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交換留学（派遣）近況報告書

留学先大学： 西オーストラリア大学
留学先での所属学部・研究科： Faculty of Arts
留学先での在籍身分： Exchange Student
留学期間： 2016 年 7 月～ 2017 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
学年（出発時）
： 3回生
本報告書記入日： 2016 年 10 月 15 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＞ ニュージーランド
＜期間＞ 3週間
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。
□留学生センターの教員
□所属部局の教員
□以前に参加した先輩
□所属部局の掲示板
□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
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
1
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： 学生ビザ
オーストラリア
申請先：
必要日数： 1日
VISA 取得にかかった費用： 10万ほど
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。

すべてオンラインで済まされ、前年まで必要だった健康診断もなくなったので特に提出書類等はあ
りませんでした。オンラインの質問に答えて、そのあと２時間後くらいでe-mailにてビザが発行さ
れました。
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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

特にありませんでした。

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

ビザ申請の際にオーストラリア政府から指定された海外保険に入らなければならず、およそ8
万円ほどかかりました。

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： タイ国際航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： タイ国際航空
留学先大学最寄り空港名： パース国際
空港
空港到着時間： 早朝８
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： およそ２０
分， 無料
空港からの移動の際の注意点：

事前のメールで知らせされていたように、到着ゲートをでるとすぐに歓迎の方が見つかるの
で、特に迷うことはないと思います。
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。

）

寮と大学の両方でオリエンテーションがありました。
大学のオリエンテーションでは主に学校の施設や制度の説明で、寮のオリエンテーションでは主に
寮の学生と親睦を深めるようなイベントでした。
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。

滞在許可書は特に必要ありませんでした。

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。

ビザ申請時に加入した健康診断については、渡航後にスマートホンにアプリケーションをイン
ストールする必要がありました。

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。

語学条件に達していなかったので、留学生向けの授業（HUMA1901、HUMA1902)を一学期間
履修しました。あとは大学のサポートでEnglish Bootcampという会話の練習ができるコースに
参加しています。
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留学先大学： 西オーストラリア大学
留学先での所属学部・研究科： Faculty of Arts
留学先での在籍身分： Exchange Student
留学期間： 2016 年 7 月～ 2017 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
学年（出発時）
： 3回生
本報告書記入日： 2016 年 10 月 15 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。

大学のＨＰの留学体験記や、国際教育総合センターにおいてある留学体験記、また国際教育総
合センターの方から実際に留学されていた先輩の連絡先を教えてもらえるので、そういった先
輩から直接お話を伺って情報を集めました。

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： St Thomas More College
・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：
10 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：
目の前にはスワン川という大きな川が流れていて、また徒歩15分くらいのところにキングスパークという大きな
公園があり、自然がたくさんです。大学や寮の周辺は住宅街なので、買い物はバスで15分のシティと呼ばれる町
に行きます。治安はとてもいいですが、5時にはお店が閉まるので5時以降は人影がまばらになります。

・毎日の食事はどうしていますか。
：

寮で週に14食のミールプランを申請しているので、主に昼と夜は寮のダイニングホールでバイ
キング形式の食事をとります。朝食はスーパーで買ったシリアルを食べています。
・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。
：

最初から寮に住もうと思っていたので寮以外は見ていませんが、寮の申請が渡航の4か月前くらい
にあり、申請後はいろいろな書類の提出経て入寮が決まりました。書類の提出がかなりあるので提
出漏れがないよう気を付ける必要はあると思います。
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。

・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.
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
７０ essayやプレゼンテーションが二週間おき
HUMA1901
Cathy Lally
３ｈ
６
１
くらいにあります。
２

HUMA1902

Cathy Lally

３ｈ

６

７０

essayやプレゼンテーションが二週間おき
くらいにあります。

３

ANTH1002

Sean Martin

６

７０

Katie Glaskin

６

２０

毎週参考文献がだされ、その文献に基づいた質問に答え
tutorialでディスカッションします。プラスで1500
字のessayと期末テストがあります。

４

ANTH2902

２ｈ（１h
はビデ
オ）

２ｈ

毎週参考文献が出され、文献に関する質問を考え、授業で
ディスカッションします。あとはプレゼンテーションと2000
字のessayがあります。

５
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

ANTH2902以外の授業は大人数の授業ですが、tutorialは多くても20人程度で毎回5人程度で
ディスカッションします。lectureでも教授と生徒の距離は近く、授業中でも質問が飛び交いま
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

HUMA19 HUMA19
01 tutorial 02
起床
English
lecture&w ANTH100
Bootcamp 日本語の orkshop
2 tutorial
授業
HUMA19
HUMA19
勉強
01
勉強
02 tutorial
または
lecture&w
ANTH290 おでかけ
orkshop
2 lectorial
夕食

夕食

夕食

夕食

日

起床

起床

勉強
または
おでかけ

勉強
または
おでかけ
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

パースにきてはや3か月が経とうとしていますが、あっという間だったような、とても長かった
ような3か月でした。この3か月は日本にいる時とは全く違うパースでの生活に慣れるのに精一杯
だったような気がします。最近になってようやく生活のペースがつかめてきたという感じです。
勉強面に関しては、自分の専攻が人類学であるため毎週のリーディングの量が膨大で、ひとつの
unitで60ページほど出されることもざらのあります。ただ読むだけでなくその文献に基づいた質
問に答えなければならなかったり、自ら質問を考えなければいけないので恐ろしく時間がかかり
ます。それに加えてessayやプレゼンテーションがあるので、なかなかハードです。授業は主に講
義形式のlectureと少人数でディスカッション等をするtutorialがありますが、lectureでは45分間
のうち最初の15分ほどで集中力が切れてしまいその後は教授が何を言っているのかわからなく
なってしまったり、tutorialでも同じグループの学生が何を言っているのか理解できずについてい
けないこともいまだにあります。それでもlectureはうりぼーネットのような学内ネットに授業で
用いるpowerpointのスライドが事前にアップされていたり、授業後も講義の録画が学内ネットに
アップされるので、それらを用いて何とかついていっています。tutorialでも最低一回は発言する
ようにしたり、ディスカッションに参加する意思を示す努力はしています。勉強面に関してはま
だまだ四苦八苦しながらひとつひとつの課題を地道にこなしているという状態ですが、毎週の
リーディング課題のおかげで20ページ程度のリーディングなら普通にこなせるようになったので
少しは成長したかなと思います。授業の内容についても、留学生向けの授業(HUMA1901,
HUMA1902)ではessayの書き方やプレゼンテーションの仕方など実践的な知識を学ぶことができ
ます。人類学の授業でもいろんな国からの学生がいるので、それぞれの文化や社会背景をふまえ
た意見を聞くのはとても興味深いです。また、アボリジナルアートのクラスでは実際に親族にア
ボリジニの方がいらっしゃる学生さんがいて生の声を聞けるのでとても面白いです。
生活面に関しては、やっと会話らしい会話ができるようになってきたかなという感じです。留学
当初は本当に何を言っているのか聞き取れず、特に集団で会話するようになると聞き返す暇もな
く会話が進んでいくので、まったくついていけませんでしたが、今はある程度理解でき、相槌を
打てるくらいには成長したかなと思います。それでも自分の言いたいことはまだまだ英語で表現
するのは難しく、毎日もどかしい思いをしています。私のいる寮ではアメリカやシンガポール、
マレーシア、中国から集団で留学に来ていたので、最初は友達作りに苦労しましたが積極的に話
しかけたり、日本語サークルや日本語の授業に参加することで最近になってやっと仲のいい友達
もでき、テストのあとは彼女たちと旅行に行く予定をたてています。
この3か月の間、つらいこともたくさんありカルチャーショックの連続でしたが、今はそれら
全部ひっくるめていい経験だったなと思います。20年間慣れ親しんできた日本から離れて異国の
地で生活することは、想像していた以上に刺激的で改めて日本の良さを実感すると同時に、日本
の少しおかしなところにも気づかせてくれました。あと少しで今期が終わろうとしていますが、
貴重な留学の機会を与えてもらったことに感謝しつつ、残りの留学生活を悔いのないよう精一杯
全力で楽しみ、学ぼうと思います。

