる英会話のサイトを利用して英会話

の練習及び、現在の英語力の把握 

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) 

ビザの自力だと分かりにくかったため、専門の方に依頼しました。 

 

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  (手付金)20,000円 

☐ 語学研修費     円  ☐ 教材費     円 

■ ビザ申請  20,000円  

渡航費（■片道 ☐往復）       70,000 円 

海外旅行保険料            10,000 円 

☐ その他（      ）       円 

 

  



２．渡航～到着時の生活について 

 

利用航空会社 エティハド航空 手配 
スカイスキャナー 

※利用したサイト、旅行会社等 

移動経路 

※往路のみ 

成田→アブダビ→マンチェ
スター 

到着 

時刻 

16時ごろ 

【※移動時間（約 16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 

マンチェスター空港からリーズ駅までは電車の料金が 1000 円程

度。 

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 

☐二人部屋 

その他(寝室は個人、5 人

で一部共有) 

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 
大学から事前手続きに関して連絡がきて、その中に大学の寮の申

請の手順が記してあった。 

住居でのトラブル 

および解決方法 

設備的トラブルは寮の管理人に連絡することで解決してもらっ

た。 

大学への交通手段 
(※費用がかかれば費用も) 徒歩 

生活費および内訳 
（概算を円換算） 

生活費計     78,000円／月 

（生活費内訳） 

住居費： 50,000円／光熱費：    円／通学費：    円 

食費：  25,000円／通信費：    円／書籍代：3,000円 

その他：（       ）    円 

 

※学費・寮費以外に留学先大学へ納入するもの：     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) 

大学、寮では Wi-fi がつながるので Sim フリーの携帯を準備しな

くてもいいかもしれません。 

口座は開設しませんでした。 



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 
 

履修登録の時期 

登録方法 

■渡航前       ☐渡航後     ⇒ （   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） 

・IELTSの点数により履修制限あり 

・留学生向けの英語の授業在り 

・ 

・ 

☐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) 

留学生向けのイベントが多数あり 

日本語を学習している学生とペアを組んで学習する制度あり 

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) 

学生証、郵便局でのビザの受け取り 

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 

日本語を学習している学生や日本に興味がある学生と日本人学生

が集まるサークル。週に 1 度のパブでの集まり、ハロウィンやク

リスマスパーティーなど。 

きっかけ：友人が Societyの会長をしていたため。 

 



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） 

※前期の授業をもとに記入しています 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00        

8:00        

9:00   勉強 
授業： 
文学（講義） 

   

10:00 
勉強 
買い物など 

授業： 
第 2言語習得 

勉強 勉強 
勉強、 
買い物など 

  

11:00        

12:00        

13:00  
留学生向け
英語 

留学生向け
英語 

留学生向け
英語 

   

14:00   
授業： 
韓国語 

    

15:00        

16:00 Global Cafe  勉強 
授業：文学 
(セミナー) 

   

17:00        

18:00        

19:00        

20:00 
Japanese 
Society 

      

21:00 Pub Social       

22:00        

23:00        

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） 

英語の能力は特にリスニング、会話の能力が向上したと思う。 

考え方、取り組み方に関しては、「とにかく挑戦してみよう」という姿勢が身に着いた。

また、困った時になどには迷って何もしないなどではなく、とにかく人に聞くなど自分か

らアクションを起こすことで解決しようという姿勢が身に着いた。 

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） 

リーズ大学は留学生の受け入れが多いので、留学生への支援が充実していると思う。ま

た、近くに日本料理屋や食品を扱う店があるので生活で困ることは特になかった。 

留学を通しての感想 

留学前は不安に思うことが多かったが、実際に留学すると支援が充実しており留学生向

けのイベントも数多くあったので楽しく、充実して過ごすことができた。 

また興味があることに関しては学べる機会がたくさんあった。4年次に留学したことで就

活面では大変なことが多かったが、留学を通して経験したことや考え方・姿勢などは就活

でも生かすことができた。 

 


