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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2016年 1月 

所属＆学年｜経済学部４年 
卒業予定｜2018年 3月 

 

留学先大学 南オーストラリア大学 

留学先国 オーストラリア 

留学期間 約 10ヶ月 （３年次に渡航） 

留学開始－終了 2016年 2月 14日 － 2016年 12月 14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。 
秋派遣で一度選考に落ちたため、就活等のことを考えた時に春派遣しか残されていません
でした。オーストラリアを決めた理由は、春派遣の国の中で英語圏であること、多民族国
家であることが大きな理由でした。私が行った南オーストラリア大学はビシネスで有名な
大学であったので、経営学を学んでいる私には非常に魅力的でした。あと、アデレード（大
学の位置する都市）が世界トップの住みやすい都市であること、比較的生活費が安いこと、
アジア人が比較的少ないことなども決め手でした。 
 
 

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。 

留学をしていた兄への憧れが初めのきっかけでした。兄を始め、留学経験者の話を聞くたび
に他の国の人々と交流したり、勉強したり、文化を肌で感じたりしたいという思いが強くな
りました。 
 
 

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 

韓国 １年 旅行、４日間 

 
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？ 
入学当初から留学を考えてはいましたが、本格的に準備し始めたのは 2 年生の夏休みから
です。夏休みに行われる IELTS講座に参加しました。 
 

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）。 
２年生の春頃初めて個別相談をしていただき、合計４回ほどお願いしたと思います。思う
ようにスコアが取れなかった時、秋派遣で落ちた時は海外留学室の方々にたくさん励まし
ていただきました。また、個別相談を通して、自分がなぜ留学に行きたいのかという思い
を固めることもできたと思います。派遣決定後も入学手続きなど、何から何まで助けてい
ただきました。 
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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。 

TOEFL iBTを 1回、IELTSを 3回受験しました。2年生の 5月ごろに初めて TOEFL iBTを
受け、対パソコン形式が自分にあっていないと感じました。そこからは IELTS 対策にシフト
して進めました。上述した通り、その年の夏休みに IELTS 講座を受講しました。詳しい対策
としては、ひたすら IELTS の問題集を解きまくりました。当たり前のことですが、自分の苦
手なセクションにフォーカスすること、writing はネイティブの先生に添削をお願いし、
speakingは同じ講座を受講している友達と励ましあいながら練習をしました。徐々にスコア
が伸び、３回目の受験で目標のスコアを取ることができました。 

 
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。 
私は卒論だけを残して留学したので単位互換は全く考えていませんでしたが、単位互換を考
えている人は前もって教授や教務の方と相談する必要があるそうです。 
 
 

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。 
＊LANG1052 English for Academic Use in Australia Lecture 1hour/w Seminar 
2hour/w アボリジニーの論文や映画を見ての reflection paper、オーストラリアのスラン
グや英語表現、自国の文化を紹介するプレゼンテーション、 
＊ECON 1008 Principles of Economics Lecture 2hour/w Tutorial 1hour/w 需要供給
の話など基礎的な経済学。 
＊ TOUR1001 Understanding Travel and Tourism Lecture 2hour/w Tutorial 
1hour/w 観光の歴史や、言葉の定義を学ぶ。ブラジルの観光業を調べまとめる課題がでた。 
＊ ACCT1009 Accounting Principles for Business Decision Lecture 2hour/w 
Tutorial 1.5hour/w 会計学の基礎 
＊MARK1010 Marketing Principles: Trading and Exchange Lecture Lecture 
1.5hour/w Tutorial 1.5hour/w マーケティングの基礎を浅く広く学ぶ。実際の企業の問題
を取り上げてマーケティング理論に沿って分析、解決策の提案。 
＊ MARK1008 Buyer and Consumer Behaviour Lecture 1.5hours/w Tutorial 
1hour/w 消費者行動を詳しく学ぶ。数値を用いて分析する課題。 
 
ほとんどの授業が lectureと tutorial（少人数クラス）の二部構成。 
 

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？ 
リーデイングの量が毎週合計で 100ページほどあったのですが、全てこなそうと思っても時
間が足りませんでした。そこで予習中心だったところを復習中心に切り替えました。Lecture
で習ったところ中心に、Tutorialで問題を解きながら理解を深めていきました。 
心がけていたことは、当たり前のことですが解答をしっかり作っていくこと、分からないこ
とがあったらその場で聞くかもしくは授業後に先生に質問することです。 
 

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？ 
来たばかりの頃は、授業中も含めみんなが何を言っているか分からないことが多かったです。
（テストの CD 音声と生の会話とではスピード話し方など全く違います）留学前にはスピー
キングとリスニングを実際に外国の方たちと会話することで強化しておくことをお勧めしま
す。英語は勉強しすぎ、ということはありません。 
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私の場合は特にグラマー(writing)がすごく苦手で、毎回先生に、グラマーが良ければもっと
評価が上がると指摘されたので、そこに焦点を当てて毎回の課題に取り組みました。ネイテ
ィブの学生に自分が書いた文章を添削してもらったり、レポートやエッセイで使うべき表現
や使ってはいけない表現などをネットで調べたりしました。あと、大学が提供する yourtutor
というサービスや市内の図書館等でも添削サービスを行っているようなので、そこを利用す
るのもいいかもしれません。 
 
 

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。 
街にも大学にも様々な国の人々がたくさんいるので、それぞれの国を代表したイベントが開
催されていました。 
 

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。 
ネット環境についてですが、寮や大学はもちろん、街でも所々無料 wifi が飛んでいたので、
そんなに困ることはありませんでした。ネット環境がないところでは、こちらで買った携帯
で wifi を飛ばして利用していました。学校の図書館にパソコンもプリンターもあり、約$90
分ほど無料で使えました。 
街は小さく、市内に住んでいればほとんどの用事は済みますが、洋服の購入なら、市内から
少しでたところにあるモール（AEON MALL 的な存在）の方がたくさん揃っていると思いま
す。バスやトラムも発達しており、無料で使える区間がありとても便利です。(車を持った友
達がいるとさらに行動範囲が広がりますが…)公共交通機関は時間通りにこないこともある
ので、時間に余裕を持って行動することが大事でした。 
 

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）？ 
教授に直接連絡して日本語のクラスにアシスタントとして参加したり、趣味を活かしたサー
クルに参加し、そこで現地の学生と仲良くなりました。趣味が共通だったり、日本に興味が
ある学生とは比較的友達になりやすいと思います。 
 

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。 
授業後は特に用事がない限り図書館や家で勉強をしていました。休日人は、私のいた都市で
は毎週のようにイベントがあっていたので、それに参加することが多かったです。 
長期休暇中は旅行ばかりしていました。ケアンズ、ゴールドコースト、ブリスベン、シドニ
ー、メルボルンなどオーストラリアならではの豊かな自然や綺麗な街並みをたくさん楽しめ
ました。真冬に山奥でキャンプ（極寒でした…）、真冬にサーフィンをしたことは非常に思い
出に残っています。 
 
 

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？ 
オーストラリアは比較的に衛生面がいいので、特に気をつけていたことはありません。初め
のうちは、水道水を飲まないように心がけていましたが、１ヶ月経った頃から普通に飲んで
ました。もちろん美味しくはないですけどね…。 
 

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。 
風邪を何度か引くことはありましたが、病院に行くほどではありませんでした。たいていの
風邪は薬で治ります。気のせいかもしれませんが、こっちで売っている薬は私には効き目が
やや強く（体格の差によるもの？）処方量より少なくてもすぐに治りました。 
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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 
 

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。 
特にありません。クラブが多めの通りの近くの寮だったので、週末は夜遅くまでうるさいで
すが（部屋は６階でした）そのうちに慣れます。比較的治安のいいところですが、それでも
夜遅くは女性一人で歩くのは少し怖いかなと思います。 
 

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。 
お土産で持っていった歌舞伎フェイスパック系はルームメートにすごく喜んでもらえまし
た！お土産は仲良くなるきっかけ作りになると思います！この地域の大学では Lecture は全
て映像つきで録音され、いつでも閲覧することが可能なのでレコーダーは必要ありませんで
した。あとの物はほとんど現地で買えます（高いですが日本の食べ物も）。 
 

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。 
Go豪アデレード(http://www.gogoadelaide.com.au) 
Visit Australia(http://www.australia.com/en) 
 
 

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。 
寮費が高い上に契約期間が固定だったため、代わりに住んでくれる人を見つけなければな
りませんでした。市内でも安くていい物件はたくさんあるようなので、細かい情報(契約期
間、保証金など)にも目を通しながらじっくりと探すことをお勧めします!オーストラリア
は物価が高く、外食をすれば昼でも軽く$10 以上、夜は$25 ドル以上(ドリンク抜き)はし
ます。なので、私はなるべく自炊をしていました。あとオーストラリアはカード社会なの
で、こちらで銀行口座を作ってそちらにお金を入れておくと便利だと思います。(日本で作
ったカードが使えないことがあったので…) 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO/名古屋大学 給付型 支給額：月 7万円/飛行機代 約 13万円） 
☐いいえ 
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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 内容 金額 

渡航費 約 15万円 食費 3~4万円/月 
保険代 17万５千円 住居費（寮費） 8~9万円/月 
予防接種・ビザ代 約 5万円 教科書代 2万円 

 
 
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。 
帰国後は就職活動をするつもりです。今までは国内で就職するものだと考えていましたが、
世界に視野が広がりました。未だに自分のしたいことは明確には決まってはいませんが、オ
ーストラリアで働く人々と話してみて、仕事をする上で何を大事にしたいかが明確になった
気がします。 
 

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。 
留学期間の終わり頃に日本の冬インターンシップにいくつか応募しました。テスト期間と締
切日時期が重なることもあるので、早めからこまめに情報を入手して計画的に準備すること
をお勧めします。スカイプ面接や、日程調整をしてくれる企業もあるので、躊躇せずに応募
するべきだと思います。私は、主に大手サイトのマイナビやリクナビを利用していました。
友達の中には、シドニーで行われたキャリアフォーラムに参加した子もいました。 
 
 

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。 
単刀直入に言うと、一年卒業を伸ばした甲斐があったなと思います。オーストラリア人のラ
イフスタイルや食事、生活に直に触れる機会がたくさんあり、身をもってオーストラリアを
体験できました。たくさんの人種が生活している国なので、こうでなければならない、とい
う型がないような気がしました。逆に日本には型があり、それに合わない人は仲間はずれと
されます（あくまでも私の考えですが、、、）。なので、こっちで生活しているとそのままの自
分を受け入れることができてすごく楽でした。あと、日本に興味のある人が多くて、たくさ
ん日本について質問されました。自信を持って答えられないこともあって、その時は恥ずか
しい思いでした…。 
留学にいかなければ、こんなにも多様性に触れることもなかっただろうし、日本のことにつ
いて興味を抱くこともなかっただろうし、本当にいい経験になりました。１０か月なんてあ
っという間でした。 
 

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？ 
特に大きく変わったことはありませんが、細かいことが気にならなくなりました。まあいっ
か、と思うことが増え、いい意味で楽観的になったと思います。友達には内面的に丸くなっ
たと言われることが多いです。（以前は真面目すぎだったようです。）明確にどう変わったと
述べることはできませんが、考え方も価値観も大きく変わったと自分では思っています。 
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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。 
卒業が１年延びるかもと思って躊躇している人、ぜひ留学してください。生活や人間関係で
ストレスを抱えて苦しんだこともありましたが、それを上手く乗り越えることができた今、
私はどんな困難でも上手くやってのける気がします！自分の将来についての考え方も大きく
変わります。留学前、留学中もたくさん悩むことがあると思いますが、最後には行ってよか
った！と心から思えるはずです。ぜひ、挑戦してみてください！ 
 
 
 

以上 


