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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2018年 6月 

所属＆学年｜法学部 4年 
卒業予定｜2018年 3月 

 

留学先大学 リーズ大学 

留学先国 イギリス 

留学期間 約 10ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2017年 9月 13日 － 2018年 6月 13日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

イギリスは自分の興味のある分野の先進国であり、制度の運用方法や市民の意識を知りた
かったので、選びました。 
大学は取得した英語のスコアや、事前に聞いた街の雰囲気で決めました。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

もともと母が留学経験者であり、その影響が強かったです。また何度も短期で海外に行っ
た経験があり、次はぜひ長期で、という思いが強く交換留学を選びました。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

フライブルク大学(ドイツ) 大学一年 名大ドイツ語研修(4週間) 

ロンドン(イギリス) 高校二年 時習館高校 SSH研修(1週間)    など 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

応募の約半年前からだと思います。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
二回ほど、語学対策について伺いました。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

名大で開催されていた夏休み IELTS 対策に参加しました。講座を通し３回 IELTS を受験
し、３回目で目標スコアを取りました。またそのほかに地元の英会話スクールで speaking
と writing を見ていただいていました。特に writing は何度も書くだけでなく、誰かに添
削してもらうことが重要だと思いました。 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位取得及びその成績は奨学金の有無にかかわりますので、頑張ってください。特に法学
部には必修科目はほぼないですから、計画的に履修するように心がけると良いと思います。
単位互換及び教職履修はしていません。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
一つの授業は lecture(講義)と seminar(ディスカッション)で構成されています。時間はど
れも 50 分です。Seminar で理解を深めることができ、こちらがメインといっても過言で
はありません。 
単位数は 20と 10がありますが、最後のレポートやテストを考えると負担はほぼ変わりま
せん。学生一人一人にチューターがつきますから、ぜひ学習面で困ったことがあれば相談
してみてください。 
 
1st semester 
SLSP1220 Poor laws to the present (20 credits) 
エリザベス救貧法から現代の福祉制度まで、イギリスの社会保障の歴史を学びます。社会
学部の授業ですが、政治色が強いです。Lectureが週二回、seminarが週一回です。 
SLSP2040 Disability studies (20 credits) 
日本ではまだ珍しい、障害学の授業です。リーズ大学は先進的な研究を続けており、おす
すめです。障害者と社会のかかわりを学びます。Lecture が週一回、seminar が週一回で
す。 
THEO1920 Religion, Politics and Society in the modern world (10 credits) 
世界三大宗教と政治のかかわりを学びます。政治学的ですが、「宗教を持つ」「神を信じる」
という概念が理解できなく苦労しました。Lectureが週一回、seminarが隔週一回です。 
LAW2091 Criminology: Theories and Concepts (10 credits) 
犯罪学の概説です。人はなぜ犯罪をするのかなど学びます。専門用語が多いですが、法学
部生にはおすすめしたい内容です。2nd semesterまで続き、一年通して 20 credits手に
入る仕組みです。 
 
2nd semester 
ELU1003 English for Communication (20 credits) 
大学の言語センターが行う英語の授業です。留学生に有益な情報を最初に提供してくれる
ので、1st semesterにとることを強くお勧めします。他の授業より少人数なので友達を作
りやすく、内容も興味深く一番お気に入りです。Seminarが週三回です。 
SLSP2050 Sociology of Gender (20 credits) 
ジェンダー学で、性によって差別が起きる仕組みなどを学びます。学生の大多数が女性で
すが、男性や Xジェンダーの人もいます。Lectureが週一回、seminarが週一回です。 
PSYC1610 Forensic Psychology (10 credits) 
犯罪にまつわる心理学の授業です。犯罪者の心理だけでなく、目撃者の心理や陪審員の心
理も学びます。Lectureが週一回だけです。 
LAW2091 Criminology: Theories and Concepts (10 credits) 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

Lecture前には公開される授業スライドに目を通し基礎知識を調べておきました。Lecture
後には大学から配信されている授業ビデオを見て復習を行っていました。Seminar前には
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指定された readingを行うほか、事前に先生に頼んで seminarでのディスカッションテー
マを聞いておき、大まかな解答を作ってから参加するようにしていました。 
また、日本での専門と違う科目を履修する場合、日本語の概説書を持っていくのも有効で
した。（「日本ではどう？」と聞かれる場面も多かったので） 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

一点目。政治宗教など、イギリスに関するバックグラウンドの知識が少なく、seminar の
中で話についていけなくなるときがありました。わからなくなるたびに、クラスメイトや
先生に尋ねていましたが、授業を止めてしまい申し訳ないと思いました。 
二点目。留学当初はあまりのリーディング課題の多さに、いっぱいいっぱいになりました。
真正面から取り組むのもいいですが、seminar の先生に留学生であることなどの事情を伝
えると、厳選した課題リストを送ってくださる方もいたので、工夫が大事なのだと思いま
した。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

リーズは学生数が多く、さらにアジアからの留学生も多いので、日本人だから浮くという
ことはありません。服装などもみんな本当に自由です。街も学生割引の店が豊富であるな
ど、居心地がいいです。大学の校風はとても自由で、学内にバーやパブ、クラブがあるほ
どです。テスト前でも各施設は学生でにぎわっており、オンオフの切り替えのうまさを感
じました。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

充実しています。Eduroam の Wifi は完備されていますし、施設も最新鋭のものが揃って
います。図書館もすべてではありませんが 24時間あいていて、ディスカッションスペース
も豊富です。大学周辺のカフェなど合わせ、学習環境に困ることはないと思います。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

クラスメイトに話しかけたり、language exchange partnerと会う約束を頻繁にしたりし
ました。また society(サークル)に入るのも有効です。リーズ大の Japanese societyは日
本人以外にも来る人が多いので、よい交流ができると思います。また学内で毎週金曜日に
開かれるクラブで友人を作った人も見かけました。 
その他、学外でも機会はあります。私の場合、大学から近い St. Marks Churchで開かれ
たイベントで友達を作りました。宗教色は多少ありましたが、よく聞く半強制的な勧誘は
なく、参加しやすかったです。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後はクラスメイトたちと学内のバーでお酒を飲んだり、カフェに行ったりしていまし
た。長期休暇中はヨーロッパ大陸へ一人旅に出かけました。世界各国の人々との交流がで
き、素晴らしい経験をすることができました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特にないですが、食事の他にスムージーやビタミン剤は飲んでいました。 
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②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

一時期じんましんが酷かったので、二回、保険会社から紹介された病院にバスに乗って行
きました。保険から医療費や薬代が出たので、額はわかりません。そのほか交通費が出た
り、無料で通訳さんが呼べたりと手厚いサポートをしていただけました。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人   ただし６人でキッチンなどを共有 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
フラットメイトの一部が寮内で違法行為を行っている場面を頻繁に見かけました。また共
有リビングで深夜に多数の人を呼んでパーティーを行う、TVで反道徳的番組を流す、大学
に行かないなど、一時期の彼らの行動には目に余るものがありました。何度も強く注意し
ましたが、少し経つとまた再開するので、本当にストレスがたまりました。もっと早めに
寮の管理人に相談するべきだったとは思いますが、事情がありなかなか叶いませんでした。
また管理人は深夜には呼べないので、あまり有効的ではありません。 
転寮手続きは大学の公式寮の人々が優先的にすすめられます。あまりないとは思いますが、
たまたま運悪く外部の業者の寮になると、転寮は運次第です。今思えばありのままの事情
をリーズ大の留学生相談室に話し、何か手立てを打ってもらえばよかったと後悔していま
す。我慢はしてはいけません。 
その他、大学近くの Hyde Parkは夜治安が悪いので、男性でも一人で歩いて抜けるのは避
けた方がよいと思います。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

一般的な持ち物以外にはスポーツドリンクの粉末が欲しかったです。風邪をひいたときに
飲みたくなりましたが、売られていません。また日本食は必要最低限でかまいません。市
内中心部に中華系スーパーがあり、調味料はもちろん、日本のインスタントラーメンやお
好み焼きのもとまで売られています。少し割高ですが、便利です。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

特にありません。大学の HPをよく読んでください。 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

Debit card の利用をお勧めします。各地で ATM から現金が下せますし、使った明細もネッ
トから見られます。管理しやすいです。日本で両替し、大量の現金を持っていくことは避け
た方がよいです。危険ですし、途中でイギリスの紙幣デザインが変わり、持参したお金が一
部価値を失って涙した日本人の友人がいました。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO奨学金   支給額：80000円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 備考 

渡航費＋保険費用 約 38万円 名大あっせん企業にて 
ビザ代 58000円 大阪にて取得 
英国強制加入国民保険 22000円 別名 NHS 
住居費 約 72万円  
食費 約 2万円/月  
教科書代 約１万円 基本はネットで見られます 

 
 
Ｆ.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
法科大学院への進学を目指しています。希望進路は変わりませんでしたが、思いはより一
層強くなりました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
していません。 

 
 

Ｆ.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

さまざまなバックグラウンドを持つ友人たちができたことにより、自分の持っていた世界
がいかに狭かったかを感じました。ですが逆に自分の将来への思いが全くぶれずに終わっ
たことにも、自分自身びっくりしています。そのことを通して、自分の在り方に自信を持
つことができました。 
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②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

価値観が変わりました。特に友人と緊密に連絡をとることの大切さ(日本・海外の友人共に)
を確認できました。周りの人々の温かさに触れ、それに気づくことができたことも有意義
な体験の一つであったと思います。 
また初めて親元から長期間離れたので、自立も進んだのではないかと思っています。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学にあたり不安はたくさんあると思います。常に相談できる先を幅広く持っておくこと
が大切です。普段から周りにいる人を大切にしてください。 

 
◆自由記述欄◆ 
↓↓↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 


