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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 はい

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。 フィリピン 1ヶ月

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 所属部局の掲示板

その他を選択した場合、記入してください。

この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ものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 2
  語学力の向上 4
  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど） 1
  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 3
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前に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。

地球の歩き方
留学を経験された先輩方への質問/報告書
「ドイツ 持っていくべきもの」的な検索でヒットしたブログ

VISAについて 入国後に申請

　VISAの種類：

　申請先：

　必要日数：

　VISA取得にかかった費用：

　VISA申請のために求められた書類：

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 ありません。

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

学研災の付帯海学
現地では加入していません。

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書
留学先での生活はいかがですか。本報告書は以下の目的のために使用されます。
① 皆さんの近況等を把握するための資料です。何か困ったこと等があれば、本報告書に限らず速やかに教務係までご連絡ください。
② 留学を考えている後輩達のための有益な資料となります。留学経験を共有するために、ぜひご協力ください。

本報告書は交換留学開始後、2～3 ヶ月以内に写真データと共に提出してください。(経営提出締切日12/6）

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、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）

1. 出発前について

氏名：

メールアドレス：

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：

学籍番号

留学先大学：

留学先での在籍身分：
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： エクスペディア

　到着空港名： フランクフルトアムマイン空港

　空港到着時間： 午前6:30
　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 電車＋バスで約2時間半・３０€

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

自分の場合(電車によってはWi-Fi付きの車両があります。快適ではありません。)空港を離
れてから寮に到着するまでwi-fiが無かったので、到着前もしくは空港で自分の乗る電車を調
べておいた方が良いです。事前にDB (Deutche Bahn)のアプリをダウンロードしておくと、
電車検索から購入までできるので便利です。

住居について

　住居のタイプ： アパート

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： Heerstr.51, Hamachar 7

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： リストから選択してください

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩2分

住居の周りの環境はどうですか。
申し込みが遅れてしまい、値段が比較的高い寮になりましたが、結果的に家の真裏にスーパー・真下
にパン屋・大学から近い・レストランが近い。と立地的にはかなりいい場所に当たりました
こちらの学生or地元高齢者というかなり小さい町です、学生が夜に騒ぐことがあるので迷惑です。

毎日の食事はどうしていますか。 朝：パン、昼：学食(平日/11:30-14:30)、夜：自炊or外食

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 必須

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。

到着から１週間がオリエンテーションウィークとされており、様々なイベントが開催されま
す。
最初の二日で事務的な連絡。その後はキャンパスツアー、近くの名所を回るツアー、パー
ティーなどが開催されました。

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。

大学が留学生分をまとめて提出してくれるので、オリエンテーション時の大学の指示に従っ
て書類を用意するだけで申請は完了します。ただし、4ヶ月以上滞在する学生は指紋を押し
に行く時と滞在許可カードを受け取りに行く時と２度、パスで30分ほどのところにある役所
に行かなければなりません。この際100ユーロが必要となります。必要書類に関しては日本
で事前に用意しておいて方が良いものもあるので大使館のホームページを事前に確認してお
くことをお勧めします。

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

上記の滞在許可証とは別に到着後１週間以内に寮のある町での住民登録が必要です。ここで
もらう書類が滞在許可書の必要書類となるので、できるだけ早く完了しておいた方が楽で
す。
この住民登録はどの寮からも徒歩圏内にある役所で無料で行えます。

3-1
語学力向上のために、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。

いいえ。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。
スロットが制限されているものもありますが、キャンセル待ちに登録しておけば全員入れて
くれるので取りたい授業を取ることができます。

希望通りの授業が履修できましたか。 はい

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。

4-2 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。 クリックで別シートへ

4-3 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。 クリックで別シートへ

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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6-1

神戸大学では所属学部・研究科教務係及び国際交流
課にて、留学を考えている学生等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。）
※閲覧資料にすることに同意しない場合でも、あなた
の近況等を把握するため及び本プログラムの改善の
ために学内関係部署に転送することがあります。

はい

6-2 あなたの報告書の一部を引用して、本学の印刷物や
ウェブサイトに掲載することに同意しますか？

はい

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

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？

いいえ

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

同意する場合、連絡可能なメールアドレス： nomuken8787@gmail.com

ご協力ありがとうございました。本報告書は大変有益な資料になります。
残りの留学生活が楽しく実り多いものであることを神戸大学教職員一同、祈念しています。

6. 留学経験の共有について

6-5

私がWHUを選んだ理由の１つである「企業との強いつながり」が話に聞いていた通り充実していました。ビジネスの単科大学として大き
な評価を得ていることによって、多くの企業が大学内でワークショップや説明会を頻繁に開催してくれます。加えて、小さい大学である
ことから大学→学生のサポートが手厚い・起業を考えている学生向けの団体のようなものがあるなどによって、起業をした卒業生との
関係性がしっかりと保たれており、彼らがゲスト講義に来たり、インターンを探しに来たりということも頻繁にあります。ただ残念なこと

は、自分がドイツ語を勉強していなかったためにドイツ語で開催されるイベントに参加できないことや自分の望むようなインターンシップ
を見つけることができなかったことです。やはり非英語圏で学外の活動に参加したければ、現地の言葉を少しでも理解できる/話せる

状態になっておく方がいいと感じました。こちらの学生は、能力の高い学生が多く、グループワークとなるとかなりスピーディーに作業を
進めているため、時にはついていけなくなることもあり少し落ち込みます。また、WHUでは全学生が卒業までに留学することを義務付け
られているということもあり言語レベルもかなり高いです。やはりそのような能力の高い現地学生や留学生から学ぶことは非常に多い
です。特に3回生という就職活動が本格化する時期に日本以外の学生の多様なキャリア形成に触れることができたのは大きいと感じ

ています。
海外経験が少ない中での留学だったため、日本にいる間は想像できていなかった状況に出会うことが多く、こちらにきてからも新たに
多くの目標に出会いました。留学生活も残り半分となりましたので、それらの目標を踏まえて前半とは一味違う留学生活を送りたいと

思います。

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば、ぜひ報告書と共にGEMsにアップロードしてください！

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

mailto:nomuken8787@gmail.com
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

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
23:00

6

起床/朝食

自習
or
旅行
or
散歩

自炊
or
外食
or
ホームパーティー

起床/朝食

自習
or
旅行
or
散歩

自炊
or
外食
or
ホームパーティー

起床/朝
食

授業
or
自習
or
たまにグ
ループ
ワーク
or
散歩

自炊
or
外食

起床/朝
食

授業
or
自習
or
たまにグ
ループ
ワーク
or
散歩

自炊
or
外食

起床/朝
食

授業
or
自習
or
たまにグ
ループ
ワーク
or
散歩

自炊
or
外食

4-3 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。

起床/朝
食

授業
or
自習
or
たまにグ
ループ
ワーク
or
散歩

自炊
or
外食

起床/朝
食

授業
or
自習
or
たまにグ
ループ
ワーク
or
散歩

自炊
or
外食

・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
学校自体がかなり小さいのでクラスのサイズも小さいです。授業はほとんどが講義型の授業ですが、教授・学生間のディスカッションを中
心に授業が進みます。現地学生は大学がかなり詳細に組んだカリキュラムに沿って授業を受けているため、この大学での授業で必要とな
る前提知識はほぼ完璧に抑えており、教授・学生間のコミュニケーションはスイスイ進みます。
ただ、現地学生の態度は人によってかなり差があります。ほとんどの授業で出席がない・スライドは全てオンラインでupされるというダブル
パンチのおかげでテストの日に初めて出会う学生も一定数います。一方で毎回前の座席に座り常に挙手している学生もいます。そのよう
な学生はテスト期間以外も図書館や自習室でよく勉強しています。テスト２週間ほど前からはほとんどの学生が図書館や自習室で勉強し
ていますが、現地学生は図書館や自習室などの静かな場所でも普通に話し始める学生が多く、迷惑することも多々あります。

テスト100%。テスト内容は全て講義で取り扱った内
容でそこまで難しくありません。暗記より理解が求め
られる試験です。ただ、量がそこそこあるので毎回復
習した方が良いと思います。3年生（最高学年）向け
の授業ですが、そこまで前提知識は要求されません。

Logistics

Dr. Carl
Marcus
Wallenbu
rg

3h 4.5

3h 4.5 英語

テスト100%。基本的な統計学の前提知識が要求され
ます。
テストはまだ受験していないため、内容はわかりませ
んが、教授によるとテスト前にサンプル問題を見せて
くれるそうです。この手法は多くの教授がとってお
り、ほとんどの授業でテスト前にサンプル問題が公開
されます。

テスト70%, グループプレゼン30%。WHUの授業では

3h/wを６週間行うのが普通ですが、この授業では

6h/wを３週間で行います。プレゼンはケース問題で
す。現地学生と留学生の混合グループを作ることが求
められますが、現地学生が留学生を1人程度しか入れ
ず、留学生がかなり余ったため自分は留学生のみのグ
ループになりました。

グループワーク:40%, レポート:40%, 授業ごとのオン

ライン小テスト:20%。小テストはかなり簡単です。グ
ループワークは社会課題解決を目指すビジネスプラン
の作成です。レポートはそのビジネスプランを外部者
の視点から評価するというものです。グループワーク
では強制的に現地学生の中に留学生1人というグルー
プが組まれます。

4-2 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。

予習、復習、テスト等の成績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

テスト2/3, グループワーク1/3。テストの内容は毎週

のゲストレクチャーとyoutube上の講義です。内容自
体は複雑ではありませんが、テストがそれなりに難し
いため、しっかりとした理解が必要です。ほとんどが
ケース問題で暗記より理解を求められます。グループ
ワークは二週に一回与えられる問題に従いながら自分
たちのビジネスプランを構成していくというもので、
外書でやるようなビジネスプラン構築にやり方などで
少し制限がかかるイメージです。

約60英語

67

4
Services
Marketing

Dr.
Matthias
Gouthier

3h 4.5 英語 53

3
Creating Social
Value

Dr.
Nadine
Kammerl
ander

5

100?

2
Managing the
Family Business

Dr. Peter
May 3h 4.5 英語 約60

1
Entrepreneurshi
p

Dr. Malte
Brettel

3h 4.5 英語


