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交換留学（派遣）帰国報告書

2017

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： Environmental Science
留学先での在籍身分： Master student
留学期間： 2018 年 2 月～ 2018 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科： 農学研究科
学年（出発時）
： 修士1年
本報告書記入日： 2018 年 11 月 24 日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日： 2 月 27 日
学年終了月日： 11 月 16 日
学期：
① 2 月 26 日～ 6 月 22 日
② 7 月 30 日～ 11 月 16 日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

理系学問を専攻学生が多い。Masterを卒業することが大きなステータスとなる。学
生の国籍は非常に多様、local/international/exchange studentが入り混じって授業を
行う。同じ授業でもlecureだけでなくpracticalな作業も行う。
1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：

毎週月水金に図書館で英語の文章校正サポートが行なわれている。
勉学面でのサポート：

特になし？
精神面でのサポート：

Unimenter制度あり：申請すれば留学生に教育係(学校での生活面でのアドバイザー
のような存在：local もしくは international student)がつく。
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住居・生活面でのサポート：

特になし。５つのstudent collegeが大学の目の前にあり、そこに住むことがおそら
く好ましいが、非常に費用が高い。
課外活動のサポート：

ボランティアの募集など、常に課外活動への募集が行なわれている。
1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。
（気をつけること等）

student college：非常に高い。しかし多様な国籍の学生と住居をともにするので、
友達を作りやすい環境である。個人的には少ない時間で色々な学生と関わりたいの
であれば推奨する。
share house/home stay：非常に安い。ただし留学前に見つけることは、おそらく知
人がいない場合は難しい。環境はおそらく住む人次第。
3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）
また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）

・オーストラリアの保険。Overseas Student Health Cover (OSHC)
・クレジットカードの保険
3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

料金は居住費に含まれるため詳細はわかりかねます。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。

図書館
日本語環境はなし
3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。

いいえ
健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

Sunscreenは必需品。皮膚ガン予防

神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２）

3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）

はい：Commonwealth bankという銀行と手続きして、銀行口座を開きました。
キャッシュカードが届けられて、普段そのカードでの支払いを主にしていました。
3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。

全ての食事が１つのプレート、お水を好む、とてもFriendly
大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。

Really frequently (3-5日/週)
課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。

ボランティア、インターンシップ、アルバイト全て行いました。
留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）

安全、適度な大きさの都市、様々な国籍の方が入り混じって暮らしているので
「外国人」に対する態度を感じなかった。
3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

いいえ

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。

， 120,000
（財団等名） トビタテ
その他（渡航費等の支給） 250,000

円／月
円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

特になし
5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。

電圧変換器、味噌汁の素など
5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（ 50/100
）
点→帰国後（ 80/100
）
点

留学前：一対一の会話に支障がないレベル
留学後：ネイティブグループの会話についていけるレベル
ただし、どう留学中過ごすか次第で語学力成長度は人それぞれ
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

特に無かったかなと思います。オーストラリアはカード社会ですが、現金も必ず必
要なのでその点が注意かもしれません。（交通費などはおそらく現金で購入のた
め）

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。

留学前のサポートは適切でした。
留学期間はサポートしていただく事は特に無く、自分次第かなと。
概して、適切でございました。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。

薦めます。
：学生でいられる時間に海外で長期住むことは、一度しかない人生にとって有意義
な時間だと思います。日本では得られない考え方、視野など、成長できることしか
待っていません。農学部において留年することが前提というのが少し残念ですが、
それでも行く価値しかありません。
5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか： 5
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 4
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 5
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： 4
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか： 1
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 5
・留学全体の総合的な評価： 5

神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２）

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： Environmental Science
留学先での在籍身分： Master student
留学期間： 2018 年 2 月～ 2018 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科： 農学研究科
学年（出発時）
： 修士1年
本報告書記入日： 2018 年 11 月 24 日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名

教授名

（現地語・和訳）

１
２
３
４
５
６
７
８
９

HUMA1901

Fiona
Burrows/
Nicol
HUMA1902 Adam
Meriel
Griffiths/ Izzy
Rossen
ENVT1104
Deirdre
Gleeson/
Daniel
ENVT2250
Erik
Murphy
Veneklaas/
Raphael
PLNT3306
Pauline
Didham
Grierson
GEOG1104
Petra
Tschakert/
Jason
PHAR1101
Phil
Beringer/
Burcham/
Bryan
Philippa
INDG1150 Mel
Thomas,
Boruff/
Martyr
etcLinda
Robson

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

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。

3

6

more
英語の授業、「Essayの書き方」。とにかく必死
than 100 に英語漬け

3

6

around
20

英語の授業、「Scientificな文章をどう描く
か？」。とらなくてもいいかもしれません。

4

6

more
than 80

「環境学について幅広く」。企業の人の話も聞
けて面白い

5

6

more
than 50

5

6

18

「生態学について」「解析のpractical lab
work」。非常に採点が厳しい。時間を見つけて
勉強するしかない
「オーストラリアの植生」。FWでPilbaraへ8日間
キャンプ。おすすめ。解析は難しい。

4

6

「災害disasterについて」。世界の災害の知識に
more
than 100 ついて幅広く学ぶ。

4

6

「薬がどう世界を変えたか？」薬の歴史。毎日
more
than 100 予習復習が必要。テストが多い。

3

6

more
than 80

「アボリジニの歴史」。オーストラリア特有の
歴史の授業。おすすめ。エッセイを書く。

１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

UnitはLectureだけでなくpracticalなgroup workなども頻繁に行う。
成績評価は非常にfair。
常にassignmentやgroup projectがあり、普段の勉強は日本と比べ格段に忙しい。

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃： 120,000
・住居費：
（月額）
×（留学月数）
ヶ月 ＝ 1,500,000
・食費： (月額）
×（留学月数）
ヶ月 ＝ 住居費に含まれる
・保険料： 140,000
・その他： いろいろ
合計： 2,300,000
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）

本心から述べますと、9ヶ月オーストラリアに滞在しましたが、まだ英語学習のた
めとしては足りないなと感じます。私自身「英語をネイティブレベルで話せるよう
になる」が留学の最大目標でした。学生寮(Trinity)にも恵まれ、たくさんの現地の
学生と仲良くなり普段から現地の学生とお話ししていました。グループの話にある
程度ついていけるようになるまで、また一度も聞き直されず自分の英語が伝わるよ
うになるまで約5ヶ月あったのではないかなと思います。第二semesterでは自分の
英語(conversation)が確実に伸びていることを実感しました。ただし、依然として完
全にすべてのネイティブスピーカーの話している内容がわかるようになったわけで
はなく、「これからだ！」と思った時期に帰国日が来てしまったといった心情で
す。私の理想が高すぎるのかもしれませんが、完全に英語を自分のものにしたいと
思うのであれば一年間留学でも足りないと感じました。
文化的交流、視野の拡大ということに関して述べると、留学という時間がいかに貴
重な経験であったかと感じます。オーストラリアという多国籍国家で、国籍に関す
る概念が非常に広い国で生活できた事はとても有意義でした。白人、黒人、アジア
人の顔をしていてもオーストラリア人であることから、幅広い人種の環境の中で感
じるものがたくさんありました。
農学部で必修単位の時期的問題のため、留学に行けば必ず留年が確定します。また
研究室選びにも学年が変わるなどの理由で少し支障をきたすなど、留学したくても
行きづらい環境でございました。ただ、結果としてこの留学ができたことは本当に
幸せでした。
快く研究をストップさせてしまうことを承諾していただいた担当の黒田教授、暖か
く送り出していただいた研究室のみなさん、留学前から留学中までサポートや事務
手続きなどのご対応をいただいた国際交流課や農学部教務学生係の皆様、本当にあ
りがとうございました。短くはなりますが、感謝の言葉とさせていただきます。
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6.

留学経験の共有について

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば，ぜひ報告書に添付して送ってください。
（デジタル画像でお願いします。
）
6-1. 神戸大学では所属部局教務係及び国際交流課にて，留学を考えている学生のために報告書を閲覧できるように
保管します。あなたは，本報告書を閲覧資料とすることに同意しますか。
（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。
）
*担当部署（所属部局又は

課）が本報告書の原本を保管します。あなたが閲覧資料にすることに同意しない場

合であっても，あなたの状況等を把握するために及び本プログラムを改善するために，学内の関係部署に転送すること
があります。

はい

いいえ

6-2. あなたの本報告書の一部を引用して，本学の印刷物やホームページに掲載することに同意しますか。
はい
いいえ
6-3. もし写真を提出する場合，あなたの写真を報告書とともに閲覧資料にすることに同意しますか。
はい
いいえ
6-4. もし写真を提出する場合，あなたの写真を本学の印刷物やホームページに掲載することに同意しますか。
はい
いいえ
6-5. 国際教育総合センターが実施する「海外留学フェア」にご協力いただけますか。
（留学体験を発表するなど）
*ご協力いただける場合，後日，国際教育総合センターよりあなたに連絡することがあります。

はい

いいえ

6-6. もしあなたと同じ大学（国）に留学する神戸大学の学生があなたと連絡を取りたい場合、あなたのメールア
ドレスを学生に伝えることに同意しますか。
はい
いいえ
（同意する場合、連絡可能なメールアドレス：soranari54@gmail.com
）

