※

帰国後15 日以内に提出してくださ
い。

九州大学海外派遣留学生 最終報告書

※

提出された情報は、海外留学HP
に掲載します。（色のついた部分
は掲載しません）

留学先大学名

ブリストル大学

（国名： イギリス

留学先学部名（またはプログラム

）

Study Abroad

名）

留学期間

2010 年 7 月

学部／学府・年次

〜

2011 年

工学府

留学により卒業または修了が遅れる見込みの有無とその期間

6 月

１ 年次〜
有 ・ 無
○

（期間：

２ （１） 年次

1年

）

3 ．新卒で就職したいため
１．４年次に留学したため ２．単位が不足するため ○

遅れる見込みの方はそ
の理由を書いてください
（NO.に○印をつける）

4 ．その他（具体的に記入）
○
試問等に出席していないため
就職活動のため

卒業を遅らせないため
にどのような配慮や工
夫をしましたか？

進路の予定
前項で１と答えた方は、
就活時期と方法を教え
てください（予定を含む）

1 ．就職 （ 時期： ４月から ／（ 2013
○
２．大学院進学（
大学
３．その他（具体的に：

）年 （

4

）月から）
学府/研究科

）
）

通常の修士１年生と同じ時期、方法で行う予定

進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？
留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？
１．留学先大学について
授業（カリキュラム 基本的にどの学部の講義も受けていいです。私の学科では院の授業も受けていいと
等）の概要につい 言われました。ただし、語学コースを受ける人はその結果によっては受けられる授業
の制限がつくようです。基本的には IELTS7.0 か Pre-sessional course 70%以上あれば
て
どこでも受けられます。

留学先大学のサポ
ート体制について
（語学面／勉学面
／精神面／住居・
生活面など）

私は主に Department of Aerospace Engineering の授業を受けていたので、そこでスー
パーバイザーの先生がいました。講義の登録やテストについての説明や、わからな
いことがあった際は、いろいろと教えてもらえました。交換留学生でもいろいろな学部
から授業を取っている人は、スーパーバイザーのような人はいなかったようです。
語学、勉学に関しては、１０週間の Pre-sessional course を受けたことが大きかったと
思います。そこでは、Academic English（主に academic writing や presentation,
discussion など）について学び、最後にはテストもありました。イギリスでの生活に慣
れるという面でも非常に有益であったので、なるべく受けた方がいいと思います。
住居に関して、寮は必ず割り当てられるようです。こだわりがなければそれでいいと
思います。私は契約期間が長く、毎日急な坂を上らなければならない寮だったので自
分で探しました。うまく探せば、寮よりもずっと安いところもあるようです。

留学先大学に対す 交換留学生も普通の学生も採点基準などは変わりません。ネイティブの学生もけっこ
う勉強している人が多いので、ネイティブじゃない私たちは日常的に予習復習が大切
る感想
ですし、テスト前はかなり勉強しないと大変です。
ブリストル大学は他の新しい大学と比べると施設（図書館や講義室等）は充実してな
い部分もありますが、授業の内容などはレベルも高く良い大学だと思います。ブリスト
ルの街もイギリスの中ではとても住みやすく良い街だと思います。

同じ大学への留学 ブリストルは TOEFL の要求が高いので避けられがちのようですが、８０点以上あれ
を希望する人たち ば１０週または５週の語学コースを受ければ受け入れてもらえるので、挑戦してほし
へのアドバイス
いです。また、そのコースは 10 月からの授業を受けるうえでとても勉強になるのでな
るべく受けた方が良いと思います。

２．事前手続き（ビザ申請など）
ビザの種類

TIER4

ビザ申請先

UK Boarder Agency (大阪)

必要書類、手続き 大学から CAS No. をもらった後、ネットで日時を予約し大阪か東京に書類を持ってい
方法
き、その時に指紋も取られます。その後フィリピンのマニラで審査が行われ、もう一度
取りに行くか、郵送でも結果は受け取れます。

手続きに要した時 約 10 日
間
その他必要な事前
手続き

３．日常生活
日常生活の概要、 それほど大きな街ではないですが、city centre のショッピングモールにはいろいろな
店があるので、生活に困ることはありません。イギリスの他の街よりは治安も良く住
感想
みやすいと感じました。

約 1２万円／月
生活費（月額）及び 生活費計
お お よ そ の 内訳
（生活費内訳）住居費： 6 万円、 光熱水料： ２、３千円（何か月かごとに家全体で請
（円換算で）
求が来たのでみんなで割っていました）、 通学費：
０円、
食費； 3 万円、 電話代： ２千円、 インターネット代：
０円（家賃に含まれ
る）、書籍代：
５千円
その他：（具体的に）：旅行代、交際費、
学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）
円
（徴収された費用の名目を具体的に：
）
日本から持参した PC、薬（飲みなれたものがあるなら）、変換プラグ、英和、和英辞典（紙のもの）
PC レポート、学校のメールチェックなどに必ず必要です。
方がよいもの
（ＰＣや変圧器等の 交換留学生はテスト時に辞書の持ち込みができました。（工学部のみかもしれませ
ん）
要不要も）
これから留学する 日常生活で特に困ったことはありませんでした。
人への、日常生活 夜でも郊外でなければそれほど治安は悪くないと思います。
（治安対策を含め）
に関するアドバイ
ス

お金の管理や受け
取り（銀行口座開
設や海外送金，ま
たはクレジットカー
ド持参など）につい
て，貴方の留学先
国で最も適当な方
法を教えてくださ
い。

三井住友銀行の国際キャッシュカードを持っていたのでそれでお金はおろしていまし
た。
なければ、最初の何か月か分現金などで持っていき、イギリスの銀行口座を開設しま
とめて送金すればよいと思います。
始まって１週間程度で学校がBank letterを作ってくれて、それをもって銀行に行って口
座を作りました。
Barcrays は口座維持費、面接あり
Lloyds は語学コースのときは作れません。
Natwest はすぐできます。書類記入のみ
他の銀行についてはわかりませんが Natwest が１番楽だと思います。
また、クレジットカードは最低１枚は持っていたほうがいいと思います。オンラインでチ
ケット予約や買い物する際に必要ですし、イギリスはカード社会なのでなにかとあっ

た方が良いと思います。レートも国際キャッシュカードよりいいです。
銀行口座を開設するとキャッシュカードにデビットカードがついています。

４．住居、生活環境
住居の種類（○印を

・ 寮 ・ホームステイ ○
・ 民間アパート ・その他（
○

）

つける）

住所／
電話番号

寮(03/07/2010 ‒ 25/09/2010) Room 4.4, Manor Hall, Lower Clifton Hill, Bristol, UK
民間アパート (15/09/2010 ‒ 30/06/2011) Room8 Arlington Studious, 13 Arlington
Villas, Bristol, UK
費用（月額）
寮の値段は覚えてません
４８０GBP/月 （光熱費別）
どのようにして見 寮は学校から指定されました。語学コース終了後の寮もあったのですが、場所や契約
つけたか
期間を考えて、民間のアパートにしました。Gumtree というサイトで探しました。

次期留学生に推薦 寮の方が郵便の受け取りなどの面では便利ですが、学校から遠い寮もあるので、オ
できるかどうか、お ファーによっては民間を探した方がいいかもしれません。また、民間のアパートの方
が安いと思います。その際は光熱費が込みか別かなどきちんと確認して契約した方
よびその理由。
がいいです。

留学生活を送る上 Coach や電車をよく使うのであれば Coach card や Rail card を買った方がいいと思い
で次期留学生に伝 ます。基本的なものはいくらでも買えるので無理して持っていく必要はないと思いま
えたい地域情報、 す。
生活情報

５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト
サイト名
Easyjet
Ryanair

ＵＲＬ

コ メ ン ト
格安航空会社

National Express

コーチ

Firstgreatwestern

イギリス南西部の鉄道会社
イギリス全体の予約もできます

Amazon UK

本やプリンターのインクを買っていました

６．その他の特記事項

