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交換留学（派遣）帰国報告書
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留学先大学： ウーロンゴン 大学
留学先での所属学部・研究科： computer science
留学先での在籍身分： 修士２年生
留学期間： 2018 年 7 月～ 2018 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学研究科
： M2
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 12 月 10 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 20 日
学年終了月日： 11 月 15 日
学期：
① 7 月 23 日～ 11 月 15 日
②
月
日～
月
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

ウーロンゴン 大学のコンピュータ科学分野はオーストラリアで一番強い。
留学生も多くて国際性が高い。

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：

授業に出る時は必ず英語を使う。大学の図書館には外国語を教える場所があり、自分の母語を
他人に教えながら英語を練習することもできる。
勉学面でのサポート：

先生のコンサルティング時間を利用して、授業または宿題に関しての質問は先生に直接聞け
る。
精神面でのサポート：

特になし
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住居・生活面でのサポート：

大学の寮を利用せず、自分でシェアハウスを探した。

課外活動のサポート：
OrientationとFarewell Partyなど

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）

寮は学校に近いけどセンター街に遠い，買い物も不便で，当地の人と接するチャンスも少ない
と思う。自分でシェアハウスを探す場合，条件にあって気に入った物件を見つけることがで
き，家電家具も購入しなくてもいい。

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）
BUPA

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。

ネット料金は賃料に含まれている。
□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。

教室や図書館でPCが使える。
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。

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

ゴキブリなどの害虫対策として、除虫剤を用意する必要がある。
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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）

NAB（National Australia Bank）銀行で口座を開設した。

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。

スーパーの店員や道で会った人もよく親切に挨拶してくれる。

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。

日常会話ならあまり問題ないが、専門知識が求められている会話ならちょっと難しいとい
う感じがある
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。

勉強で忙しくて、課外活動に参加する暇はなかった。

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）

ウーロンゴン の治安が良いとは言えないと思う。留学生が危ない目にあって、警察に通
報しても無視されたことが多いから、深夜に外出しないほうがいい。
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。

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。
， 40000
円／月
（財団等名） 神戸大学基金
０
円
その他（渡航費等の支給）
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。

学校のホームページ（https://www.uow.edu.au/index.html）

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。
変換プラグ、日焼止め、ゴキファイター

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：
（ TOEFL
）91
点→帰国後（
）
点

授業で使われた英語も日常レベルで分かりやすい。自分の英語力はすごく向上したと思わな
かったが、英語を話す自信がすごく高まりました。
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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。

コンピュータサイエンス学科では外国人教師の割合が高いため、授業で使われた英語は標準語
ではない、先生の説明を聴き取ることにはすごく苦労した。授業の内容をきちんと理解するた
めに、毎回授業に出る前に参考資料をきちんと予習することが重要だ。

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。

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。

本留学プログラムを後輩に薦めたい。
・先生がすごく優秀で最先端の知識を学ぶことができる。
・留学生が多いから、異なる文化と接することができる。
・英語を話す自信が高まる。

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：
・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： 3
・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：
・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： 4

5

4
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留学先大学： ウーロンゴン 大学
留学先での所属学部・研究科： computer science
留学先での在籍身分： 修士２年生
留学期間： 2018 年 7 月～ 2018 年 11 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学研究科
学年（出発時）
： M2
本報告書記入日： 2018 年 12 月 10 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

Lei Wang

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

4

6

Big Data
Management(ビッグ
データ管理)

Janusz Getta 4
Guo Xin Su

6

Introduction to Web
Technology（ウェブ
技術紹介）

Joseph Tonien 4

6

Big Data
Dnalytics(ビッグデー
タ分析)

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。

先生が提供した参考資料にしたがって
予習復習した方がいい。
先生が提供した参考資料、講義PPT、ラボラト
リーの内容にしたがって復習した方がいい。

先生が提供した参考資料、講義PPT、または
宿題にしたがって予習復習した方がいい。

４
５
６
７
８
９
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

クラスのサイズはほぼ50人超えている。各科目ごとに予習、復習、テストの準備を含めて週に
12時間をかける必要がある。成績評価はダブルパスで，宿題と最終テストの両方も最低限の点
数を取れないと合格できないため，普段の小テストや宿題の完成にも真面目に取り組む必要が
ある。そして課題の要求や提出方式は授業ごとに違うため、注意を払う必要があると思う。

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： 200000 往復
・住居費：
（月額） 55000
×（留学月数） 4 ヶ月 ＝ 220000
・食費： (月額） 65000
×（留学月数） 4 ヶ月 ＝ 260000
・保険料： 70000くらい
・その他： （40000/月）通話、買い物、交通、旅行
合計： 910000
（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～）

今回の交換留学プログラムを通じていろいろ勉強できた。
自分は海外で最先端な情報工学，特にビッグデータ分析に関しての知識を学びたいと考えて，
今回の交換留学プログラムに申請して参加した。ウーロンゴン大学のコンピュータサイエンス
学部はオーストラリアでTOP１で，有名な教師もたくさんいた。ウーロンゴン大学で学んだ知
識は自分の研究そして将来の就職にも役にたつと思う。そして大学の先生の教え方も日本と違
うところが多いため，自ら学ぶ能力を身に着けることが大事だ。
大学の寮の賃料は高くて買い物も不便だから，私はシェアハウスに住んでいた。大家さんは親
切な人で，オーストラリアの文化や注意点を説明してくれて，日常生活に遭った問題もいろい
ろ助けてくれた。そして日常会話はよく英語が使われたので，英会話能力もすごく向上した。
オーストラリアの公共交通機関が少ないため，遠くへ出掛ける時に車がないとものすごく不便
だ。またタクシー料金が高いから、もし外出したいなら，車を持っている友達を誘って一緒に
出かけた方がいい。そして深夜は治安もすごく悪く，特に駅の近くに不審者が多いため，夜中
に一人で外出しない方がいい。
オーストラリアは自由な雰囲気が溢れている国だと思う。道で会った知らない人もよく親切に
挨拶してくれる。現地の人は誰に不満があったら，直接その人に伝える。また学校の教師やス
タッフは時々ストライキを行うけど、普段の授業にあまり影響を与えないから安心してくださ
い。
オーストラリアは独自な食文化を持っていないと思う。商店街では各国の美味しいものが食べ
られる。外食ならハンバーガーとチップまたはピザを食べることが多い。そして一人前の量も
すごく多いから，注文した時に注意を払った方がいい。もしバランスの良い食事を取りたいな
ら，自炊能力を身につけた方がいいと思う。

