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交換留学（派遣）近況報告書

留学先大学： トリーア大学
留学先での所属学部・研究科： Geographie, Japanologie
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2019 年 3 月～ 2019 年 7 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）
： 4年
本報告書記入日： 2019 年 5
月 9 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
4
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
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： 学生ビザ
移民局
申請先：
必要日数： 1日
VISA 取得にかかった費用：
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。
パスポートのコピー、顔写真、日本で加入した保険とドイツで加入した保険の証明書、残高証明書、入学許可証。
オリエンテーションの中で書類に関しての全ての手続きは完了します。その後、指定された日時に各自で移民局へ取りに行きます。
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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

特になし

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

残高証明書の発行、パスポートの更新、寮費のための国際送金

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： JAL

利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： 大学生協
留学先大学最寄り空港名： フランクフルト
空港
空港到着時間： 16
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： 180
分， 40ユーロ
空港からの移動の際の注意点：

空港からフランクフルト中央駅までは20分ほどで行けます。フランクフルト中央駅の周りはドイツの中では治安が悪い方なので、早
めの時間につくことをお勧めします。フランクフルトからトリーアまではバス、電車で行くことができます。チケットはどちらも日
本で用意していく方が良いと思います。
トリーア中央駅までは現地の日本学科の学生が迎えに来てくれます。

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：200ユーロ
内容について記入してください。

）

三週間のオリエンテーションです。午前中がドイツ語のクラス、午後が各種手続き、夜に様々なイベントがあります。すべて毎日あ
るわけではないです。
オリエンテーションのドイツ語クラスのためのドイツ語のテストが授業初日に、セメスターのドイツ語クラスのクラス分けのための
テストがオリエンテーション最終日にあります。

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。

visaと同様

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。

ドイツの保険への加入(Care Work)
銀行口座の開設(trier sparkasse)

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。

特になし
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留学先大学： トリーア大学
留学先での所属学部・研究科： Geographie, Japanologie
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2019 年 3 月～ 2019 年 7 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）
： 4年
本報告書記入日： 2019 年 5
月 9
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。

トリーア大学ホームページ
トリーア大学の留学生課へメールで質問

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： SWH Petrisberg
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に） キッチンとバスルームが共用です
■
トルコ
・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：
20 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

スーパーマーケット2軒、ドラックストア、サブウェイ、ケバブ屋、日本食屋、ATMが目の前
にあり、とても便利です。campas2(主に理系)までは徒歩３分ほどです。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

基本的に自炊。大学の学食も時々利用します。

・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。
：

問題なく渡航前にスムーズに斡旋してもらうことができました。

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。

登録もオリエンテーションの際に説明と共に行います。
授業によっては口頭試験が認められる授業もあります。
・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。
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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
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている
学生数
位数
Frau
Haroglu
Destina
Daf Mittelkurs(B1.1)
週6時 6ETCS 20人
１
ドイツ語中級コース Frau Schwadorf-Jansen
間
Sabine
Deutsch
Aussprachetraining (B1)
ドイツ語発音クラス

２

Frau Camli
Deniz

Modul: Medien/
Dr. Gößmann, Hilaria
Theater/Gesellschaft Dr. Saladin, Ronald

３

Moderne
Literatur

４

Dr. Jaschke,
Renate

週２時 2ETCS
間
週２時 5ETCS
間

週２時 5ETCS
間

15人
30人

30人

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。
ほぼ毎回宿題があります。二週間に一度ミニテ
ストがあり、最後には口頭テストがあります。

時々宿題があります。発音を重視した授
業なので発言を多く求められます。
Japanologieのゼミ形式の授業です。毎回の出席と宿題で成績
がつきます。留学生はプレゼンテーションの有無を選ぶこと
ができます。
Japanologieのゼミ形式の授業です。毎回の出席と学期末の口頭試
験で成績がつきます。留学生はプレゼンテーションの有無と学期
末の試験(レポートか口頭試験か)を選ぶことができます。

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

講義の種類としては、大講義室で行われるVorlesung、ゼミ形式のSeminar、語学の授業等の
Übungがある。Daf(ドイツ語の授業)は留学生向けのものである。英文科の授業以外はほとんど
ドイツ語で行われている。

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

講義
タンデム

講義

タンデム

タンデム
講義

空手

ドイツ語
中級コー
ス

タンデム
ドイツ語
中級コー
ス

ドイツ語
中級コー
ス

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～)

トリーアに来て3ヶ月間、とても充実した日々を送っています。トリーアは小さな街ですが、世
界遺産もあり、活気のある住みやすい街です。スーパーや飲食店、服屋や電気屋など必要なお店
は全て街の中にあります。また、市内のすべてのバスと、一部の電車が学生証があれば無料なの
で移動に困ることもありません。
私の留学生活は、トリーア大学の日本学科の学生の方が駅まで迎えにきてくれたところから始ま
りました。初期の生活のための買い物や手続きは日本学科の学生さんが、大学や滞在に関する手
続きはオリエンテーションのチューターさんが手伝ってくれるため、大きな問題無く、トリーア
で暮らしていけるようになりました。
3週間でのオリエンテーションでは、ドイツ語の語学レベルが大幅に伸びたと感じています。他
の国からの留学生達と一緒に10人前後のクラスで、ドイツ語を学びましたが、クラスメイトの意
欲や発言力に驚きました。オリエンテーションの授業は全てドイツ語だったため、はじめは先生
が何を指示しているのかも理解できませんでしたが、毎日ドイツ語に触れること、またクラスメ
イトの助けもあり、最後の方にはほぼ理解し、発言できるようになりました。
オリエンテーションが終わった後は、Daf(留学生用ドイツ語の授業)、日本学科のゼミ、タンデム
の3つを軸に大学生活を送っています。Dafの授業はドイツ語レベル別で、オリエンテーションの
続きのようなものです。私は授業としては日本学科のゼミを２つ取っています。トリーア大学で
は英語開講の授業がほとんどなく(英文科以外は本当にありません)、ドイツ語で大学の講義を受
けることになります。ドイツ語のレベルが大学講義レベルまで到達してないこともあり、自分の
主専攻の授業を取ることができなかったことには、悔いが残っています。ドイツ語B2以上でない
と、ドイツ語での講義を受けることは難しいと感じます。しかし、日本学科のゼミを受けること
で、ドイツ語レベルの向上はもちろん、学問の面から日本とドイツの文化比較をすることがで
き、今の私に取っては良い選択だったと思います。
タンデムとは、ドイツで盛んなランゲージパートナーのことです。ほとんどの場合、日本学科の
学生さんがパートナーになります。決まった時間にドイツ語と日本語を教えあったり、お喋りを
したり、またその時間以外にも遊びに行ったり、スポーツをしたりしています。このタンデムの
おかげでとても充実した毎日を送ることができています。
また、わたしはトルコ人の留学生とシェアハウス(一人部屋あり、キッチンバスルーム共用)をし
ているため、毎日英語で会話をします。週に1回ほど一緒にご飯を食べながら、日本やトルコ、
またドイツやヨーロッパのことについて話したりします。シェアハウスをする事で人と関わる機
会は絶対的に増えるので、おすすめです。
大学生活以外にも、日本学科の学生さんと日本人留学生が参加するイベントがたくさんあった
り、週末や休みの時期はヨーロッパ内を旅行をしたりして、留学前に想像していたよりも忙しい
日々となっています。残り半分の留学生活も楽しみながら、しっかり得られるものを得ていきた
いと思います。

