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交換留学（派遣）近況報告書
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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： Economics,Businessmanagement
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2018 年 ９ 月～ ２０１９ 年 ６ 月
神戸大学での所属学部・研究科： 経済学部
： ３年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 １１ 月 １１ 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）
１ 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
２ 語学力の向上
４ 旅行ができる
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
３ 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
在オーストリア大使館
申請先：
必要日数： 10日
VISA 取得にかかった費用： １２０ユーロ
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。

戸籍抄本、無犯罪証明書、経済証明（日本で用意）
住民票、住居証明、入学許可、健康保険加入証明
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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

付帯海学（約１０万）
住民票の認証翻訳や外務省でのアポスティーユなど（約３万）

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： KLM

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： ウィーン
空港
空港到着時間： １９
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：
分， ウィーンに一泊しました
空港からの移動の際の注意点：

ウィーン空港による１９時に到着し、ホテルに一泊しました。ウィーンからグラーツへはフ
リックスバスを利用し、バス停にバディーが迎えに来てくれました。
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。

）

オリエンテーションに沿ってすべての手続きを行いました。参加必須です。

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。

一年滞在の場合必要。
詳細はVISA取得の欄に記入しました。
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。

健康保険加入の手続き

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。

大学のドイツ語集中講義、約150ユーロ、一か月間
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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： Economics,Businessmanagement
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2018 年 ９ 月～ ２０１９ 年 ６ 月
神戸大学での所属学部・研究科： 経済学部
学年（出発時）
： ３年
本報告書記入日： 2018 年 １１ 月 １１ 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。

オーストリア大使館HP、また以前オーストリアに留学経験のある方と直接連絡をとりました。

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）
ベルギー
■
■
・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，
１５
自転車
・住居の周りの環境はどうですか。
：

近くにスーパーマーケットがある。寮の地下には音楽室やランドリー、パーティールーム、サ
ウナなど無料で利用できます。トレーニングジムは有料。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

自炊、友人との外食

・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。
：

渡航前に申請しました。すべて自分でホームページなどを見て調べ、自分自身で寮に直接申請
する必要があるので、かなり時間を有します。デポジットを国際送金する必要があります。

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。

オリエンテーションがあります。授業が合わなかった場合は簡単に取り消すことができます。

・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。

一番履修したかったものが、ドイツ語のみの開講でした。
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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
16
約３０ 夏休み期間中毎日授業があるので、上達しやすいです。中
Lieb, Andreas
４
１
Deutsch Grundstufe 1, Niveau
間テスト期末テストがありますが、易しい内容でした。
A1/1. Phase, Intensivkurs ・ド
人
イツ語集中講義
２

Deutsch Grundstufe 2, Gruppe
A, Niveau A1/2. Phase・ドイツ
語
Researching intercultural
experience in student exchange
in higher education・高度教養
での異文化分析

３
４

Commercial English・
商業

５

Pronunciation・発音

６

English for Academic
Purposes・学術英語

1.5

２

1.5〜３

２

1.5

２

Elicker M

1.5

２

Fromm H

1.5

２

Schraberger A
Afrashteh D,
Maierhofer R, Penz H

Phillips M

約２０ 毎週オンラインで小テストがあります。課題
もでます。中間、期末テストもあります。
人

８人

少人数なので自由に話せます。カルチャーショックに関する小レ
ポートや、異文化に関する期末レポートが課せられます。

約２０
人

毎回課題がでます。授業の準備にはかなり時間がかかります。事前に用
意されている経済トピックを自宅で読みレジュメをまとめ、授業では小
グループでディスカッションをします。期末テストもあります。

約２０
人

チュートリアルを受けられて、一対一で発音を見てもらえま
す。おおまかな発音ではなく、口や舌の形などを重視され、
細かく指摘してもらえます。期末テストもあります

約３０
人

毎回課題がでます。グループでディスカッション、
エッセイ作成など。中間、期末テストもあります。

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

少人数のゼミ形式の授業に登録しました。好きな時に自由に発言することができます。

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
授業

授業
フットサ
ル

授業

シュー
ティング

授業

週末は旅
行する
か、友人
と出かけ
ます。

日
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

グラーツに到着後すぐは、オリエンテーションや入寮手続きなど、バタバタした日々を過ごしま
した。その一週間後、一か月間の事前ドイツ語集中講義が始まり、そこで仲のいい友人ができて
からは、授業後にランチに行ったり一緒に料理をしたり、勉強をしたり、かなり充実した一か月
を過ごすことができて、日本を離れた寂しさも紛らわすことができました。新しい言語を学ぶこ
とは楽しく、ビギナーレベルのクラスだったので、ドイツ語授業も困難なく毎日を楽しむことが
できました。１０月に入り通常の授業が始まってからの一週間は、自分のレベルの低さや今後の
授業についていけるかなどの不安で毎日苦しい思いをしました。また、ドイツ語授業で毎日会っ
ていた友人とも通常授業では離れ、現地オーストリア人のなかに紛れ同じ授業を受けるため、急
に孤独を感じたり、不安が襲いました。しかし、平日は授業や課題をこなすのに忙しい日々を送
りますが、週末は留学生の友達と旅行やパーティーにでかけたりしてリフレッシュできたので、
だんだん勉強と遊びのバランスをうまく取れるようになり、今ではほとんどストレスなく毎日を
過ごせています。また、せっかく日本を離れて留学しにきているので、ほとんど毎日外にでかけ
友人と会うようにしています。机にむかって一人で勉強する時間は日本でも取れるので、留学と
いう機会を最大限に活かしたいと思い、疲れたなという日も無理をしてでも留学生やオーストリ
ア人の友人と過ごすようにしているので、最近は孤独を感じることも少なくなってきました。ま
た、外にでかけるようにすると様々な出会いがあるので、友人も増え楽しい日々を送ることがで
きるようになりました。留学をすることでしか得られないものは、”出会い”だと考えているの
で、まだまだ長い残りの留学生活でも出会いを大切に、たくさんの人と交流をし、自分を高めて
いきたいです。留学の機会を与えてくださったすべての方への感謝を忘れずに、日々を大切に過
ごしていきます。

