神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

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： Cross International (Exchange) Undergraduate
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 7 月～ 2019 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 農学部
： 3年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 10 月 21 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）
3
4
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
1
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
2
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： Student (subclass 500)
Australian Government
申請先：

必要日数： 約2週間
VISA 取得にかかった費用： AUS$560
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。

オーストラリアのVISA申請は全てオンラインです。まずImmiAccountを作成して、入学許可書
（Confirmation-of-Enrolment）とパスポート、OSHCを準備して案内に沿って進めていきました。
特別難しいことはないと思います。
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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

特になし

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： シンガポール航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：
パース
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： 午前0
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： 約60
分， 無料
空港からの移動の際の注意点：

空港の到着口を出てすぐの場所にUWAの方が札を持って立っていて下さるので、大学に出迎え
をお願いするのであれば特別困る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。

）

交換留学生対象のオリエンテーションでした。主に大学での生活や設備、サービスの案内などでし
た。またオーストラリアのスラングをみんなで使ってみるという面白いコーナーもありました。
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。

特になし

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。

特になし

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： 西オーストラリア大学
留学先での所属学部・研究科： Cross International (Exchange) Undergraduate
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 7 月～ 2019 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 農学部
学年（出発時）
： 3年
本報告書記入日： 2018 年 10 月 21 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。

基本的にUWAのホームページを参考にしました。

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： Trinity Residential 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：
5〜25 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

とても静かで安全です。朝早くから夜中まで学校の図書館が開いているのですが、夜遅くに行くこ
とも特に危険ではないと思います。また歩いて10〜15分ほどの場所にスーパーやレストランなど
があり日常生活に困ることはないと思います。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

大学寮に住んでいて、私の寮は3食付きなので毎日基本的に寮で食事をとっています。
必要であればPacked lunchやLate dinnerを頼むこともできるので、お昼の時間に授業があるなど学
校にいて寮に戻れない場合に利用しています。
・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。
：

大学附属の寮なので渡航前の日本にいる間に申請をしました。
特に困ることはありませんでした。

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。

・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。

日本からあらかじめ履修登録していた4科目のうち1つがこちらに来てから突然キャンセルに
なってしまったため、代わりの科目に変更する必要がありました。
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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
English Language and
Dr
Stephen
Bennetts
3
6
約60人 英語でのEssayの書き方について学ぶことができます。毎週授
１
Academic
Communication I

２

Introduction to
Marketing

Dr Shasha
Wang

３

Consumers
Winthrop
Around the World Professor Julie Lee

４

Microeconomics:
Prices and Markets

Dr Inga
Kristoffersen

2

6

2

6

2

6

業の準備として論文や記事を読んでいく必要があります。そ
してTutorialでは1人1回Presentationをする機会もあります。

約600
人

Marketingの基本的な知識を学ぶことができます。LectureはOnlineで、予習の必要は
ないです。毎週Onlineでミニクイズをこなす必要がありますがテキストを理解してい
れば特に問題はないと思います。Team Presentationの機会があります。Final exam
がない代わりに細かい課題が多いように思います。

約180
人？

他の科目とは少し違い、普通の授業に加えX-cultureというInternational
groupに1人ずつ所属しプロジェクトに参加します。授業に関しては
Readingが結構ありますがためないようにすれば問題ないと思います。

約400
人

ミクロ経済学の最も基礎的な内容について学ぶ科目です。毎週Online quizがあり、
またEssay課題もあります。Tutorialの予習についてはきちんと問題を考えてのぞめば
問題ないと思います。テストはMid-termとFinalの合計2回あります。

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
Lectureという日本の授業と同じような大勢で受ける授業の他にTutorialという10人ほどの小規模クラ
スがどの科目にも設けられています。TutorialではLectureとは違い、ただ聞いているだけではなくディ
スカッションに参加する必要があるのでその点が一番日本の大学との違いを感じるところです。成績評
価についてはFinalのテストが一つだけというよりは細かい課題が多いように思います。テスト前はも
ちろん、テスト前でなくても学校の図書館には勉強や課題をする学生がたくさんいます。

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

授業

授業
授業

授業
授業

授業

授業

授業
授業

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～)

パースに来て３ヶ月が経ちました。来たばかりの頃は、こちらは冬で少し肌寒くまた雨の日も多
かったのですが、そんな冬も終わり今は春を迎えています。寮や大学構内には至る所にたくさん
のお花が咲いています。大学には可愛い赤ちゃんカモたちの姿も。１２週間の学校の授業も最後
の週に突入しています。この後はテスト前の勉強週間を挟んで最終テストを残すのみです。個人
的には短いようで長い３ヶ月だったのかなという印象です。３ヶ月前に日本を出発した時から寮
に到着して最初の２週間くらいは、ご飯を食べるのもシャワーを浴びるのも洗濯をするのも、ひ
とつひとつ戸惑い、緊張の連続でした。大学の授業スタイルも日本とは異なり、特に日本にはな
いチュートリアルという少人数制の授業では受け身であるレクチャーとは違って積極的に授業に
参加することが求められるため、英語での授業に慣れていない最初の頃は毎回授業の前も最中も
緊張しっぱなしでした。またこちらの大学では小さな課題がたくさんあり、さらに留学生の私は
英語の論文一つ読むのにも現地の学生よりも時間がかかるため、平日は課題をこなしたり授業の
準備をしたりと忙しい日々を過ごしていました。私が生活している大学寮には私のような留学生
も多く、食事の時間に、ダイニングルームではあらゆる国の学生たちと話をすることができま
す。お互いの国について話していると、新たな発見がたくさんあります。生活や文化の違いを感
じることももちろんありますが、似ているところもたくさんあって面白いです。また寮の人たち
はみんな優しく、私がエッセイの課題に苦戦していた時には夜遅くであっても一緒になって真剣
に考えてくれました。時にはラグビーを観に行ったり、パースに出店したばかりの日本のラーメ
ン屋さんに朝から並びに行って食べたりと一緒に出かけることもあります。こちらの学生はお酒
を飲むことが好きな人が多く、大学構内に夜遅くまで空いているクラブやバーがあります。毎週
決まって寮の近くにあるクラブなどに出かけていく人もいます。私はまだこちらに来て１回しか
そのような場所に行ったことがないのですが、これからの留学生活でチャレンジしてみたいなと
思っています。これからテストが終われば大学はいよいよ夏休みに入ります。まだまだ続くこれ
からの留学生活にわくわくしています。きちんと勉強もしつつ、こちらでしか出来ないことを思
う存分楽しみたいと思います。

