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交換留学帰国報告書 

  
記入｜11年 28月 

所属＆学年｜情報文化学部 3年 
卒業予定｜2018年 3月 

 

留学先大学 西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 9ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2016年 2月 21日 － 2016年 11月 25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。 
移民政策に興味があったので、自分の専門であるメディア系の勉強もでき、移民政策につ
いての勉強もできるオーストラリアに決めました。 
 

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。 

興味のあることを学びたいと思ったのと、自分が日本とは全く異なる環境でどこまでやっ
ていけるのかを試してみたかったという思いがあったからです。 
 

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 

オーストラリア ケアンズ 小学校 6年 旅行 

タイ プーケット 中学 2年 旅行 

 
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？ 
試験で中々点が取れず（後述）応募できるようになるまで一年ほどかかりました。 
 
 

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）。 
応募前はどう勉強すれば試験で点をとれるか、勉強方法のアドバイスをいただきに相談に
行きました。また、留学が決まってからは書類準備の不備がないかを確認して頂いたりし
ました。特に、同国への留学経験のある先輩とコンタクトをつなげていただけたのは準備
段階において非常に助かりました。 
 
 

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。 
私は IELTS を受けましたが、中々点が取れず 10 回近く受けました。一回の試験費用が非
常に高額なのでバイト代がほとんどそれに消えました。もっと大学の IELTS 講座や G20
の授業に参加するなど日常的に英語に触れる機会を作っておくべきだったと思います。特
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にライティングとスピーキングは一朝一夕にはいかないので日常的に練習するべきでし
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。 
向こうの大学で授業を選ぶときは Unit Outlineを熟読するのが大事です。あと、自分の能
力を過信しないこと！この 2つを怠るととんでもなく痛い目にあいます。痛かったです。 
 
 

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。 
ASIA2002 Australia and Asia / ANTH2090 Aboriginal Art / HUMA1901, HUMA1902 / 
COMM1002 Communication and New Media など、計 8科目履修しました。基本的に、
週 2時間のレクチャーと 1時間のチュートリアルで構成されています。アート系のクラスだ
とチュートリアルの代わりに 2 時間のワークショップや週ごとにイメージ作品の提出などが
ありました。 
 

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？ 
学期末に課題の締切がどっと迫ってくるので、あたふたしないよう 1 週間前完成を目安に計
画的に行うようにしていました。また、議論展開の速さについていくためチュートリアル前
にできるだけ必読資料とそれに関する自分の意見をまとめておくなどしました。 
 

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？ 
解決したと言っていいのかはあまり自信がありませんが、後期にとった文学の授業の負担が
あまりに大きく、全体的に成績が下がった時期がありました。その際は留学生窓口に相談し
てアドバイスを頂きました。その結果、授業に優先度をつけて勉強した他、課題のチェック
を事前にして頂けるサービスを利用するなどしました。 
 
 

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。 
シドニーやメルボルンのような派手さはありませんが、非常に美しく穏やかな街です。そし
てどのビーチも目を見張るほどの美しさなのでよくお散歩に行ったりしていました。大学に
はたくさんの留学生がいて（約 25％が海外からの学生）国際色豊かです。どの学生も非常に
勉強熱心で夜遅くまで図書館で勉強していたりしますが、イベントやパーティーなど遊ぶと
きは全力！オンオフがはっきりしている方が多いです。 
 

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。 
寮住まいだったのですが、一人ひと月 150ギガ使用できたのでインターネットは自由に使え
ました。また、大学内のコンピューターは様々なソフトが導入されているためほとんどの作
品課題に対応できる他、ジムや薬局など健康面のサポートも充実していました。また、大学
から CBDへすぐに行けるバスもあり買い物に困ることもありませんでした。 
 

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）？ 
寮のイベントに参加したり、地域のイベントに行ったりしました。またチュートリアルで仲
良くなることもありました。友達の友達を紹介してもらえることが多かったのでそれがきっ
かけで仲良くんなった方もいますし、輪を広げていけました。 
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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。 
業後は基本的に次の日の予習や復習に当てていましたが、時々友人と映画を見たり食事に行
ったりしました。また、パースは自然が豊かなので、長期休暇を利用してロードトリップに
行ったり、友人の実家に遊びに行ったりしました。 
 
 

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？ 
病院が嫌だったので体調管理にはかなり気を遣っていました。また、肌があまり強くなかっ
たので日焼け止めなどは日本でいつも使っていたものを持っていきました。衛生面に関して
は、寮に毎週部屋を掃除してくれるサービスがあったのですが、かなり適当なので自分でも
掃除するようにはしていました。 
 

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。 
病院には一度も行っていません。ただ、気管支炎になったのとインフルエンザかもしれない
ものにはなりました。大学内に薬局があるので、症状を言うとそれに応じて薬を処方してく
れます。値段は日本の薬局で買うものとあまり変わらなかった印象を受けました。 
 

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 
 

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。 
寮の食事はビュッフェ形式なので、ほそい方で太りも痩せもします。私も来たばかりの時は
何も考えずに食べていたので太りました。あと、パースの治安は比較的いいですが、それで
もノースブリッジなど夜は派手な地区もあるので、男女関係なく夜はなるべく出歩かない、
あるいは出かけるとしても誰かといるようにする方がいいと思います。 
 

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。 
向こうについてから 1週間ほどはオリエンテーションや手続きの関係でバタバタするので
日用品を買いそろえに行く時間があまりとれませんでした。なので、小分けになった洗剤・
石鹸類(洗濯用をはじめ、シャンプー・リンスも)はとても便利でした。あと、非常に紫外
線がきついわりに PA 値の高い日焼け止めがあまり売っていないので、日本のものを使っ
ていました。それと、重いのですが電子辞書は個人的にかなり助けになりました。 
文化交流的な観点でいうと、小分けになった日本茶はプレゼントすると喜んでもらえます
し、浴衣も活躍しました。 
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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。 
オーストラリア留学センター：ビザの取り方や大学の情報などをはじめ保険やコミュニテ
ィの紹介などの情報を発信しています。 
パースエクスプレス：日本食レストランやマーケットで手に入るフリーペーパーです。街
のイベント情報やスーパーのセール情報が掲載されています。 
 
 

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。 
特にパースはオーストラリアの中でも物価が高く、ちょっと買い物をするだけでも結構な
額が飛んでいきます。なので、学業関係以外のものを買うときは使い過ぎないようカード
ではなく現金で支払う、レシートは取っておいて月末にいくら使ったかを確認していまし
た。旅行など含めなければ普段月 1万円～2万円くらい使いました。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO   支給額：70,000   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 内容 金額 

渡航費 10,000円(名大か
らの支援が出
たので実質0で
した) 

食費 寮費に含まれてい
ます。 

保険代 たしか 15 万円く
らい。名大が斡
旋している保
険会社のもの
を利用しまし
た 

住居費（寮費） 💲💲21,180.00 
もう少し安い寮も
ありますがその
分定員になるの
も早いです 

予防接種・ビザ代 50,000円 教科書代 前期：💲💲50 (4,000
円くらい) 

後期：💲💲150(文学
の授業をとった
ため) 

 
 
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（ ） 
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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。 
留学に行く前は、英語を使ったいわゆる「グローバル」な仕事がしたいなーとぼんやり思っ
ていましたが、実際海外で生活すると、「英語を話せることは当たり前だしそもそもグローバ
ルってぼんやりした言葉だね、何をどうして、どういう目標を達成すればグローバルなんだ
いあはは」みたいなことを言われます。ただ、留学中は自分の今や将来について考えること
ができる時間がたっぷりとれます。私はこの言葉をきっかけに、就職したい業界や職種を具
体化することができました。 
 

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。 
 
 
 
 

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。 
留学中はつらいこともたくさんあって帰りたくなることもしばしばありましたが、終わって
みると非常に充実した時間を過ごせたと思います。特にオーストラリアは様々な文化背景を
持つ人が暮らしているため、あらゆる物事を多数の視野で考えるという機会が多く得られま
した。(チュートリアルでの議論はもちろん、友達とスーパーに買い物に行くだけでも！)こ
のいろいろな考え方を柔軟に受け入れて自分の考えも確立する、ということができるように
なったのはオーストラリアですごしたこの 9か月のおかげだと思っています。 
 

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？ 
自身の価値観が変わりました。例えば以前は社会で必要なのはクリエイティビティとリーダ
ーシップだ、もっと国際社会で活躍するためにはその点を伸ばさなければいけないと思って
いました。もちろんクリエイティビティもリーダーシップも重要です。けど今帰って来て言
えるのは、期待されているのはそこじゃない、ということです。いろいろな人がいる中で私
が他に認めてもらえたのは、自身の真面目さと忍耐強さでした。これを機に、わざわざあり
もしないクリエイティビティをつけようともがくのではなくて自身の強みになるものは何
か、そしてそれを他の人がもつ能力とどう合わせて生かしていこうかという「多様性」を重
視するようになりました。 
 

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。 
留学したい目的がはっきりしている人も、まだぼんやりしている人も、共通して何か変えた
いと思ってたり自分が世界でどのくらい通用するか試したいという気持ちがあるのではない
かと思います。まさに海外の大学で学ぶことはその絶好の機会です！だってそれまでの自分
の考えやプライドを見事に粉砕してくれますから！(笑)そしてまっさらになった自分に素直
な気持ちでたくさんのことを上書きしていってください。必ず皆さんにとってそれらはかけ
がえのない宝になると思います。 
そして語学試験で苦労している人へ。ぎりぎりで基準をパスして留学に行くと最初の 1 か月
で地獄を見ます(実話)。けれど、ギリギリでもいいからあきらめないでください。私も語学
試験で非常に苦労しました。全然安定して点は取れないのに周りはケロッと点を取ってくる
し、ただただ毎月バイト代の稼ぎから 25,000 円が飛んでいく…。けれどあそこで諦めなく
てよかったと今では思っています。そのくらい留学することで得られるものには価値がある
と思います。皆さんの留学もよいものになりますように！ 
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寮のパーティーにて。 

  

大好きなコテスロービーチと愛しのインド洋 (左) 夕方の海も好き！(右) 

 

 

以上 


