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交換留学（派遣）近況報告書

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～  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    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 □友人

□以前に参加した先輩

□所属学部・研究科の教員

□所属学部・研究科の掲示板 □神戸大学のホームページ

□留学フェア □その他（具体的に）

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： 
 
 
 
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。 
 
 
 
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～     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    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。 

No. コース名 教授名 時間数

／週 
留学先

での単

位数 

履修し

ている

学生数

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。 

１       
 

２       
 

３       
 

４       
 

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 日 

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 

       

 

koryu2
タイプライターテキスト
（現地語・和訳）

koryu2
タイプライターテキスト

koryu2
タイプライターテキスト
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現在までの感想 自由に記入してください。(800字～) 


	fill_1: 2018-5
	undefined: 
	email: 
	fill_18: 2週間
	fill_17: Canada
	toggle_1: Off
	toggle_4: Off
	toggle_7: Off
	toggle_2: Off
	toggle_5: Off
	toggle_8: Off
	toggle_3: Off
	toggle_6: Off
	undefined_3: 神戸大学のオープンキャンパス
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: ２
	fill_23: 
	fill_24: ３
	fill_25: １
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: ４
	fill_31: 
	undefined_4: 
	fill_33: Student Visa (subclass 500)
	fill_34: Australian Government
	fill_35: 3日
	undefined_5: 582　オーストラリアドル
	fill_37: UWAから送られてくるVisa申請の案内に沿って手続きをすれば、特別難しくはなかったと思います。必要書類はパスポートとCoE(入学許可証)とOSHC（海外保険）です。CoEもOSHCもUWAからのメール案内に沿って手続きすれば大丈夫です。
	15: 改めて特に必要とされた予防接種はなかったと思います。事前に受けている予防接種で十分だと思います。
	16: 寮の申し込みは早めにしておいた方が良いと聞いていたので、入学許可を待たずに申し込みをしました。
	fill_1_2: カンタス航空
	undefined_6: 神戸大学生協
	fill_3: パース
	fill_4: 午後２
	toggle_5_2: Off
	toggle_1_2: Off
	toggle_2_2: Off
	toggle_3_2: Off
	toggle_4_2: Off
	fill_5_2: 
	fill_6_2: ２０
	fill_7_2: 無料
	fill_10_2: UWAのページからAirport pick up を無料でお願いすることができます。忘れずに申し込みをしておくのが良いと思います。
	toggle_6_2: Off
	toggle_7_2: Off
	toggle_8_2: Off
	toggle_9: Off
	toggle_10: Off
	toggle_11: Off
	fill_11_2: 寮、大学でのオリエンテーションがそれぞれあります。授業が始める前の一週間は０weekと呼ばれ、毎日朝から晩までオリエンテーションがあります。自分の体力と興味関心を考慮しながら参加していったらいいと思います。個人的には、たくさん参加して友達の輪を広げておくと後々楽しいと思います。
	fill_12_2: 特になかったです。
	fill_13: 特になかったです。
	fill_14_2: IELTSのスコアが足りていなかったので、留学生向けの授業が必須でした。ここではエッセイの書き方などを学べます。
	fill_18_2: 留学体験記を見たり、過去にUWAに行っていた先輩方からお話を聞いていました。その他にも、大阪で一度オーストラリア留学フェアに参加したことがあります。参考になるものとしては地球の歩き方や、パースに特化した情報誌のエキスパースというのも読んでいました。
	toggle_1_3: Off
	toggle_2_3: Off
	toggle_3_3: Off
	undefined_8: Off
	fill_13_2: 
	toggle_5_3: Off
	toggle_6_3: Off
	undefined_9: Off
	fill_14_3: 
	toggle_8_3: Off
	toggle_9_2: Off
	undefined_10: Off
	fill_15_2: 
	toggle_11_2: Off
	toggle_12: Off
	undefined_11: Off
	fill_16_2: 
	fill_19: 静かで落ち着いています。大学へは歩いて行けますし、目の前のバス停から市の中心街へ20分ほどで行けます。スーパーは徒歩15分ほどです。コンビニも近くにあります。
	fill_20_2: 寮から３食ビュッフェスタイルででます。寮で取ることができない時はPack meal を頼むことが出来ます。
	fill_21_2: 渡航前に契約することができました。特にトラブルはなかったです。
	toggle_14: Off
	toggle_15: Off
	Online: Off
	toggle_17: Off
	undefined_12: Off
	fill_17_2: 
	toggle_19: Off
	toggle_20: Off
	fill_22_2: IELTSのスコアが足りていないと留学生向けの授業が必須になります。
	toggle_21: Off
	toggle_22: Off
	fill_23_2: 
	fill_1_4: Asian Societies and Clutureアジア学
	fill_2_2: Dr Stephen Dobbs
	fill_3_3: 135min
	fill_4_3: 6
	fill_5_4: 100
	fill_6_4: 毎週のTutorial のために週に50ｐ程Reading があり、学期末エッセイとテストがあります。日本についても学びます。
	fill_7_4: Grammatical Theory　統語論
	fill_8_3: Marie-Eve Riz
	fill_9_2: 135min
	fill_10_4: 6
	fill_11_4: 50
	fill_12_4: 3回の課題と学期末テストがあります。Level２ですがそこまで難しくはないです。
	fill_13_3: Language and Communication
	fill_14_4: Mr Daniel Midgley
	fill_15_3: 135min
	fill_16_3: 6
	fill_17_3: 150
	fill_18_3: 5回のオンラインクイズと学期末テストがあります。授業をきちんと聞いていれば高い評価をゲットできます。
	fill_19_2: Professional and Academic Commniication
	fill_20_3: Dr Shalmalee Palekar
	fill_21_3: 135min
	fill_22_3: 6
	fill_23_3: 100
	fill_24_2: 非ネイティブ向けの授業です。エッセイの書き方を学べます。最終エッセイとテストがあります。
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36: 
	fill_37_2: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_68: 私の取っている授業は、主に週に2回の45分のレクチャー（日本の大学の授業のような）と45分のチュートリアル（ディスカッション）の、合計135分で構成されています。授業によってはワークショップがあったり実験があったりするようです。Levelが上がるにつれて専門性も難易度も上がるのでLevel３を多く取り過ぎない方が良いと思います。成績評価は先生がフィードバックを下さるのでとても明確です。現地学生の取り組みは思っていたほどみんながみんな勉強熱心ではないと思いました。自分次第で、ネイティブに負けないくらい授業や議論に参加できると思います。
	fill_61: 起床課題昼食lecture課題夜ごはん
	fill_62: 起床Study Grouptutorialtutorial昼食課題夜ごはん
	fill_63: 起床lecturelecturelectureworkshoptutoriallanguage Exchange日本語会話クラブ夜ごはん
	fill_64: 起床lecturetutoriallecture昼食課題夜ごはん
	fill_65: 課題or遊ぶ
	fill_66: 課題兵庫文化センター
	fill_67: 課題or教会or遊ぶ
	fill_1_5: パースに来て3か月半が経ち、この間 first semester の最後の授業が終わりました。エッセイも書き終わり、残すは2週間後の期末テストのみです。他のUWAに交換留学に行かれた先輩方のように、短いようでとても長かった3か月間だったと思います。初めの1か月は自分を新しい環境に馴染ませるのにいっぱいでしたが、最近ではパースでの暮らしを楽しんでいます。生活の基本となる住居については、私は過去に多くの先輩方が利用されていたので迷わず寮を選択しました。大学寮は比較的落ち着いて、大学にも歩いて行く事ができるので勉強するのに最適な環境です。さらに、世界から留学生が集まり、同時にオーストラリアの学生もたくさんいるので寮で3食ご飯を食べながら友達と話すだけで異文化交流が簡単にできます。私自身も寮で非ネイティブ、ネイティブ関わらずたくさんの友達ができました。寮はとても高いですが、留学生にとってはとてもよい環境だと思います。私はいろいろあって、次のセメスターからホームステイに移りますが、これから渡航される皆さんは今一度、その住居が自分に合っているのかを考えてみるといいかもしれません。住居は生活の基盤なのでとても大切になってくると思います。また、大学の授業については申し分ないほど満足しています。希望通りの履修登録ができ、自分の興味関心を追究できるのはとても楽しいです。海外の大学は勉強量が多く、かつ英語で学ばなければいけないので大変だと聞いていましたが、私はそれほどだと感じました。確かに予習復習は欠かせませんが、日本の学生が部活にアルバイトに勉学に、と同じくらい忙しいのではないかと思います。UWAでは、全てのlecture が録音され、オンラインで受講することができるので、わからないところは何回でも聞き直すことが出来ます。留学生に対しても、毎週月曜日と火曜日に非ネイティブ向けのEnglishセミナーがあったり、ライティングワークショップも毎日図書館で行われています。また、私はそれぞれのクラスでネイティブの友達を捕まえて Study Goup を作ったので、わからない事があれば友達に聞いたり、Reading の課題を分配したりしているので助かっています。先生方もわからないところを質問すると、オフィスアワー外でも時間を取って丁寧に教えて下さいます。このように、あの手この手で授業についていき、チュートリアルで発言できた時はとてもうれしいです。非ネイティブというハンディキャップはもちろんありますが、日本での予備知識と毎日の予習復習で十分ネイティブと議論できると思います。授業は準備をすればついていけないことはないですが、準備のできない日常会話は、やはりまだまだ自分の英語力に満足できないのが現状です。私自身、語学力の向上を一つの大きな留学目的に定めているので時間の許す限り留学生の友達と会話をしたり、すき間時間に語学の勉強をしています。最近では、留学当初に比べたら、リスニング能力が伸びてきているのではないかなと思います。語学力向上の大きな要因に友達の存在がとても大きいと思います。オーストラリアに来てから、改めて日本の文化がいかに世界に浸透しているかを感じます。世界中に日本の文化に興味を持っている人がおり、特にオーストラリアは地理的な面からも日本への興味がとても高く、日本人というだけで、友達作りには大きなアドバンテージです。そういった友人たちと交流する中で、自然と語学も伸びているような気がします。それでも、まだまだネイティブの議論や、訛りの強い英語には苦戦しています。帰国までにどれだけ自分の英語がどれだけ伸びているか楽しみです。留学生活は残り半年ほどですが、毎日を大切にしながら、楽しんでいきたいと思います。
	Group1: Off
	fill_5: 西オーストラリア大学
	fill_6: Bachelor of Arts
	fill_7: Exchange Student 
	fill_9: 2019
	fill_10: 2
	fill_11: 2019
	fill_8: 11
	fill_12: 国際人間科学部　グローバル文化学科
	undefined_2: ２
	fill_14: 2019
	fill_15: ５
	fill_16: 28
	Text2: trinity
	Text3: 
	Text4: 5～15
	Text5: 徒歩
	Text1: 


