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交換留学（派遣）近況報告書

2018−1

留学先大学： グラーツ大学
留学先での所属学部・研究科： 音楽学
留学先での在籍身分： the degree student
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 人間発達環境学研究科
： 2年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 11 月 25 日
1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞
＜期間＞
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
□所属学部・研究科の教員
□以前に参加した先輩
□所属学部・研究科の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

■
□友人
□神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学プログラムに参加した動機を教えてください。最もよく当てはまる動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
2
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
3
語学力の向上
旅行ができる
1
将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
4
異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： 在留許可
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
申請先：

必要日数： 約2ヶ月
VISA 取得にかかった費用： €195.80（申請時）
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。

①申請用紙（グラーツ大のオリエンテーションで記入、写真は用意しておく）②パスポート（原本とコピー）③住民票（現地
で用意）④戸籍抄本（アポスティーユ取得後にドイツ語翻訳を依頼）⑤無犯罪証明書（アポスティーユ必要）⑥入学許可証・
在籍証明書（グラーツ大の）⑦寮の契約書⑧健康保険加入証明書（現地で用意）⑨経済的証明書（1-6を参照）
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

なし

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

経済的証明書について、24歳未満は€6.026,88、24歳以上は€10.913,04の証明が必要。私の場合
は、奨学金の受給証明書と現地の銀行残高証明書を提出した。残高証明書を出すにあたって、現地
で口座を開設し、日本から必要分を送金してもらった。

2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社： オーストリア航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： HIS
留学先大学最寄り空港名： グラーツ
空港
空港到着時間： 18
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関
バス，鉄道 □タクシー
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 150
分， €17,50
空港からの移動の際の注意点：

私の場合は、ウィーン空港で入国手続きをした。同日中の移動は避けて、空港付近のホテルで
一泊し、翌日にFlixBusに乗ってグラーツ入りした。
2-2. 留学生向けオリエンテーションについて
オリエンテーションの有無：□有り □無し
■
参加について：□必須
□任意参加
■
参加費用：□無料
□有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

大学の説明・履修登録の説明・健康保険の加入について・在留許可の申請について

2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。必要な場合，申請方法，料金，取得に係る日数等を記入してください。

1-4を参照

その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

2semestersで申請した人は原則、現地の健康保険に加入しなければならない。加入書はオリエ
ンテーションで記入する。毎月€58,39現地で開設した口座から引き落とされる。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，大学等のコースに参加しましたか。参加した場合，大学（語学学校）名，コース名，
料金，期間等を記入してください。

9月5日から25日までドイツ語集中講座を受けた。グラーツ大学で開講。渡航前に€170送金し
て支払った。
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留学先大学： グラーツ大学
留学先での所属学部・研究科： 音楽学
留学先での在籍身分： the degree student
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 人間発達環境学研究科
学年（出発時）
： 2年
本報告書記入日： 2018 年 11 月 25 日
出発前
どのように情報を集めましたか。参考になる本やホームページがあれば，記入してください。

グラーツに留学していた方に尋ねた。

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前： WIST
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に）
■
・ルームメイト：□現地学生
□留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
■
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋 □自分で探した
□その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
分，
40
徒歩とバス
・住居の周りの環境はどうですか。
：

学生の住む大学寮やアパートが並んでいる。すぐ近くにスーパーやATM、バス停もあって過ご
しやすい環境。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

昼食は大学で済ませて、朝食と夕食は寮で自炊をしている。

・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：

申込書の形式が現地の学生向きで書けない項目がいくらかあった。申し込む段階では国際交流課の
方のサポートが必要になると思われる。渡航後すぐに初月の寮費を払う事態になり、手持ちの現金
で工面した。
大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
■
・履修登録の方法：□On-line
□International Office等の仲介 □その他（具体的に）
■
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し
□有り
■
・優先・配慮があった場合，具体的に教えてください。

・希望通りの授業が履修できましたか。
：□はい
□いいえ
■
・希望通りの授業が履修できなかった場合，その理由を教えてください。
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２．現在までに，履修している授業について記入してください。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている 含めて教えてください。
学生数
位数
Musicological
Scuderi Cristina 90分
3
10数名 中間・期末テストあり。レポートをもと
１
Research Techniques
にしたプレゼンテーションもする。
Austrian Society in
International
Comparison

Hadler Markus

90分

Researching intercultural
experience in student
exchange in higher education

Afrashteh Diana,
Maierhofer Roberta,
Penz, Hermine

授業は11月ま
で、週によっ
て時間は異な
る。

４

English for
Academic Purposes

Eibinger
Victoria

90分

3

５

Deutsch Grundstufe 3,
Niveau A2/1. Phase

Fasshold
Gerlinde

90分

3

２
３

4

約40名

3

10名弱 授業で学んだ方法論をもとにレポートを
作成する。

中間・期末テスト・レポート課題あり。グループでプレゼン
テーションの準備をする。授業内容をよく復習すると良い。

約20名 中間・期末テストあり。授業内容と課題を復
習してライティングの練習をすると良い。

約20名 中間・期末テストあり。授業で習った語
彙と文法をよく復習すると良い。

６
７
８
９
１０

３．授業（カリキュラム等）について クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等

成績評価の観点と割合がしっかり定められており第1回目の授業で詳しく説明される。授業中
は先生の問いかけに学生が答える場面が多く見られる。学生がその場で不明な点を質問した
り、学生同士で議論が展開されたりする時もある。

一週間のスケジュール （授業時間，課外活動等，毎日の生活を記入してください。
）
月
火
水
木
金
土
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

授業
復習・課
題
授業

復習・課
題
復習・課
題
授業

復習・課
題
授業

授業

復習・課
題

復習・課
題

復習・課
題

復習・課
題

日
復習・課
題

Tandem

復習・課
題
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

9月1日に日本を発って早くも3ヶ月が経ちました。9月は生活に慣れること、10月は授業につ
いていくこと、11月はテストを乗り切ることが課題でした。やはり生活に慣れるまでは様々な問
題に直面しました。口座の開設で銀行側に契約書とパスポートのコピーを無くされて怒りがこみ
上げることもありました。しかし、現地の学生の助けや、グラーツ大の留学担当の方の万全なサ
ポートによって、予想よりも早く落ち着いて生活できるようになったと思います。
何も予定が無い日は上記のスケジュールのように、授業を受けて大学か寮で復習や課題をする
という過ごし方です。しかしこの3ヶ月は、様々な手続きを済ませたり、生活環境を整えたり、
友人と出かけたりする時間の方が多くて、空いた時間に勉強をする生活でした。9月から毎週の
ように留学生向けのイベントがあったので、交友関係を広げることに苦労することはありません
でした。そこでの出会いから、ご飯を一緒に食べたり、ウィーンに出向いたり、季節のイベント
に出かけたりするようになって楽しい時間が増えていきました。始めはさまざまな国の出身の友
人が多かったですが、今はオーストリア出身の友人もいて、英語だけでなくドイツ語でのメッ
セージのやり取りや会話も試みています。周りはドイツ語で溢れている反面、私自身はまだドイ
ツ語がまともに扱えない状況にストレスを感じるので、もっとペースを上げて勉強したいと思っ
ています。Tandemでは、週1回数人で集まって勉強会をしています。それぞれの言語でわからな
いことを聞き合いながら勉強することで、前向きにモチベーションを維持して語学学習をしてい
ます。
最近は学会を見学する機会があって、自分の研究について考える余裕も出てきました。現地の
学会の雰囲気にただ圧倒されるだけの自分に不甲斐なさを感じましたが、その場に自分も関わる
ためには何が必要か、今後の留学生活で何をするべきか考えることができました。
周りには同じ留学生がたくさんいて、皆それぞれ異なった目的をもって留学生活を送っていま
す。私自身もう一度、この留学で何を吸収して伸ばしたいのかを見直して、今後は自分の時間も
大切にしていきたいと思っています。

