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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（3 ヶ月以上 1 年未満用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from one semester to a year) 

記入日/Date：2022/12/27 

 

■ID：A22156 

■参加プログラム/Program： 全学交換留学 

■プログラム情報/Program info.：https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-USTEP.html 

■派遣先大学/Host university： ニューサウスウェールズ大学(UNSW) 
■留学期間/Program period (yyyy/mm/dd)： 2022/9/5 ～ 2022/12/8 
■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部第一類 
■学年（留学開始時）/Year at the time of study abroad： 学部 4 年 
 

■留学を決めるまでの経緯/How and why did you decide to study abroad?： 

募集締切の 3 日前に日本の冬が嫌になり、突然留学を決めた。元々帰国子女で欧米にさほど関心がな

く、具体的に留学を検討していなかったが、ふとオーストラリアだったら楽しそうだと思った。急だったので

躊躇っている暇はなかった。 

 

 

■留学前の本学での修学状況/Academic status BEFORE the program： 

2022 年/Academic year ／ 学部 4 年/University year ／ S2 学期まで履修/Completed semester 

■留学中の学籍/Academic Status during the studying abroad/program： 

留学 

■留学後の本学での修学状況/Academic status ON RETURN： 

2023 年/Academic year ／ 学部 4 年/University year ／ W 学期から履修開始/Semester 

■留学にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to study abroad： 

単位を取りきり、丸々空いていたため。 

 

 

■留学先で履修した授業科目と単位数の詳細/Subjects taken and credits earned： 

・Business decision making /6 
・Comparative management systems /6 
・The will of people /6 

■留学中の学習・研究の概要/Overview of the study/research during study abroad： 

ビジネスの授業は周囲もほぼ予習していなかったが、法の授業は毎回 20～30 ページの文献が予習課題

として出され、読まないと何も始まらない。ビジネスは授業内課題やプレゼン、双方向の授業があるが、法

は講義での自由発言形式だった。 

■留学先での 1 学期あたりの履修科目数と履修単位数/Number of subjects registered per semester and credits 

earned per semester： 

留学の時期について/About the timing of the study abroad period 

学習・研究について/About study and research 



1～3 科目/Subjects ／ 11～20 単位/credits 

■1 週間あたりの学習・研究に費やした時間/Hours spent for study/research per week： 

6～10 時間/hours 

■学習・研究以外の活動で取り組んだもの/Activities you took part in other than study/research： 

文化活動 

■学習・研究以外の活動で取り組んだものの内容、または取り組まなかった理由/Details of the activities you 

chose, or the reason why you did not take part in any activity other than study/research： 

日系サークルに入ったら日本人がおらず大層歓迎された。他にも文化交流やサーフィン、Kpop など複数

のサークルに行っていた。 

■週末や長期休暇の過ごし方/How did you spend the weekends and vacations?： 

ビーチなどに観光に出かけていた。現地で出来た友人があちこち連れていってくれた。 

 

 

■設備/Facilities： 

図書館が広く仮眠室などもある。 

■サポート体制/Support for students： 

図書館等でのサポートがあるらしいが、受けていないので詳細不明。 

 

 

■宿泊先の種類/Type of accommodation： 

学生寮 

■宿泊先の様子、どのように見つけたか/Environment around the accommodation and how did you find it： 

現在一斉に留学生が帰国しているため学校の寮は全ていっぱい、大学から薦められた学生マンション

(scape)に問い合せたところ期間限定の低価格(250 ドル/週)で滑り込めた。scape は都心にあり、セキュリ

ティもしっかりしていてとても良かった。自分も直前まで家が決まらなかったが、現地には家無しの学生も

大量にいたので、とにかく早く抑えた方がよい。 

 

■気候、大学周辺の様子、交通機関、食事等/Climate, environment around the institution, transportation, food, etc.： 

8 月はやや肌寒かったが、基本的に気温は快適だった。雨が降っても 20 分ほどで止む。交通期間は電車

とライトレール(路面電車)、バスがあり、多少遅延/早発するが基本まともに動いている。大学は改装中で

食堂はしょぼい。中華街の近くに住んでいたのでレストランはたくさんあり助かったが、めちゃくちゃ美味し

いわけではない。アジア系スーパーも多く困りはしない。 

■お金の管理方法、現地の通貨事情/Management of money and situation about local economy： 

円の暴落と現地のインフレにより、物価は日本の倍。クレカさえあればそのまま電車にも乗れる。現金は

友人との交際費折半のみに使った。 

■治安、医療関係事情、心身の健康管理で気をつけたこと等、危機管理/Aspects of risk and safety management, 

local health care system, and any actions taken to maintain your health： 

治安は深夜まで良い。たまに友人の友人が数人に囲まれて鞄を奪われたという噂を聞く程度。ごく稀に薬

物中毒者がいる。ただ電車で寝ている人はほぼいないので、あまり良くないのかと思っていた。 

 

派遣先大学の環境について/About environment at the host institution 

プログラム期間中の生活について/About life during the program 



 

 

■留学先への入学手続き/Procedures for enrollment required by the host institution： 

履修手続きが 2 段階化されており、1 段階目を通っても時限被りや満席などで取れないことがあるので、1

段階目は余分に申請しておくと良い。期限は過ぎても学生相談所が何とかしてくれたが、席が埋まるので

早めにした方が良い。 

■ビザの手続き/Procedures to obtain visas： 

留学ビザを申請した。発行に 1 ヶ月ほどかかると聞いていたが、2 秒で発行された。300 語ほどの留学理

由説明を書く必要があったのが多少面倒だった以外はスムーズだった。 

■医療関係の準備/Preparations or actions taken to maintain your health： 

常備薬を大量に持ち込んだが税関で何のチェックもなかった。気候も良く病気にはならなかった。 

■保険関係の準備/Preparations/procedures for insurance： 

東大の保険とオーストラリアの保険で歯医者以外全部カバーできます。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

単位を早めに取っておくと思いつきで留学に行けます。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

IELTS8.0 を 2 年ちょっと前に取り、失効していたがオーストラリアの一部大学ではコロナの影響で 3 年前ま

でのスコアを受け付けているため、そのまま通せた。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 航空費/Airfare 90,000 円/JPY 

 派遣先への支払い（授業料・施設利用料など）/Payment 

to host institution (tuition, facilities fee, etc.) 

0 円/JPY 

 教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 海外留学保険料（東京大学指定のもの）/Overseas travel 

insurance fee (designated by UTokyo) 

15,000 円/JPY 

 保険・社会保障料（留学先で必要だったもの）/Insurance 

and/or social security (required by host institution/region/country) 

25,000 円/JPY 

■その他、補足等/Additional comments： 

行きの航空券はマイル利用。オーストラリア政府指定の保険に強制加入。 

 

■留学先での毎月の生活費/Monthly cost of living during the study abroad period： 

 家賃/Rent 90,000 円/JPY 

 食費/Food 90,000 円/JPY 

 交通費/Transportation 4,000 円/JPY 

 娯楽費/Entertainment/Leisure 15,000 円/JPY 

■その他、補足等/Additional comments： 

娯楽費は旅行除く。 

 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

留学前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before studying abroad 



■留学のための奨学金の受給有無/Scholarships for study abroad： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■留学先で履修した授業科目のうち、単位認定申請をする（予定の）もの/The subjects for which you plan to (are 

planning to) transfer credit to UTokyo： 

なし。 

■留学前に取得済みの単位数/Number of credits earned at UTokyo BEFORE your study abroad： 

86 単位/credit(s) 

■留学先で取得し、単位認定申請を行う（予定の）単位数/Number of credits earned and (planned to be) transferred 

to UTokyo： 

0 単位/credit(s) 

■これから本学で取得予定の単位数/Number of (expected) credits to be earned on return： 

0 単位/credit(s) 

■卒業/修了予定/(Expected) year/month of graduation (yyyy/mm)： 

2023 年 3 月 

 

 

■留学の意義、その他所感/Impact of the study abroad experience on yourself or your thoughts： 

シドニーは移民が多く、さらに留学先大学は留学生比率が非常に高かったため、とても多様な文化に触れ

ることができた。自分がよりおおらかになったと思う。当然語学力も向上したし、知らない土地で一人で生

活するのは初めてだったのでためになった。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

就活等は留学を決めるずっと前に終えていたためとくに影響はない。 

■留学による今後のキャリア・就職活動へのメリット・デメリット/Merit/Demerit of studying abroad on your future 

career/job hunting： 

就活に響いている人は多い。自分は特に影響なかった。 

■留学中に行った就職活動/Job hunting activities during study abroad： 

いずれも行っていない 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

民間企業、外資戦略コンサル 

留学を振り返って/Reflection 

今後の予定について/About your future plans 



■今後留学を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

1 学期だけだったが行って本当に楽しかった。迷っているなら行けというのはその通りだと思う。 

■準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful while preparing 

for or during your time overseas： 

なし。 

 


