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Vienna University of Economics and Business

Exchange student
9/1 - 3/19　（正式には9/13 - 6/29)
経営学部

3年

帰国日：　　　　　　2020/03/20　　　　　　　　　　　　　　オンライン授業終了日： 2020/06/18

2020/6/29

学年開始月日： 　　9 　月　13　　日

学年終了月日： 　　6　 月　　　末日

①　　９　月末　～　1月　下旬　Autumn/Winter Semester

②　　2月　Spring Holiday

③　　3月上旬　～　6月末　Spring/Summer Semester

④　　7月上旬　～　9月中旬　Summer Holiday

1-2
留学先大学の特長、人気のある分野等について記入
ください。

Business Skill 系の授業が留学生の間では人気。

留学先大学のサポートについて記入ください。

　語学面でのサポート：
ドイツ語の授業が受けれる。また、英語の語学力を磨くための授業を受けたいならば、ウィーン大学
（Uni Wien）の語学講義を受けにいくこともできる。

　勉学面でのサポート： 9階建ての図書館がある。

　精神面でのサポート： 困っていることがあればInternational Officeの人に相談してみるのも手。

　住居・生活面でのサポート： oeadから申し込めば、疑問点などがあってもoeadの人が丁寧に対応してくれる

　課外活動のサポート： EBNという学生団体が留学生の仲を取り持つイベントをたくさん開いてくれている

1-4
近況報告書提出後に、履修した授業について記入して
ください。

クリックで別シートへ

1-5
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

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。（気を付けること等）

Oeadのウェブサイトで個人用のトイレ/シャワー付きのGasgasseに即決したが、友人たちの話を聞いていると月

に€550は他と比べたら高めな印象。節約したいなら個人で物件を探すのも良いかも。
Gasgassseはたまにうるさいこと以外は、非常に良い寮であった。（寝具、食器、家具全てが揃っているのですぐ
生活を始めることができるし、週一でクリーニングの人が来てくれるのが非常に良かった）

インターネット接続環境について

住居内のインターネット接続可否、プロバイダー、料金
等について記入してください。

繋げられるが、回線はあまり速くない。接続のための暗証番号もないので、セキュリティも少し不安。

大学内のインターネット接続可否(wi-fi)等について記
入してください。

非常に良い
寮のWi-Fiでは不安があったので履修登録は大学でやった

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。また、健康管理や衛生面について特に
注意すべき点について教えてください。

ワクチン接種に通ったのみ

銀行口座等について

留学先でお金を引き出す為にどんな準備・手続きをし
ましたか。（現地口座開設、キャッシュパスポート等）

オーストリアの現地口座をErste Bankで開いてから、トランスファーワイズで親に送金してもらった。ビザをとるた
めにまとまった額を送金する必要アリ。一般的に100万円前後と言われているが、ブログによって言っていること
がバラバラなので、念のため140万円送ってもらった。

学期：

3. 生活について

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：

2. 住居について

帰国日・オンライン授業終了日：

1-3

3-1

3-2

3-3

1-1

交換留学(派遣) 帰国報告書
皆さんが無事留学を終えられたことを嬉しく思います。本報告書は以下の目的のために使用されます。
① 皆さんの留学に関する状況を把握するための資料です。
② 今後，交換留学プログラムを改善するための重要な資料となります。
③ 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。

本報告書は帰国後、写真データと共にメール送信で提出してください。

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. 留学先大学について

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：
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奨学金を受給していた場合、奨学金名（財団名等）： JASSO

支給額(円/月)： 80,000

その他（渡航費等の支給）： 無

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： 　　　　　　　　20万　　円

住居費：
(月額)　　　　66,000　　円　× (留学月数)　10　ヵ月　＝　66万円　
（途中解約でも最後まで払わないといけなかった、ただし普段は2カ月前に連絡したら解約できるらし

食費： (月額)　　　　3万　　円　× (留学月数)　7　ヵ月　＝　　　　　21　　　　万円
保険料： 　　　　　　　60,000　+　50,400　　　円　（海上のと、現地の保険　ともに3月まで）

その他： 　　　　　　　60　　　万円　（旅行含む娯楽など）
合計（留学期間全体の費用）： 　　　　　　　180万円

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。

カルチャーショックで悩むことはあまりなかった。非常に住みやすい街だと思う。
日本と特に違うなと思ったのはクリスマスの祝い方。１１月末から１月上旬まで街のあちこちでクリス
マスマーケットが開かれている。この時期に海外旅行に行くと、各国の違いが見れるので面白い。

大学外の現地の人々と、どの程度コンタクトを持ちまし
たか。

バディの人や、バイト先の在住日本人の方など。バイト先の人達は芸術系（音楽・美術）の大学院に
通っている方が多くて色々興味深い話が聞けた。

課外活動（ボランティア、インターンシップ、アルバイト
等）はしましたか。

飲食店でのアルバイト（週2、３くらい）、バイオリンのレッスン（週１）

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）

・治安が良い
・交通の便が良い
・物価も高くはない

6-1 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、どんなことをしたか教えてください。

Webテストの対策など

7-1 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。

先輩から話を聞くこと、ウィーン在住日本人のためのネット掲示板を覗くこと

7-2 現地では手に入らない物、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。

ラップ（現地のものはとても切りにくいのでストレスが溜まる）、マイ箸

語学力について、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：（　　　TOEFL95　　　　）　　　　　点　→　帰国後：（　　　受けていない　　　　
）　　　　　点

7-4 振り返ってみて、何が最大のトラブルでしたか。
・パリで乗車券を買うときに、詐欺にあったこと。額はたいしたことはなかったけれど非常にショックを
受けた出来事だった。

7-5
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。

適切であった

7-6 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。

薦める。慣れた環境にずっといると、自然に周りに甘えてしまう。留学すると、全く知らない環境に自
ら飛び込んでいくことになるので、自分に何が足りないのかが見えてくる。迷っている人は是非短期
でもいいので留学してほしい。

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

4

・留学先大学の学生サービスに満足しましたか 5

・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

4

・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

5-1

精神的タフさ、語学力の向上、自分の課題の明確化

7-7

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）7-3

4-2

7. アドバイス、振り返り

4. 経費について（奨学金、留学費用）

4-1

8. その他感想、後輩へのメッセージ等を自由に記載してください。（800字～）

5. 異文化体験について
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9-1

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

9-2 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

9-3 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

9-4 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

9-5
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。（留学体験の発表等）
※可能な場合、後日連絡することがあります。

はい

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： 3sakana@gmail.com

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！

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。

9. 留学経験の共有について

9-6

mailto:3sakana@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

5

26

2
4111 Project
Management

Berrin
Agaran

週１（3.5h)
×5回

6 英語 25

1

4091
Negotiation
Strategies and
Techniques. A
Case Study
Approach
Based on the
Harvard
Program on
Negotiation

Manfred
Hückel 4日間 4 英語

1-4　近況報告書提出後に、履修した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

テスト無。宿題で交渉の
Caseを読んできて、授業内
でペアで交渉する。そのあ
とさらに別のCaseにも取り組
む。毎度先生からのフィード
バックがある。先生は元
P&G、Redbullで働いてい
らっしゃった方で、実際に
彼が行った交渉の話が聞け
たのもとても面白かった。

4

3

テスト50％課題40％小
10％。毎週グループで取
り組む課題あり。オンライ
ン上でのグループワーク
は想像以上に骨が折れ

た。

・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

6


