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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 はい

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。 フライブルク大学、約1ヶ月

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

その他を選択した場合、記入してください。

この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ものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 1

  語学力の向上 2

  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど） 3

  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 4

  その他（具体的に記入）

1-4 出発前に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。

経験者やドイツの友人に話を聞く。ドイツ留学サポートセンターも参考になった。

（https://doitsu-ryugaku.jp/）

VISAについて

　VISAの種類： 学生ビザ

　申請先： 在フランクフルト大使館

　必要日数： 大学側が代理で申請したため不明

　VISA取得にかかった費用： 60~100ユーロ

　VISA申請のために求められた書類：
滞在許可申請書、住民登録証、パスポート、証明写真、保険証、入学許可証、奨学金

証明証

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

JASSOから受け取る奨学金だけでは、ビザの申請に必要な生活費が賄えないため、別

途証明書が必要であった。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 特になし。

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

大学から斡旋された保険、学研災に日本で加入し、ドイツではビザの申請に必要なた

め公的保険、DAKに加入した。

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等 携帯電話の休止やドイツ用の携帯電話の購入など。

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、あなたの氏名、学籍番号、メールアドレスは公開されません）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：

https://doitsu-ryugaku.jp/
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： Expedia.co.jp
　到着空港名： シャルル・ド・ゴール国際空港

　空港到着時間： 7:30
　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 4時間弱・95€

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

バスが安いが、長距離になると夜に着く便が多い。

住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： Olewig

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 なし

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩かバス

住居の周りの環境はどうですか。 住宅街で静か

毎日の食事はどうしていますか。 スーパーで買ったものを調理

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

大学の斡旋だったので、特になかった

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 任意

　参加費用： 有料

　有料の場合、金額： 200 €

オリエンテーションの内容を記入してください。
住民登録、銀行口座開設、ビザの申請、税金の納め方などドイツで生活する上での最

低限の義務の果たし方を教えてくれる。あるいは代理してくれる。

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。

学生ビザに含まれているため、別で申請する必要はない。

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

公共放送の納付義務がある。約50€/月

3-1
語学力向上のために、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。

留学先大学が開催していたコースに参加。Sprachunterricht。三週間。オリエンテー

ション費に含まれていたため不要

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

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

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。

4-2 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。 クリックで別シートへ

4-3 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。 クリックで別シートへ

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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ドイツは欧州の中でも書類手続きが面倒な国だと聞いていて覚悟して行ったが、今回はほとんど全ての手続きを大学が仲介・
代理してくれたので、スムーズに終わらせることができた。そしてそのオリエンテーションには、学科の説明や履修の仕方から大
学がある街の歴史やバーやパブの利用の仕方まで、含まれており大変有意義なものだった。
今のところ参加している授業は使用言語がドイツ語の授業のみなので、授業についていくだけでも精一杯だ。ただ同時にビザ
の申請などの書類手続きの必要がないと言う点においては比較的楽かもしれない。オリエンテーションは参加費に見合うだけ
の価値があるだろう。
またトリーア大学の日本語学部が主催する授業についての簡単なオリエンテーションもあった。そこでは授業の種類の説明や
授業の履修の仕方などが日本語で説明された。日本人留学生の多くは日本語学部の授業を受けるため、このようなオリエン
テーションが行われているようだ。ただ全体でのオリエンテーションと同じ内容のため、日本語学部の授業を受ける場合や
Erasmus＋での留学の場合以外は参加する必要はないだろう。
以前にも短期間ではあるがドイツに語学留学をしたことがあるので、留学生向けのドイツ語の授業は驚くことなく参加できている
と思う。しかし単位取得のために履修したことはなかったので、その点は新鮮で興味深かった。
別シートのスケジュールにもあるとおり、授業がない時間がまとまってある。今のところ決まった活動はないが、その自由時間の
大半は図書館で過ごすことが多くなっている。床面積が広く、いたるところに自習スペースがあるので、必ずどこかに人がほとん
どいない場所もあり、過ごしやすい。とても広いためどこにどのような領域の本があるかはいまだに完全には把握できていない
が、自身の研究対象の本棚や日本語関連の本棚などはすでに見つけた。さらに平日は9時から24時まで開いており、日曜日も
開館しているため、スーパーなどが閉まってしまう日曜日も図書館に行くことで、快適な空間で研究などを行うことができる。
生活面に関しては、特に不自由なく暮らすことができている。寮・大学ともにネット環境が整備されていて調べ物や連絡などには
困らない。またトリーア大学の学生はトリーア市内のほとんどのバスや電車に無料で乗ることができるため、観光や買い物や余
暇を街に出て楽しむこともできる。その点でもすごしやすい生活になっている。

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

月 火 水 木 金 土 日
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
23:00

6

授業
（聴講）

授業
（履修）
授業
（履修）

授業
（履修）

4-3 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。

授業
（聴講）

授業
（履修）
授業
（履修）
授業
（聴講）

授業
（履修）
授業
（聴講）

・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
No.1は2回のテストが75%で25%が平常点として成績がつけられるとのこと。
No.2は授業への参加度と発表課題と最終テストを総合的に評価するとのこと。
どちらも基本的に留学生用の授業なので現地学生は参加していない。

予習より復習が重視さ

れる。

4-2 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。
予習、復習、テスト等の成
績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

予習より復習が重視さ

れる。A2では枠構造と

3、4格支配の前置詞の

部分が重視されている

とのこと。

4

3

5

20

2

Deutsch:
Sprechkompete
nz (A2)

Luba
Litau 1コマ/週 5 ドイツ語 17

1
Deutsch: Brü
ckenkurs (A2)

Philipp
Hansen,
Inge
Michels-
Möhn

5コマ/週 5 ドイツ語


