留学先大学： ロンドン大学アジアアフリカ研究学院SOAS
留学先での所属学部・研究科： IFCIL ELAS
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2017 年 1 月～ 2018 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 経営学部 経営学科
：4
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 5
月 7 日
1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞ アメリカ カリフォルニア
＜期間＞ 1か月
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□留学生センターの教員
□所属部局の教員
□以前に参加した先輩
□所属部局の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

□友人
□神戸大学のホームページ
■

1-3. この交換留学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動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
4
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
3
語学力の向上
旅行ができる
1
将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
2
異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類：
申請先：
必要日数：
VISA 取得にかかった費用：
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。

半年なので特になし、
銀行の残高証明のみ当日空港で簡単に手続きは終わる。
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

特になし、しかし、虫歯の治療と髄膜炎のワクチンはしておくべき
髄膜炎は認可外なので二万円かかるが発症すると10％の確率で死に至る病気であるのでやっておいて損はない。それほどかかる確率
は高くないものの、イギリスでは大学生が入学時にワクチン接種が義務付けられている。

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社： フィンエアー

利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： エクスペディア
留学先大学最寄り空港名： ヒースロー空港
空港
空港到着時間： 17
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関
バス，鉄道 □タクシー
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 30
分， 3ポンド
空港からの移動の際の注意点：

キャッシュレス化が進んでいるのでデビットカードで払わなければ料金は二倍になる

2-2. 留学生向け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：□有り
□無し
■
参加について：□必須 □任意参加
参加費用：□無料 □有料（金額：
内容について記入してください。

）

ライティングのクラス組み分けテスト

2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。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。

特になし

その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，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。

特になし
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留学先大学： ロンドン大学アジアアフリカ研究学院SOAS
留学先での所属学部・研究科： IFCIL ELAS
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2017 年 1 月～ 2018 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 経営学部 経営学科
学年（出発時）
：4
本報告書記入日： 2018 年 5
月 7
日
出発前
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。

特になし

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前：
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に）
■
・ルームメイト：□現地学生 □留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋 □自分で探した
□その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
分，
8
徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

目の前にテニスコートと公園があり最高の住環境である

・毎日の食事はどうしていますか。
：

一日二回

寮の食事

・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：
なかなか決まらずかなり苦戦した。大学側のwaiting list に登録し返事を待つのみならず積極的に事務員にメールを送ってアピールす
ることを進める。また、寮の名前をフェイスブックで検索するとグループが存在するのでそこで部屋の権利の売買が行われているの
で別手段として有効。

大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
・履修登録の方法：□On-line □International Office等の仲介 □その他（具体的に）
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し □有り
・優先・配慮があった場合，具体的に教えてください。

履修登録なし

自動で不利ある程度決まっている、オプションのコースは選べる。

・希望通りの授業が履修できましたか。
：□はい
□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。
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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。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
平均一日 3時間くらいの授業がある。予習は文献を読み内容
Literacy
２
１
２

Oracy

２

３

International
business study

3

４

Social Science

3

を把握しておく。エッセイが2500wordと大変なのでそこは頑
張る。

５
６
７
８
９
１０

３．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

アジア人、特に日本人が多いように感じるがレベルの高いクラスに配属されれば英語で一通り
進めることが出来るので問題ない。神戸大学と同レベルの大学からの協定が多いように感じ
る。

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。
）
月
火
水
木
金
土
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

日
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
（諸感） とにかく現地の生活に慣れるのが大変だった。ついた直後に風邪で一週間寝込み、二月にはヘルペス、三月には
寮の中で髄膜炎患者が発生し急いでワクチンを打ちに行くとてんやわんやしていた。一月の末には、歯間の虫歯を治療し
7万円とられたときは泣きそうだった。4月には喉を傷めなるべくしゃべらないようにして安静を図った。
（学業面での助言）ロンドン大学は特殊な大学でいわゆる連邦制のような感じである。ロンドン大学内には
UCL、LSE、LBSといった世界屈指のトップ大学があり、そのような人達と出会い、議論し、ともに時を過ごすことが出来
たのは将来的な財産となる。また、外国人だけでなく、日本人のコミュニティがありそこでは官庁、一流企業、公的セク
ターからの派遣院留学をしている人たちもいて、いろいろと話を聞けるのは就活や院留学を考えるうえで大きなメリット
となる。MBAや著名な公的セクター、官僚をめざすのであれば情報面で非常にためになる話が聞けるうえに将来的な人脈
としてもなかなか普段出会うことのない人たちと仲良くなれる。
（生活面での助言）ご飯はポテトとトマトが中心であり、朝はパン、シリアルが基本である。
自炊はしたことがないのでわからないがロンドン内にジャパンセンターという日本食のスーパーがあるので日本食が恋し
くなったらそこで調達するとよい。しかし、ロンドンの物価、ポンドの通貨はとても高く、日本食を買う際、輸入、通
貨、物価のトリプルパンチで、日本で飲むペットボトルの500ミリのお茶が400円、日本ならキットカット298円のバ
リューパックが1400円、500円ものの弁当が900円、カップラーメンが400円と財布に非常に厳しい。ゆえに、麺つゆや
醤油といった調味料を買い自炊で心をみたすのがよい。また、日本食の外食としてはチェーン店のEat Tokyo 、Wasabi、
一風堂、金田屋があり20ポンドもあればうまい飯が食える。普通の現地のスーパーはそんなに高くない。
（医療面での助言）
医療に関して英語で説明されても、まったくわからないので日本人が経営している総合診療の「ロンドン医療センター」
にいくことをお勧めする。郊外にあり、電車でいかなければいけないが、付帯海学の保険証をとパスポートをもっていけ
ばお金を建て替えずにむこうが保険会社に請求してくれるので非常に便利である。歯科は「Ko デンタルクリニック」の
サービスは良く、日本人歯科医に見てもらうほうが良い。
（サークル活動）
人にもよるが海外の学生は勉強がメインなのでサークルはそんなに日本くらべて活発ではない。毎回メンツが違っていた
り、輪を広げる程度に考えておいてよい（これは海外の学生が勤勉なのではなくて、構造の違いで、日本は大学に入るま
では大変だが卒業しやすい、海外は入学しやすいが卒業が大変という背景がある。日本語を専攻する友人の学部の中退率
は50％と聞き戦慄した記憶がある。）
（住環境）
ロンドンで生活するならば、ロンドン大学が経営しているintercollege の寮を強くお勧めする。理由は大学から近いから
である。徒歩10分圏内なので授業の間に家にかえって一息がつける。また、intercollege なので他の大学の学生も住んで
おり、UCLやLSEといったトップ大学の友人がたくさんできた。郊外に住むと住居費は安いが、交通費は自己負担なので
同じくらいの費用になるうえに、郊外の場合通学に自分の時間を費やさなければいけないので大変である。SOASの生徒は
Dinwiddy houseに住むことが多いがそこからだと徒歩で30分ほどかかるので通学が比較的大変であるうえに、設備が古い
のであまりいい評価は聞かない。また、私が住んでいるGardens hall は新築で、領内でイベント定期的にあり、無料でい
ろんなものを食べられたり、友達と交流することが出来る。また、テニスコート使用料無料、寮内でヨガ、キックボクシ
ング、ズンバといった無料エクササイズが週１、２回ほど開かれていて、運動するチャンスも充実している。運動部に所
属する必要な、ジムに入会する必要もないので経済的である。しかし、それでも月の寮費飯付き（朝晩）で16万円ほどか
かるので、普段の生活で倹約する必要はある。
（文化資本）
ロンドンは東京と同じレベルで都会である。ゆえに、情報を収集すれば様々なチャンスがある。例えば、ロンドン大学の
他の学部の授業を聴講したり、フリーのセミナーに参加することが出来る。また、美術館が基本ただなので、学校帰りに
大英博物館に寄って文化財を楽しむこともできる。
以上が現在までの留学の感想であり、私の得た情報を有効活用していただけると嬉しく思う。

