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1. ⇐ቇవᄢቇߦߟߡ
1-1. ⇐ቇవᄢቇߩޟቇᦼߡߟߦޠ
ቇᐕ㐿ᆎᣣ㧦10
 1  ᣣ
ቇᐕ⚳ੌᣣ㧦6  30
 ᣣ
ቇᦼ㧦
 Ԙ10
 1  ᣣ㨪1  31
 ᣣ
3
 ԙ  1  ᣣ㨪6  30
 ᣣ
 Ԛ    ᣣ㨪    ᣣ
 ԛ    ᣣ㨪    ᣣ
1-2. ⇐ቇవᄢቇߩ․㐳㧘ੱ᳇ߩࠆಽ㊁╬

主に文系分野の大学。医学部は同じ敷地内にあるが、理工系はグラーツ工科大学が別に存在す
る。

1-3. ⇐ቇవᄢቇߩࠨࡐ࠻ߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ
  ⺆ቇ㕙ߢߩࠨࡐ࠻㧦

ドイツ語のコースの開講。

  ീቇ㕙ߢߩࠨࡐ࠻㧦

学期初めの学部別オリエンテーション。

  ♖㕙ߢߩࠨࡐ࠻㧦

特に思い当たらないが、留学生担当オフィスがあり、職員の方は親切だった。

ᚭᄢቇ឵⇐ቇ㧔ᵷ㆜㧕Ꮻ࿖ႎ๔ᦠ㧔᭽ᑼ㧞㧕

  ዬ↢ᵴ㕙ߢߩࠨࡐ࠻㧦

大学が手配してくれる。

  ⺖ᄖᵴേߩࠨࡐ࠻㧦
特になし。

1-4. ᚭᄢቇߩᚲዻቇㇱ⎇ⓥ⑼ߦߡޟනቯ੍ࠆߔ⺧↳ࠍޠቯߢߔ߆ޕ
                  ߪ              ߃
2. ዬ
2-1. ዬߦߟߡࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍ⥄↱ߦ⸥ߒߡߊߛߐޕ
㧔᳇ࠍߟߌࠆߎߣ╬㧕

私はWISTという寮に入っていましたが、特に問題もなく快適でした。
留学生は退去日が決まっており延長はできないので、注意が必要です。

3. ↢ᵴߦߟߡ
3-1. 㒾ߦߟߡ
ߤߩࠃ߁ߥ⒳㘃ߩ㒾ߦടߒߚ߆ࠍᢎ߃ߡߊߛߐޕ

OSSMA（損保ジャパン）

߹ߚ㧘ߢടߒߚ㒾߇ࠇ߫㧘ߏ⸥ߊߛߐޕ
GKK（ビザ取得のため加入が義務付けられている健康保険）

3-2. 㧼㧯㧔ࡄ࠰ࠦࡦ㧕ߦߟߡ
   PC ߩߩ⁁ᴫ㧦غᣣᧄ߆ࠄᜬෳߒߚ
غߢ⾼ߒߚ ߚߞ߆ߥߒغ
■
   ዬౝߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߳ߩធ⛯ߩนุ㧦غធ⛯ߢ߈ߚ
 غធ⛯ߢ߈ߥ߆ߞߚ
■
   ዬౝߢࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦធ⛯ߒߡߚ႐ว㧘ࡊࡠࡃࠗ࠳㧘ᢱ㊄╬ߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ

料金は家賃に含まれる。有線LANだったが、2016年冬学期より無線LANになる予定らし
い。
   ᄢቇߢߩ PC ߩ↪ߩนุ㧦ߚ߈ߢ↪غ
ߚߞ߆ߥ߈ߢ↪غ
■
   ᄢቇߢ PC ࠍ↪ߒߡߚ႐ว㧘ᣉ⸳ߩ႐ᚲ߿ᣣᧄ⺆ⅣႺ╬ߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ

図書館。日本語は表示されるが、(方法がわからず)入力はできなかった。
3-3. ක≮ߦߟߡ
   ⇐ቇਛߦ∛㒮ߦㅢ߹ߒߚ߆ޕක≮⾌╬ߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ

いいえ。

   ஜᐽ▤ℂࠆߪⴡ↢㕙ߦߟߡ․ߦᵈᗧߔߴ߈ߎߣޕ
わかりません。
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3-4. ㌁ⴕญᐳߦߟߡ
⇐ቇవߢ߅㊄ࠍᒁ߈ߖࠆࠃ߁ߦ㧘ߤߩࠃ߁ߦḰᚻ⛯߈ߒ߹ߒߚ߆ޕ

キャッシュパスポートを持って行った。

3-5. ⇣ᢥൻ㛎ߦߟߡ
⇐ቇవߩᢥൻ␠ળ㧔⠌ᘠߩ㆑╬㧕ߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ

鼻をすするのは行儀の悪いことだとされているようです。

ᄢቇᄖߩߩੱߣޘ㧘ߤߩ⒟ᐲࠦࡦ࠲ࠢ࠻ࠍ߽ߜ߹ߒߚ߆ޕ

友人たちの家族と接する機会は多々あった。
⺖ᄖᵴേ㧔ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㧘ࠗࡦ࠲ࡦࠪ࠶ࡊ㧘ࠕ࡞ࡃࠗ࠻╬㧕ࠍߒ߹ߒߚ߆ޕ

いいえ。

⇐ቇవߩ߫ࠇ߇࠻ࡦࡔࠦߡߟߦޠ↸ޟ㧘⸥ߒߡߊߛߐޕ
㧔ోᕈ㧘ᄖ࿖ੱ߳ߩᘒᐲ╬㧕

治安は非常によく、留学生も多い学生街なので外国人慣れはしていると感じた。
3-6. ⇐ቇᦼ㑆ਛߦዞ⡯ᵴേࠍߒ߹ߒߚ߆ޕዞ⡯ᵴേࠍߒߚ႐ว㧘ᢎ߃ߡߊߛߐޕ

いいえ。

4. ⚻⾌ߦߟߡ
4-1. ᅑቇ㊄ࠍฃ⛎ߒߡߚ႐ว㧘ᅑቇ㊄ߦߟߡߏ⸥ߊߛߐޕ
          㧛
㧔⽷࿅╬ฬ㧕JASSO
          㧘8万


5. ࠕ࠼ࡃࠗࠬ߮ᗵᗐ
5-1. ߢෳ⠨ߣߥߞߚ⇐ቇవ࿖ߩᖱႎ㧔 ‛㧘ࡎࡓࡍࠫ㧕ࠍ⸥ߒߡߊߛߐޕ

オーストリアの日本大使館のホームページ。

5-2. ᣣᧄ߆ࠄᜬෳߔࠆߣ⦟ߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩ߇ࠇ߫㧘⸥ߒߡߊߛߐޕ
歯ブラシ(現地のものは日本のものより1.5〜2倍は大きい)、洗濯ネット(現地にはほぼない)

㧔⺆ቇജߩะ㧘ࠠࡖࠕࡄࠬߩ⏕ൻ㧘
5-3. ⇐ቇߔࠆߎߣߦࠃߞߡᓧࠄࠇߚߎߣߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ
⇣ᢥൻℂ⸃╬㧕
̪ ⺆ቇജߦߟߡߪ㧘Ꮕߒᡰ߃ߩή▸࿐ߢ㧘⇐ቇ೨ߣᏫ࿖ᓟߩቴⷰ⊛ߥᜰᮡࠍᢎ߃ߡߊߛߐޕ
⇐ቇ೨㧦
㧔ドイツ語検定
       㧕
   ὐψᏫ࿖ᓟ㧔ÖSD
       㧕
B2  ὐ
2級

外国語を話すことへの抵抗がなくなった。外国人とコミュニケーションをとることに慣れた。
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5-4. ᝄࠅߞߡߺߡ㧘߇ᦨᄢߩ࠻ࡉ࡞ߢߒߚ߆ޕ

学生証の再発行。私は2014年の9月にグラーツ大学のサマースクールに参加したのですが、そ
の際に発行された学生証を今回持参するのを忘れたため、再発行しなければなりませんでし
た。特に大きなトラブルではありませんでしたが、お金もかかりますし、必要書類を整える(警
察に行かなければならない)のも面倒でした。

5-5. ⇐ቇ೨㧘⇐ቇᦼ㑆ࠍㅢߓߡ㧘ᚭᄢቇߩߥߚ߳ߩࠨࡐ࠻ߪㆡಾߢߒߚ߆ޕᚭᄢቇ߳ߩⷐᦸ߇ࠇ߫
⸥ߒߡߊߛߐޕ

5-6. ᧄ⇐ቇࡊࡠࠣࡓࠍᓟヘߦ⮈߹ߔ߆ࠆ⮈ޕ႐ว⮈ߥ႐วߣ߽ߦ㧘ℂ↱ࠍ⸥ߒߡߊߛߐޕ

薦めます。申請から奨学金まで、大学が大体指針を示してくれるので、神戸大学に在籍してい
る人にとっては最も留学しやすいプログラムだと思います。

5-7. ⇐ቇోࠍᝄࠅߞߡ㧘એਅߩ⾰ߦ╵߃ߡߊߛߐޕ
㧔㧡Ბ㓏⹏ଔ㧘㧡߇ᦨ߽㜞⹏ଔ㧘㧝߇ᦨ߽ૐ⹏ଔ㧕
⇐ቇవᄢቇߩᬺߩޠ⾰ޟ
㧔ౝኈ㧘ࡌ࡞╬㧕ߦḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 4  
⇐ቇవᄢቇߩቇ↢ࠨࡆࠬߦḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 3 
⇐ቇవߩߺᔃ㧔ోᕈ╬㧕ߦḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 5 
ዬߩޠ⾰ޟ
㧔ᐢߐ㧘ᢱ㊄╬㧕ߦḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 4 
ోߣߒߡ⇐ቇߦଥࠆ⾌↪ߪ߆ߞߚߣᕁ㧘ḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 3 
ᚭᄢቇߩ⇐ቇߦଥࠆࠨࡐ࠻ߦḩ⿷ߒ߹ߒߚ߆㧦 4 
⇐ቇోߩ✚ว⊛ߥ⹏ଔ㧦 4 
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ᬺߦߟߡ                                                
⇐ቇਛߦጁୃߒߚᬺߦߟߡ⸥ߒߡߊߛߐޕ
No.

ࠦࠬฬ

ᢎฬ

ᤨ㑆ᢙ ⇐ቇవ ጁୃߒ
㧛ㅳ
ߢߩන ߡࠆ
ቇ↢ᢙ
ᢙ

੍⠌㧘ᓳ⠌㧘࠹ࠬ࠻╬ߦߟߡࠕ࠼ࡃ߽ࠗࠬ
ߡᢎ߃ߡߊߛߐޕ

㧝

Deutsch Mittelstufe 1,
Niveau B1/1. Phase,
Intensivkurs

H. Turba

5

3

20

プレゼン、期末テスト

㧞

Deutsch Mittelstufe 1,
Niveau B1/2. Phase

H. Turba

1

3

20

期末テスト

㧟

Deutsch,
Sprachkompetenz 1,
Niveau ab B1

G. Fasshold

1

3

20

プレゼン、中間テスト、期末テスト

㧠

Einführung in die
neuere deutsche
Literaturwissenschaft

R. Vellusig

1

3

455

期末テスト(筆記)

㧡

Literaturwissenscha
ftliche Textanalyse

H. Kernmayer 1

3

222

期末テスト

㧢

Wege zur
Literaturgeschichte

K. Kranich

1

3

219

オムニバス、期末テスト

㧣

Literarische
Traditionen Ⅲ
(1848-1945)

B. MüllerKampel

1

3

363

期末テスト

㧤

Deutsch, Lese- und
Schreibkompetenz, ab
Niveau B2

A. Osterer

1

3

20

中間、期末テスト

㧥

Deutsch,
Sprachkompetenz 2,
Niveau ab B2

B. Simschitz 1

3

20

プレゼン、中間、期末テスト

3

20

中間、期末テスト

㧝㧜

Deutsch Mittelstufe 4,
Niveau B2/2. Phase

E. Seidl

1

ᬺ㧔ࠞࠠࡘࡓ╬㧕ߩࠢࠬߩࠨࠗ࠭㧘ᚑ❣⹏ଔ㧘ቇ↢ߩขࠅ⚵ߺ╬

講義は出席はとらず、テストによって成績評価される。大抵、授業前後にMoodleにスライドや
レジュメがアップされる。

⾌↪ߦߟߡ                                             
⇐ቇᦼ㑆ࠍㅢߒߡᔅⷐߛߞߚ⾌↪ࠍ⸥ߒߡߊߛߐޕ
㧔▚ߢ⚿᭴ߢߔߩߢ㧘ଔߢ⸥ߒߡߊߛߐޕ
㧕
 ⥶ⓨㆇ⾓㧦18万円
              
ዬ⾌㧦
㧔㗵㧕4万円
        㧔⇐ቇᢙ㧕10
 ࡩ 㧩 40万円
        
10
25万円
2万5千円
㘩⾌㧦 (㗵㧕         㧔⇐ቇᢙ㧕  ࡩ 㧩          
㒾ᢱ㧦7万円
         
40万円
ߘߩઁ㧦          
ว⸘㧦130万円
          㧔⇐ቇᦼ㑆ోߩ⾌↪㧕
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ߘߩઁ ⥄↱ߦ⸥ߒߡߊߛߐޕ
㧔800 ሼ㨪㧕                                  

グラーツという街、そしてそこに住む人々の良さを満喫する1年になりました。グラーツは、
旅行先としてはほとんど候補に挙がらない街ですし、私自身日本人旅行者を見かけることもほ
とんどありませんでしたが、住むにはこれ以上快適な場所はないと思える街です。街の規模は
決して大きくはありませんが、必要なものは何でもそろいますし、不便に思うところもほとん
どありません。日本の都会のようにものが溢れているところからグラーツにくると、生活その
ものが軽くなったような気がします。グラーツの好きなところはたくさんありますが、特に時
間の流れ方が私は好きです。街全体にどことなくのんびり、ほんわかとした雰囲気が溢れてい
て、太陽を浴びたり雲を眺めながら友人たちとコーヒーを飲むのが一番の幸せでした。日本で
は贅沢すぎる時間の楽しみ方が、グラーツではごく当たり前のことです。そのような空気のな
かで1年暮らせたことは、私にとってとても幸せなことで、良い影響になったと感じていま
す。
また、人間関係にも非常に恵まれました。幸運なことに多くのオーストリア人と仲良くなれた
ので、その地での生活により入り込めたように思います。留学中は悩んだり苦労したりするこ
とももちろん多々ありましたが、彼らのおかげで乗り越えることができました。グラーツ大学
では日本学部こそありませんが、日本語の授業は希望者が多すぎて履修できない人もいるほど
人気です。日本に興味のある学生は多いため、知り合いをつくるのは割と簡単ですし、日本人
留学生が少ないので、日本人同士なれ合い過ぎる恐れもありません。また、タンデムという1
対1での語学練習のシステムが浸透しており、大学にも登録すればタンデムパートナーを見つ
けてくれるサービスがあるので、それをうまく利用すればさらに多くの人と関わることができ
ます。友人は多ければ多いほど良いというわけでもありませんが、それでも新しい人と一から
関係を築いていく楽しさは、留学中にこそより深く実感できるものかもしれません。また、友
人とその家族と出かけたりご飯を食べたりすることも多々あり、素敵な経験になりました。
たくさん素敵な思い出があるのは、やはりグラーツという土地に根差した生活ができたからだ
と思います。また、グラーツにはそれを可能にしてくれる土壌が整っていると感じます。素敵
な経験をたくさんくれたグラーツに、そしてそのグラーツに留学する機会を与えてくださった
皆様に、心より感謝します。

