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留学先大学：
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分：
留学期間：
年
月～
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：
年

年

月

月

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）
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
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
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：
申請先：
必要日数：
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。
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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

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

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：
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間：
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，
空港からの移動の際の注意点：

Sバーンを利用して街まで行きました。自動発券機で購入できます。航空チケットを取る際には、
到着時間は明るいうちにしておいた方がいいと思います。
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。

）

3週間ほど留学生向けのドイツ語の授業があり、その他に町の観光やそれぞれの国の料理を持
ち寄ったパーティなど、様々なイベントがありました。
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。

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。

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。
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留学先大学：
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分：
留学期間：
年
月～
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：
年

年

月

月

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。

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：
・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，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

・毎日の食事はどうしていますか。
：

・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。
：

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
１

Deutsch: MittelkursⅢ(B2.1)
(ドイツ語：中間コース)

２

Literatur der Moerne zw.
1900-1930
（近代文学 1900-1930年）

授業内で習った内容の復習や宿題、わからなかった単語の確
認などは、その日のうちに済ましておくと楽です。
毎回違うテキストの発表が行われるので、該当のテキストをなるべく読んで予習をし
ておく必要があります。プレゼンは留学生ということで免除してもらえました

ゼミなので、毎回該当のテキストを読んで内容を把握してお
く必要があります。たまにグループワークもあります

３
Literaturwissenschaft, Probleme,
Theorien und Modelle
(文学研究ー問題、理論、モデル)

４

先生と学生が情報を共有するためのStudIPというオンライン上のプラットホームに、
教授が授業に関連したテキストを上げてくれるので、それで予習復習ができます

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

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

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～)
Trierで過ごして3か月になりますが、あっという間に過ぎてしまったという印象です。
街の移動はすべてバスで行けてしまうほどの大きすぎない街で、かといって田舎過ぎるということもなく、とても
暮らしやすいところです。
バスの乗車が学生証でパスできるのもありがたいです。私は学生寮に住んでいるのですが、Trier大学の学生寮は5
つほどあり、その中から大学側が選んで提供してきた寮に入ることになりました。家賃が他の寮と比べて高めだっ
たのですが、大学とスーパー、最寄りのバス停に近い立地で気に入っています。
こちらに来たばかりのころは、しなければならない手続きに焦っていたのかミスばかりしていました。リュックの
中で歯磨き粉をぶちまけたりスーパーで買ったリンゴをスーパーに置き去りにしたりといった日常的なことから、
日本で作ったクレジットカードからお金が引き出せなかったりホテルの代金を払い忘れたりといった深刻なものま
で、失敗しない日はないくらいでした。クレジットカードについては一緒に作っていたデビットカードから無事引
き出すことができ、ホテルの支払いは予約をしたサイトのクレジットカードから引き落としてもらいました。けれ
ど、どんな失敗をしても必ず助けてくれる人や頼ることのできるひとがいて、それが安心感につながっていきまし
た。授業の始まる時期にはストレスから吐き気を感じ、そのまま戻してしまうことも何度かありましたが、それも
今は落ち着いています。街の人たちも基本的にすごく親切ですし、大学のコーディネーターの方や同じ留学生、先
生方など、すぐに相談できる人たちが周りにいてくれることをうれしく思っています。
Trier大学ではオリエンテーションプログラムが長くとってあり、語学力テストの結果から9月の下旬から10月の中
旬まで自分に合ったドイツ語のコースを受けられます。それが終わった後、正式な授業が始まる時にまた語学力テ
ストがあり、それからもドイツ語の授業を受けることができます。これらのテストは筆記あるいはコンピュータで
の入力でした。作文もありました。DaF（Deusche als Fremdsprache留学生向けのドイツ語の授業）の授業は会話力
を鍛えたい人向け、発音を向上させたい人向け、筆記を上手になりたい人向けなど様々なものがありますが、レベ
ルに応じた基礎的な授業がまずあり、私はDaFの授業としてはそれだけを取っています。それでも週に3回あるの
で、復習や宿題、ほかの授業の準備をしているとそれほど時間的に余裕はありません。Germanistik（ドイツ文学）
の授業は、ゼミを2つと講義を1つ取っています。ただ、聞き取る能力がまだ足りないのと内容が専門的であるため
に、正直授業についていくのも難しい状況です。それでも、授業のためにテキストを読んだり、録音した授業の内
容を復習したりして、日本にいる時よりははるか効果的にドイツ語の勉強ができる環境にいると感じています。自
分に足りないこと、できないことをまず把握して、できることから地道にやっていくのが一番なのだと思います。
ドイツ語での会話力を鍛えるため、というよりもこちらでの友達を作りたいのがあって、Japanologie（日本学）の
学生たち主催の催しに参加しています。ドイツへの渡航前にすでに向こうからメールで連絡があり、今は
JapanologieのグループLINEを使って情報を得ています。ここの学生たちには初めて寮に入る日にも手助けをしれた
ときから頼りっきりで、たまにトラブルの相談もしてもらっています。タンデムのパートナーもJapanologieのイベ
ントで見つけました。女の子2人と、それぞれ週に1回ずつ会って話をしています。うち1人とは他の学生たちとも
一緒の席を囲んで行うのでにぎやかです。タンデムの形態は人によってほんとうに違いがあると思いますが、私た
ちは何分まではドイツ語のみで話す、そのあとは日本語のみで話すというように、完全に時間で言語を分けて会話
しています。そうした一番の動機は、ネイティブの使うドイツ語表現をできるだけ学びたいと思ったからです。向
こうの発言で分からない表現があったときは、その都度会話を止めてノートに書き留めています。私は一応聞きた
いとや話したいことなどテーマを決めていきますが、日本語の時間は日本学の授業の宿題のお手伝いになりつつあ
ります。
大学外での活動としては、学部の時に部活動をしていた合気道をこちらで再開しました。意外なことにドイツでは
合気道の道場がけっこう多いらしく、たまたまTrierにもあることがインターネットでの検索で分かったので、週に
1回ほど通っています。
クリスマスははじめ特に予定がなかったのですが、こちらの友達が招待してくれたので、友達の家族と食卓を囲み
にぎやかに過ごすことができました。

