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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 所属部局の教員

その他を選択した場合、記入してください。

このプログラムに参加した動機を教えてください。 最もよく当てはまるものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 1
  語学力の向上 3
  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い 2
  将来のキャリアのため（就職に役立つなど）

  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 4
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前にどのように情報を集めましたか。参考になる
本やホームページがあれば記入してください。

エセックス大学のホームページや前年度留学されていた先輩に聞いた

VISAについて

　VISAの種類： TIER4
　申請先： イギリス

　必要日数： 3週間

　VISA取得にかかった費用： 2.3万
　VISA申請のために求められた書類： CASナンバー/パスポート（新旧）/寮の情報/奨学金の情報

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

時間があるときに一気に申請を終わらせるべき

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 なし

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

イギリス国民保険・付帯海外

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等
イギリスの国民保険に加入することはマストであり、それにかかる費用が高

かった

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、あなたの氏名、学籍番号、メールアドレスは公開されません）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： JTB
　到着空港名： ヒースロー

　空港到着時間： 15:50
　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金：

1時間ほど　6ポンド　ロンドン市内にいる友人の寮に向かって泊まった/ 大
学のarrival dayにliverpool street stationからcolchester まで1時間30ポンドか

けて行った/その後バスに乗って大学まで行った

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

Oyster cardはロンドン市内でしか使えないので、ロンドンからコルチェス

ターまではチケットを買わなければならない/ 昼頃の乗客が少ない時間に乗

ると車内でチケットの確認を求められる/ チケットを買っていなければ当日

券分の料金を罰金として払わなければならない/オンラインで前もってチ

ケットを買うと半額/ 年会費を払ってRailcardを発行するとより安くチケット

が買える

住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： manningtree court

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 ルームメイトはいないがフラットメイトはいる　留学生だったり現地生だったりする

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩5分

住居の周りの環境はどうですか。
メインキャパスもランドリーも近いが、ゴミ捨て場周辺がほぼ常に汚く、タバコの匂い
もひどい

毎日の食事はどうしていますか。 自炊

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

渡航前に見つかった

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 任意

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 大学の紹介やモジュール登録の仕方の説明/他の留学生との交流会

その他、渡航してから必要な手続きについて

現地で滞在許可申請は必要ですか。必要な場合、申
請方法、料金、取得に係る日数等を記入してください。

イギリスの日本大使館に在留届をオンラインで提出した。15分ほどでできる

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

寮の机に大学の保険センターの登録の案内が置かれていた。登録の際に過去

の予防接種の有無を聞かれた。していない予防接種がいくつかあったが義務

ではなかったので、予防接種を断ることができた

3-1
語学力向上のために、大学等のコースに参加しました
か。参加した場合、大学（語学学校）名、コース名、料
金、期間等を記入してください。

大学が無料で英語力のサポートコースを秋学期に開いている。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。

希望通りの授業が履修できましたか。 いいえ

希望通りの授業が履修できなかった場合、その理由を
教えてください。

渡航前に希望の履修を提出したが、いくつかはリジェクトされた。渡航後履

修の登録会があるので、そこで新しくモジュールを選択したり渡航前に決

まった履修を取り消したりすることができた

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2
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5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

こちらに来てすぐは英語力のなさに起因する社交性の低さに愕然としていた。教授の話す英語は聞き取れても、ディス
カッション中の生徒の発言を聞き取ることは難しく、なかなか話し合いに参加することができなかった。自分が透明人間
のような、命のないオブジェのような存在に思ってしまった。加えて、人に対する興味も失われているようで、質問が思い
つかず友達を作るのが大変であった。しかし、今では仲の良い友達ができた。そのうちの一人とは、二人でロンドンまで
出かけるほどである。残り少ない留学生活を有意義に過ごそうと思った。
多文化と触れる中で、自らがどれほど日本スタンダードにまみれているのかがわかった。多様性を尊重しなければいけ
ないのはわかっているが、ふと何か物事を判断するとき他文化に対して寛容ではないなと思うことが多い。例えば、イギ
リス人の環境問題への取り組みである。デモを行ったりと環境問題への意識は高いはずなのに、詰め替え用のシャン
プーがなかったりゴミをポイ捨てするなど日本では当然のように行っているエコな実践がなされていなかった。しかし、も
しかしたら日本ではやっていないエコな実践が実際イギリスでは行われているかもしれないという可能性はある。私は
その可能性に気づかないまま、イギリスの環境問題への取り組みは口先だけだと判断した。つまり、無意識に日本基準
をイギリスに当てはめて考えているわけで、無意識な不寛容を自らの中に確認できた。
多様性に関しては全体的に不寛容ではないが、積極的に尊重しているわけではないなと感じた。というのも、大体人種
によって仲の良いグループが形成されているからである。本当に人種という差がなければ黒人白人アジア人の混じり
合ったグループが形成されるだろう。しかし、実際は違うということを観察すると、人種という概念は社会的実践の中で
生まれ、ジェンダーロールを自ら積極的に行うことをジェンダーすると表現するように、「人種する」という表現があっても
いいだろうと考えた。人種は自己アイデンティティの一つの根幹として存在しているため、これから移民が多くなりマジョ
リティの人種がわからなくなったときどのようなアイデンティティが形成されるのかは興味深い。
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

月 火 水 木 金 土 日
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

5

30

2 Social psychology Dr. Shaul
Bar Haim 2 30 英語 20

1
Media, culture and
society

Dr.
Michael
Bailey

2 30 英語

4-2 現在までに履修している授業について記入してください。
予習、復習、テスト等の成績
評価についてアドバイスも含
めて教えてください

予習するべし

25

4 Race, class and gender Dr. Carlos
Gigoux 2 30 英語 30

3 Digital society
Dr.
Michael
Bailey

予習するべし

2 30 英語

予習するべし

予習するべし

6

自由自由800起床
1200授業
1700ラク
ロス

800起床
900授業
1500 授
業

900起床
1100授業

4-3 一週間のスケジュール　授業時間、課外活動等、毎日の生活を記入してください。

800起床
900授業
ジム

1000起床
予習勉強
昼食作る
1500授業
図書館に
行ってレ
ジュメや
予習の文
献をダウ
ンロードし
てコピー
する　予
習勉強
晩御飯

・授業（カリキュラム等）について　クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等


