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交換留学（派遣）帰国報告書

留学先大学： Karl-Franzens-Üniversität Graz
留学先での所属学部・研究科： Musikologie
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2018 年 2 月～ 2019 年 1 月
神戸大学での所属学部・研究科： 発達科学部
学年（出発時）
： ４年
本報告書記入日： 2019 年 2
月 26 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： 10 月 1 日
学年終了月日： 6 月 30 日
学期：
① 10 月 1 日～ 2 月 3 日
② ３ 月 １ 日～ ６ 月 ３０
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

主に文系の学部があり、理系と芸術系、医学系はそれぞれ別に大学があります。各
大学間での共同研究も盛んに行われていて、Co-enrollmentシステムにより他大学の
授業を受講できる場合もあるようです。
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：
Treffpunkt sprachenという大学付属の語学学校があります。レベルや目的別にドイツ語に限らず多言語のクラス
があります。タンデムパートナーの仲介システムに事前登録をして、相手の連絡先を紹介してもらいました。
サポートは仲介のみなので、学習の予定などは自分たちで決めました。

勉学面でのサポート：
所属学部の先生に履修に関する相談ができます。ドイツ語開講の授業でも英語でのサポートを受けられる場合
があります。留学生への語学力の問題には寛容な姿勢問いう印象を受けました。

精神面でのサポート：
特にないですが、留学生担当の先生が丁寧に対応してくださり、諸手続きを安心して行えました。他にもわか
らないことがある時にはメールで対応していただきました。
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住居・生活面でのサポート：
大学から紹介された学生寮に応募し入居しました。現地の学生チューターに助けてもらい手続きはスムーズに
終わりました。現地で知りましたが、オーストリアにはフラットをシェアするタイプのアパートが多いので自
分で気に入る物件を探す手段もあると思います。FacebookにはWohnungenに関するグループもありました。

課外活動のサポート：
・USIという機関でスポーツクラスを安く受講できます。大学の単位にはならないのと、人気クラスはすぐに埋
まるの注意が必要。
・ESNという留学生支援団体に7ユーロで登録し、様々な留学生向けのイベントで割引を受け参加しました。
クッキングイベントやワイナリー見学、スキーなど季節・異文化を楽しめるイベントも多くありました。

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）
WIST（Ghegagasse）という学生寮に住みました。キッチン、バス・トイレを５人で共用し、各自個室を持って
いました。トラブルを避けるためにも、掃除の当番を始めにしっかり話し合っておくと良いと思います。入居
初日はマットレスしかないので、布団、シーツはすぐ調達する必要があります。応募に関して、私は語学力を
上げたかったので、日本人のいないフラットを希望しました。また、ピアノの有無を事前に問い合わせていた
からか、地下に音楽室のある寮に決まった点は大きかったです。同じWISTでも設備に差異があるようなので、
重要視する条件は申請時に確認すると良いと思います。

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。

東京海上日動による学研災付帯海外留学保険に１年間のプランで加入しまし
た。
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）
現地でGKKという健康保険に加入しました。オリエンテーションの指示に沿って手続きを進めました。
保険料月額約５７ユーロを支払いました。なお、解約時に申し出ると、帰国する月の過払い保険料を後
日、日割り計算で返金してもらえました。（振り込みには現地の銀行口座が必要でした。）

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。
入居手続きの後、WISTから個人用のパスワードが伝えられ、寮内で月々１００GまでWi-fiを無料で使用で
きました。特に不具合もなく、使用可能量も十分でした。

□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。
図書館に設置されているPCを使用していました。キーボードはドイツ語仕様です。入力設定で日本語入
力に変更することも可能ですが、多少の使いにくさはありました。

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。
軽い扁桃炎になり、１度咽喉科に行き薬を処方してもらいました。医療費は覚えていませんが、GKK保
険が適応されたため、薬代のみで済んだと思います。その他、GKKの無料健康診断の案内が来たので、
予約の上受けに行きました。

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

硬水に慣れるのに少し時間がかかりましたが、しだいに違和感なく飲めように
なりました。
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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）
到着後、現地のSparkasseで銀行口座を開設しました。語学口座の振込のためにも現地の銀行口座は必須だと思います。健康保険料はオンライン講座から毎月自動で引
き落とされる設定にしていたので便利でした。またキャッシュカードはMaestro（Mastercardが提供するデビッドカード）と一体型になっていたので、買い物も使いす
ぎがなく良かったです。Maestroは近隣国に旅行中も利用できました。一応、渡航前にキャッシュパスポートを準備していきましたが、現地の銀行口座を使う方が便利
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。
・状況にもよるが、基本的にNoをはっきり伝えて問題ない。意思表示は大事。
・くしゃみをした人に対してGesundheitと言うこと。

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。
大学外でもできるだけ多様な人と関わるようにしていました。Facebookでドイツ語を学ぶ外国人サーク
ルを見つけて交流をしました。また、親日家の家族と出会い、月に２回ほど家に招いてもらったり、一
緒に出掛けたりしました。

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。
特にしませんでした。

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）
小さすぎず、大きすぎず、とても住みやすく居心地のいい町だと感じました。人々も親切であたたかかったです。私の寮があったGraz中央駅周辺はあまり治
安が良くないと聞いたので、夜中はあまり一人で出歩かないよう注意していました。特に危険な目に遭うことはなく、心配していたほどではありませんでし
た。

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。
生活に慣れることや現地の学業が大変なこともあり、その余裕がありませんでしたが、時々興味のある企業について調べた
り、ESや面接に活かせそうな経験を日記にまとめたりという基本的なことをしていました。

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） 日本学生支援機構 ， 80.000
その他（渡航費等の支給）

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。
・オーストリア大使館のホームページ
・グラーツ大学が発行する、留学生向けの情報冊子
・オーストリアの地球の歩き方

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。
日用品：爪切り、耳かき、カイロ、使い慣れた文房具や化粧品、洗濯ネット、歯ブラシ、常用薬
その他：日本からのお土産として折り紙、箸セット、日本のお菓子等

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：
（ 独語検定３級 ）
点→帰国後（ ÖSD試験B2
）
点

ある程度ドイツ語に慣れてからは、日常会話の９割以上がドイツ語でした。現地の
人とも困難なく会話できるようになったのは嬉しかったです。今後はドイツ語検定
２級・準１級取得を目指して学習を続けていきます。
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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。

隣に住む外国人学生が夜中に大声で会話することがあり、眠れない期間は心身とも
に疲れました。話し合いも平行線で苦しい時期もありましたが、最後はお互い納得
できる形に持っていきました。

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。

準備期間から帰国後まで十分なサポートをしていただき、安心して留学に臨むこと
ができました。

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。

後輩の皆さんにも是非お薦めしたいです。グラーツは学業の面おいてだけでなく、
行動次第で多様な経験ができる環境が整っていると思います。

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： ３
・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： ４
・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： ３
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： ４
・留学全体の総合的な評価： ５
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留学先大学： Karl-Franzens-Üniversität Graz
留学先での所属学部・研究科： Musikologie
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2018 年 2 月～ 2019 年 1 月
神戸大学での所属学部・研究科： 発達科学部
学年（出発時）
： ４年
本報告書記入日： 2019 年 2
月 26 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
２
３
４
５
６
７
８
９

Deutsch
Mand
Grundstufe3, l, Christa,
Niveau
A2/1. Bicman, Vida
Englisch
Phase,
Mittelstufe
Intensivkurs
1,
Deutsch
Oster
NiveauB1/1, er, Andrea
Grundstufe3,
Niveau
B1/1 Archivdaten
Niveau
Englisch
Phase,
A2/2
Mittelstufe2,
Intensivkurs
Gruppe
DeutschA, McPartland,
Urbanz,
B1/2 P
Sara
Mittelstufe
Vanessa
hase
3, Niveau
Einführung
Parncutt,
B2/1.
Phase,
in die
Richard,
Intensivkurs
systematisch
Deutsch,
Simschitz,
e
Sprachkomp
Birgit
Musikwissen
etenz 2,
Deutsch
Osterer,
schaft
Niveau
ab B2
Oberstufe,
Andrea
ab Niveau C1

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

週５
日×３
週間
週５
日×３
１
週間

15-20
人程
15人
程
20人
程
２０
人程
２０
人程
４０
人程
３
１０
ETCS 人程
３
１５
ETCS 人程
度

6ETC
S
3ETC
S
3ETC
S
３
１
ETCS
週５ ６
日×３ ETCS
１
週間 ３

１

１

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。

ドイツ語集中講義（A2-1）。進
度が早い。会話と筆記試験。
英語集中講義（B1-1）。会話練
習の機会も多く実践的。筆記試
験。
学期中ドイツ語クラス
（A2-2）。会話と筆記試験。
学期中英語クラス（B1-2）会話
と筆記試験。
ドイツ語集中講義（B1-1）進度
が早い。会話と筆記試験。
英語開講。moodleに毎授業のパ
ワーポイント資料が事前に上
がっている。筆記試験はドイツ
会話練習のためのクラス(B2)。
語か英語で回答。
予習は必要ないが、身近にある
様々なことに日頃から意見を
学期中のドイツ語クラス
持っている方が望ましい。筆記
（C1）。会話と筆記試験。
試験、レポート、会話試験。

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

語学クラスも音楽学の授業も比較的小規模。語学クラスはほとんどの場合８割以上
の出席率を要した。現地の学生は授業の中で積極的に質問するなど意欲的に取り組
んでいた。

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： １８万円
・住居費：
（月額）
×（留学月数）
ヶ月 ＝ ２学期間で４０万円程（年２回払い）
１２
２万５千円程度
・食費： (月額）
×（留学月数）
ヶ月 ＝ ２４万円
・保険料： ７万円
・その他： ６０万円（旅行・交際費・語学講座・その他）
合計： １４９万円
（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～）
グラーツでの１年間の留学生活は、心に残る非常に充実したものとなりました。街の穏やかな雰囲
気と、あたたかい人々の中でゆったりした心持ちで過ごせたと思います。寮での生活は、時々騒音
に悩む以外は、勉強や趣味のピアノ（地下に音楽室がありました）に打ち込める環境が整ってい
て、色々な学生との交流もあり刺激的でした。初めはスーパーの営業時間など、日本との違いに不
便を感じましたが、慣れてしまえば、何もかもが「必要十分だけある」のが心地よく、日本のよう
に選択肢の多さで無駄なストレスを感じづらく軽やかに暮らせました。「足るを知る」のような精
神が、グラーツの生活を通して喚起され、今の日本で薄れてきているようなものに気付けた気がし
ます。オーストリアの幸福度が高い背景には、「足るを知る」に似た国民性があるのかもしれませ
ん。こういった暮らしの中で、心に余裕が生まれ、余計なものは削ぎ落とされ、埋もれていた自分
の大事な価値観に気づけたのは、留学による大きな変化のひとつと言えます。迷いが減り、限られ
た時間で、より自分にとって価値ある経験を選択をしていけたと思います。１年は思ったよりも短
いです。何事も軸と目的をもって臨むことが大切だと思いました。
ホームシックとは無縁であったものの、最初の半年程は言語の壁に悩みました。恐れていても何
も変わらないのでとにかく行動し、４人のタンデムパートナーを作ったり、ドイツ語を学ぶ外国人
サークルに飛び込んだりして、語学の授業以外の時間を大切にしました。時には彼らと一緒にカ
フェやハイキング、音楽鑑賞に行ったりもしました。楽しみながら学ぶうちに、いつの間にか会話
への恐れは薄くなりました。それは間違いを恥ずかしいと感じなくなったからだと思います。また
友人家族に招かれ、イースター祭やオクトーバーフェスト、クリスマスなどの欧州の主要なイベン
トを共に過ごした時間は、とても幸せな思い出となりました。多国籍の人々と関わる中で、様々な
価値観に触れ、自国を客観視する良い機会にもなりました。今でも連絡を取り合う仲の友人もお
り、ドイツ語を学んだことによって人生の楽しみの幅が広がったと思います。
日本では当たり前にできることも、言葉の困難で一人では上手くいかないことが多々ありまし
た。人に頼ることが苦手な私にも、快く手を差し伸べてくれた人々の優しさは忘れられません。多
くの人に支えられて、自分が生きている。そんな感謝を忘れずにいたいです。ふと、あのグラーツ
での１年は夢だったのだろうかと、思うことがあります。でも目を瞑れば、そこでみたもの、出
会った人々の顔、その人たちがくれた言葉の数々がぽつりぽつりと浮かんできて、今の自分に刻み
込まれているのだという実感が湧きます。確かに存在したあの時間は、私の心の拠り所となり、
きっとこれからの自分を強く支えてくれる礎となると信じています。グラーツは、私にとって人生
を豊かにするヒントをたくさん与えてくれた場所です。このような実り多き留学生活を送れたこと
を、本当に嬉しく思います。

