留学先大学： クイーンズランド大学
留学先での所属学部・研究科： Humanities and Social Siences
留学先での在籍身分： Incoming Exchange
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： 国際文化学部
学年（出発時）
：3
本報告書記入日： 2017 年 12 月 18 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：
① 2 月 27 日～ 6 月 24 日
② 7 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

クイーンズランド大学はオーストラリアの8大学の一つでオーストラリアではとて
も有名な大きい大学です。留学生が多く、生徒・教授ともに様々な国から来た人が
いるため、あまり外国人として見られるようなことはありません。私の周りでは、
心理学を勉強している学生が多かったので、人気がある分野だと思います。

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：
週に2回図書館で課題を添削してくれるイベントがありました。また6週間のみにはなりますが、大学内の語学
学校で、スピーキング・リーディング・リスニング・ライティングのうちどれか二つのクラスを無料で受ける
ことができました。

勉学面でのサポート：

私は利用できませんでしたが、人気の科目であれば寮でチューターに教えてもらえ
ました。
精神面でのサポート：

何か困ったことがあれば、スチューデントセンターのスタッフや寮のカウンセラー
に相談できると思います。
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住居・生活面でのサポート：

寮に住んでいたので、困ったことがあればオフィスのスタッフやシニアレジデント
に助けてもらいました。
課外活動のサポート：

学期の初めに神大の新歓祭のような大きなイベントがありました。
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）

私は寮に住んでいたのですが、食事が3食ついており、大学には徒歩5分で行けた
のでとても便利でした。たくさんイベントもあるので友達をつくるのにはとてもい
い環境だと思います。ただ、寮の値段はとても高いです。寮費の半分くらいの値段
で、とてもキレイなシェアハウスに住んでいる友達がたくさんいたので、寮以外の
選択肢も少しは見てみることをお勧めします。

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。

大学入学時に加入した生協の保険
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）

オーストラリアの学生は加入が義務付けられている、OSHC

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。

寮費に含まれていました。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
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。

図書館にたくさんありました。日本語を使ったことはありませんが、設定を変
えれば使えるのではないかと思います。
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。

通っていません。
健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

特にありません。
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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）

日本からクレジットカードとデビットカードを持参しました。

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。

移民や留学生が多いためとても多文化です。特に困るようなことはありません
が、お店が16〜17時ごろに閉まってしまうのは不便でした。

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。

週に1回ほど図書館で開催される無料英会話のクラスに行っていたので、そこ
でワーキングホリデーの人や現地の人と話す機会がありました。
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。

マラソンなどのイベントボランティアを数回と、たまに日本語のボランティア
に参加していました。
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）
そこまで大きくない町なので遊ぶ場所は限られていますが、きれいで安全なのでとても住みやすい町でした。アジア
人も多いので全く外国人扱いされることはないです。

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。

マイナビの人が大学に来てセミナーを開催されていたので、それには参加しまし
た。

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）

， 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。

大学のHP、寮のHP、オーストラリアに留学している人のブログなど
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。

日焼け止め、薬、ルーズリーフ

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：
（
）
点→帰国後（
）
点

初めのころより、様々なアクセントの英語を聞き取れるようになり、学校で使うよ
うな会話表現を習得できたと思います。しかし、英語を流暢に話せるようになるに
は1年では足りないことを実感しました。寮には様々なバックグラウンドを持った
学生がいたので、異文化理解力は向上したと思います。
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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。

寮の火災報知器が高感度すぎて、シャワーの湯気などにも反応してしまうため注意
が必要でした。

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。

はい。大学の留学申請のことや奨学金のことなど、質問した際に丁寧に対応してく
ださいました。

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。

私費留学よりかなり安く、世界的にも有名な大学に留学できるので交換留学を薦め
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： 4
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 5
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 4
・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： 4
・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
留学先での所属学部・研究科： Humanities and Social Siences
留学先での在籍身分： Incoming Exchange
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： 国際文化学部
学年（出発時）
：3
本報告書記入日： 2017 年 12 月 18 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

教授名

（現地語・和訳）

１

AUST1000
AUST1000

２

COMU1002
COMU1002

３

TOUR1001
TOUR1001

４

ANTH1030
ANTH1030

５

ANTH2270
ANTH2270

６

TOUR2001
TOUR2001

７

Dr Robert
Hogg
Dr Paul
Moore
Dr Aaron
Tkaczynski
Dr Gerhard
Hoffstaedte
r
Dr Gerhard
Hoffstaedte
r
Dr Pierre
benckendor
ff

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

2

2

90

3

2

200

3

2

200

3

2

200

3

2

80

3

2

200

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。

毎週のリーディング、エッセイ
2つ、テスト
毎週のリーディング、エッセイ2つ、グループプ
毎週のリーディング、エッセイ
レゼンテーション、クイズ
2つ、グループプレゼンテー
ション、クイズ
グループプレゼンテーション、
クイズ、テスト
毎週のオンラインクイズ、プロ
ジェクト、レビュー、エッセイ
毎週のリーディング、グループプレゼンテー
毎週のリーディング、グループ
ション、レビュー、エッセイ
プレゼンテーション、レ
チェックポイント2回、小テス
ビュー、エッセイ
ト3回、最終プロジェクト

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

ほとんどの授業は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ます。
真面目に勉強し、課題は友人やチューターに添削してもらって文法や語彙などのミ
スを防げば、単位を取ることは難しくないです。現地学生は真面目な人もいれば、
出席のない授業には全く来ないような人もいました。

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： 11万円
・住居費：
（月額） ２０万円
×（留学月数） ９ ヶ月 ＝ １８０万円
・食費： (月額） １万円
×（留学月数） ９ ヶ月 ＝ ９万円
・保険料： ５万円
・その他： 旅行など ２０万円
合計： ２２５万円
（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～）
１年間大きな問題なく、毎日充実した生活を過ごすことができたと思います。授業に関しては、教
授の言っていることが理解できないこともありましたが、授業は録音されており、また英語が第二
外国語である学生へのサポートが充実しているので、真面目に勉強をしていれば、それなりの評価
を得られると思いました。グループワークもいくつかあったので、外国人の学生と一緒に何か一つ
のことに取り組むいい機会になりました。課外活動に関しては、寮に住んでいたので、寮のイベン
トにたくさん参加していました。寮の文化祭のようなイベント、合唱大会、ダンス大会、スポーツ
大会などがあり、それらに積極的に参加することで新たな友達をたくさんつくれました。寮のイベ
ントはどちらかというとみんなで楽しむ目的で開催されているので、本気でスポーツなどに取り組
みたいのであれば、大学の部活に入ることをおすすめします。寮費には大学のジムの利用料も含ま
れていたため、時間があればジムに行っている学生がたくさんいました。私も友人と週1回ほどズン
バやヨガのクラスに参加していました。オーストラリアの大学には中間休み（約１０日）と冬休み
（１ヶ月）がありますが、たいていの学生は実家や本国に帰ってしまうので、寮で過ごすのもいい
ですが、旅行やボランティアなどに挑戦してみるのもいいのではないかと思います。私は、ケアン
ズ・シドニー・メルボルン・ニュージーランドなど様々な場所へ旅行し、また日本語を教えるボラ
ンティアなどに短期間だけ参加しました。ボランティアは学生ではない現地の方々の生活を知る機
会になりとても面白かったです。私はあまり時間がとれず、いろんなことに挑戦したかったので
やっていませんが、オーストラリアは物価が高いので、お金を稼ぐためにアルバイトをしている学
生もいました。日本食レストランであれば、アルバイトを探すのはそこまで難しくはないのかなと
感じました。
英語力を身につけるだけであれば、わざわざ海外に行く必要はないかもしれませんが、留学に行
くことによって語学力だけではない様々な経験を得られたと思います。例えば、一人で日本人が誰
もいないコミュニティにとびこむ勇気や、何かあった時に一人で決断する決断力、また異文化理解
力がついたのではないかと実感しています。特にオーストラリアは本当に移民や留学生が多いの
で、オーストラリアにいながら様々な文化に触れられるのが、オーストラリアに留学する醍醐味だ
と思います。オーストラリアは安全で、人々はフレンドリーで、留学生に対してのサポートがとて
も充実しているので、留学をするか迷っている人や不安を感じている人にはぜひオーストラリアの
大学に留学することをおすすめします。
このような貴重な機会を与えていただき、1年間サポートしてくださって本当にありがとうござい
ました。

