留学先大学：クイーンズランド大学(UQ)
留学先での所属学部・研究科：Exchange Student
留学先での在籍身分：Exchange Student
留学期間：2017 年 2 月～ 2017 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科：法学部
学年（出発時）
：４年
本報告書記入日：2017 年 12 月 7
日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日：2 月27 日
学年終了月日：11 月18 日
学期：
①2 月27 日～6 月24 日
②7 月24 日～11 月18 日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

州内でも特に規模の大きな総合大学です。キャンパスは広大、学生数は非常に多
く、また、どのような分野の講義も一通り揃っています。

1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：
大学付属の語学学校のクラスを留学生向けに一部無料開放しています。
また、他にもLanguage ExchangeやAcademic Englishの講座などのプログラムも揃っています。英語を第二言語とする学生が非
常に多いこともあり、先生や学生も英語が得意でない人への理解がある人が多いように思います。

勉学面でのサポート：

講義で理解できない点、課題での疑問点などはどの教授、講師も非常に親身になっ
て助けてくださります。
精神面でのサポート：

カウンセリングやその他ストレスを感じている学生をサポートするためのプログラ
ムが無料で提供されています。
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住居・生活面でのサポート：

費用はかなり高額ですが、寮が用意されています。また、大学が認定した業者しか
登録できない、UQの学生の為の部屋探しのWebサービスが用意されています。
課外活動のサポート：

大学公認のClubやSociety（サークルのようなもの）はかなりの数があります。その他、大学付属のジムやプール、グラウンド
等も一通り揃っています（別途料金がかかります）。

1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。
（気をつけること等）

人気の物件は学期開始前に埋まることが多いそうなので、できれば早い内に探した
方がいいかもしれません。また、写真と実際がかけ離れていることも多いので、で
きるだけ多くの物件にinspection（下見）に行ってください。また、シェアハウスは
フレンドリーなところから、プライベートを大事にするところまで色々ありますの
で、そこもよく考慮してください。
3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）
また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）

OSHCという保険に別途必ず加入しなければなりません。学生ビザを取得する
際に必須となります。
3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

シェアハウスの料金に含まれていました。速度等、日本とそれほど変わらない
感覚で利用することができました。
大学での PC の使用の可否：□使用できた
□使用できなかった
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。

数多くのPCが図書館を中心に設置されています。
3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。

一度目の調子が悪くなり病院に行きましたが、費用は全て保険でカバーされま
した。
健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。
とにかく日差しが強い地域なので、日焼け止めをしっかり使ってください。また、空気が日本に比べ乾燥しているた
め、人によってはそちらも注意した方が良いかもしれません。
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3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）
こちらは全てクレジットカード中心なので、買い物も現金引き出しも基本的にはカードで全て済ませていまし
た。銀行口座はキャンパス内にあるANZ銀行で開設しましたがそれほど手続きは複雑ではありませんでした。

3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。

日本に比べ全体的にかなりフレンドリーだというのは感じました。また、年齢
や立場の違いは日本ほど重要ではないように思います。
大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。
基本的にはUQの友人が多かったですが、ハウスメイトが他大学の人だったので、その大学の人たちとも
仲良くなりました。またシティで、様々な国の人が集まるイベントが定期的に開かれていますので、そこ
でも少し友人ができました。

課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。

現地では日本文化のSocietyに入っていたのみです。
留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）
ブリスベンは非常に治安の良い街だと思います。ただし一部危険な地域もあるそうなのでその点だけ気をつけてくださ
い。非常に様々な人種の人がいるので、そもそも現地の人と区別されていないように感じます。

3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

就職活動はしていません。

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。

（財団等名）JASSO
その他（渡航費等の支給）0

，70000

円／月
円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

渡航前はブリスベンで留学していた人のレポートやブログをよく参考にしていまし
た。
5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。

大概のものは現地で手に入ります。

5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（TOEFL
）78
点→帰国後（
）
点
語学力は確かに大きく向上しましたが、見違えるように変化はありません。相当努力しなければ、海外にいるか
らといって英語が話せる訳では全くありません。価値観の変化についてはシンプルに表すことはできませんが、
この２学期間本当にたくさんの人と出会い、話してきたので、それを通じて色々な考え方が身についたように思
います。
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

大阪から成田まで国内線で行き、そこからブリスベンまで国際線で行く予定でし
た。しかし、悪天候による遅れのため国際線への乗り継ぎができませんでした。国
内線と国際線を別々に予約していたため補償があまり受けられず、航空券を取り直
したことによりチケット代が非常に高くなってしまいました。
5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。

受け入れ先大学への申請等、慣れない複雑な手続きに関し、非常に丁寧にサポート
していただきとても助かりました。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。

間違いなく薦めます。語学留学やワーキングホリデー等、様々な手段でこちらに滞
在している方に会いました。しかし、現地の学生と共に学び、さらに手厚い奨学金
を受けられる交換留学ほど、人脈面でも経済面でも恵まれたプログラムはありませ
ん。たくさんの人が交換留学をためらい、諦めますが、チャレンジする意思を持
ち、機会を求めている人には絶対にこのプログラムを薦めます。
5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか： 5
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 4
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 5
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： 3
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか： 2
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 5
・留学全体の総合的な評価： 4
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留学先大学：クイーンズランド大学(UQ)
留学先での所属学部・研究科：Exchange Student
留学先での在籍身分：Exchange Student
留学期間：2017 年 2 月～ 2017 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科：法学部
学年（出発時）
：４年
本報告書記入日：2017 年 12 月 7
日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名
（現地語・和訳）

１
２
３
４
５
６
７

教授名

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

Intercultural
Dr. Paul 3
Cmmunicatio
Moore
World Religions （世界の
n (異文化コ
Dr. Shirin 3
宗教）
ミュニケー Mohammad
Writing for International
Hassan
ション）
Dr.
Penny 3
Students （留学生の為の
ライティング）
Jamarani
Bailey
Modern Southeast Asia
Dr. Patrick 3
（現代東南アジア）
Jory
Gender, Sexuality and
Dr. Mair 3
Society （ジェンダー、セ
クシャリティと社会）
Underwood
Sociology of the City （都
Dr. Juan 3
市社会学）
Zhang
Power, Structure & Agency
Ms. Marion 3
（パワー・
権力・社会構造・個人）
Carrett

Intercultural Cmmunication
(異文化コミュニケーショ
ン）

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含
めて教えてください。

2

200

エッセイとプレゼンテーションが主体のクラスです。内容自体は
それほど難しくないですが、グループでのプレゼンテーションが
重視されます。

2

100

教会や寺院など３カ所に実際に訪問した上でレポートやエッセイ
を書きます。専門用語が多く、英語が特に難しいので予習には力
を入れた方がいいでしょう。

2

40

講義内容はそれほど難しくなく、予復習はそれほど必要ではあり
ません。内容は留学先でのライティングで非常に役立つので、講
義だけは集中して受けるようにすると良いでしょう。

2

20

現代東南アジアの歴史を学ぶコースです。課題では１つのテーマ
をかなり掘り下げることが求められるので、早めに自分が深く興
味の持てるテーマを探っておくことが大事だと思います。

2

150

グループでのプレゼンテーションが課されます。また、期末試験
（選択式＋記述式）も評価の内かなりのウエイトを占めます。

2

50

2

30

授業は講義１時間、グループプレゼンテーション２時間で毎週進
みます。毎週もしくは隔週ぐらいのペースでプレゼンテーション
の準備に２〜４時間ほど割かなければなりませんが、それ以外の
負担はかなり軽いです。
社会学理論の基礎を学びます。３つのエッセイのみでの評価で
す。チュートリアルでは講義内容について皆で議論するので、
チュートリアル前に講義の復習ができていると理想的です。

８
９
１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等
大体のクラスは大人数授業であるLectureと少人数制のTutorialの２つのパートから成ります。後者ではグループ
ワークやディスカッションなどが中心に進みます。現地学生は議論等では積極的な人が多いです。全体的に日本
の大学生より真面目ですが、要領良くやっている人もやはり多いなという印象です。私は英語力はそこまで高く
ないのですが、成績評価は真面目にやっていればそこそこの点数はもらえます。

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃：230,000
・住居費：
（月額）45,000
×（留学月数）9
ヶ月 ＝ 405,000
・食費： (月額）30,000
×（留学月数）9
ヶ月 ＝ 270,000
・保険料：130,000
・その他：600,000
合計：1,635,000
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）

これから交換留学に行かれる方へのアドバイスとしては、とにかく様々な人との
繋がりを大切にして欲しいということに尽きます。留学を成功させる鍵はとにかく
様々な友人を作るということであると考えています。ここでは「留学先でどう様々
な人と知り合うか」という点に絞って書きたいと思います。
まず、ブリスベンもUQも日本人がかなり多く、留学に来たのに外国人の友人がで
きない・・と言っている方は非常に多いです。これはある意味心強いことでもある
のですが、UQに行かれる方にはこの点は心に留めておいてほしいと思います。
留学先で友人の輪を広げる為のコツとしては、とにかく積極的にクラブやSociety
等に参加されることです。Orientation WeekにMarket Dayと呼ばれる神戸大学におけ
る新歓祭にあたるものがあります。まだ慣れてもない中、少し勇気もいりますが、
ぜひこのときに自分の興味のあるクラブやSocietyにいくつか加入してみてくださ
い。Membershipも５ドル〜１０ドル程度で、合わなければその後全く行く必要もな
いので、とにかく少しでも興味があれば入るだけ入ってみてください。英語ができ
なくとも、スポーツや共通の興味を通じてだとグッと友人ができやすくなります。
それと、Wasabiという日本文化のSocietyはかなり活動的なので時間があれば積極的
に参加されることをお勧めします。私のUQでの友人はこのSocietyで知り合った人が
多いです。
もしどのスポーツにも興味がなければ、おすすめは「語学」を通じて友人を作る
方法です。留学生が多いUQでは、メジャーな言語であれば大概その国のSocietyが会
話のクラスをやっています。それほど上手くなくても構いません。私自身全くの初
心者なのですが中国語を教えてもらっていました。スペイン語を話す国々のSociety
に参加し、友人の輪を広げている人もいました。
本気を出せば本当に様々な国の人と知り合えるのがオーストラリアです。少しぐ
らい自信がなくても、普段は内向的な人も、この一年間は思い切って社交的にな
り、色々な輪に入ってみてください。きっと留学生活が何倍にも豊かになることと
思います。

