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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。 アメリカ合衆国、2年

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 その他

その他を選択した場合、記入してください。 高校生の時に参加したオープンキャンパス

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4つまで選ん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 3

  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） 4

  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 1

  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。

過去同じ大学に留学されていた先輩に直接話を聞く。

VISAについて

　VISAの種類： Resident Permit Student

　申請先： MA35

　必要日数： 申請から取得までは2か月弱

　VISA取得にかかった費用： 200 EUR

　VISA申請のために求められた書類： 無犯罪証明書、現地の居住証明、留学先大学からのacceptance letterなど

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。

無犯罪証明書は必ず日本で用意することと、有効期限が3か月なので取得から3か月以内にMA35
でアポイントメントを取ること。

1-6 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

1-7
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。

神大から案内されるOSSMAと現地の大学から勧められたFeelSafe

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。

本報告書は写真データと共に提出してください。(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）： Emirates

　到着空港名： Vienna International Airport

　空港到着時間： 10時ごろ

　到着地からの移動手段： 知人の出迎え

　移動の所要時間・料金： 車で30分、3人で50ユーロ

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

大学からbuddy programの案内が来ると思うのでbuddyを見つけて迎えに来てもらうのがベスト

住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　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： Gasgasse

　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： 留学生

　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： 地下鉄で30分

住居の周りの環境はどうですか。 最寄り駅がウィーン市内でも屈指の大きさを誇る。生活に必要なものはほとんど徒歩圏内で揃う。

毎日の食事はどうしていますか。 基本自炊。ルームメイトや友人と食事に出かけることも多い。

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。

渡航前に見つけた。条件のいい部屋などから埋まってしまうので案内が来たらすぐに契約するべ
き。

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 任意

　参加費用： 有料

　有料の場合、金額： ドイツ語のコースと合わせて200EUR

オリエンテーションの内容を記入してください。
日帰り旅行を含んだ観光っぽいプログラムとドイツ語のコースが2週間行われる。ハードな日程だ

が留学生と仲良くなるチャンスでもあり、参加は任意のようだがかなりお勧めする。

その他、渡航してから必要な手続きについて 住民申請を渡航後3日以内に行う。

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。

必要。上記VISA欄に詳細。

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。

特になし。

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。

WUのセメスター前のドイツ語のコースと冬セメのドイツ語のコースに登録。前者は2週間で後者は
週1で10回ほど。どちらも有料で約200EUR。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　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。

希望通りの授業が履修できましたか。 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。

履修登録は完全に早いもの勝ち。ただ授業の数は信じられないくらい多いので似た授業はあるは
ず。履修登録前に代替え授業もリストアップするべき。

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？

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： yukiunicorn7@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

結論から書くと、留学が始まってから3か月時点ではあるが、かなり満足度は高い。生活面と学習面に分けて理由を記述する。

生活面：
まず英語がほとんどの場面で通じるのがありがたい。ドイツ語は正直喋れなくても何とかなる。ウィーン市内はそこまで大きいわけで
はないが地下鉄、トラム、バスなどの交通網が非常に発達しており移動が楽。たまに遅延が発生するくらいでそこにさえ目をつむれ
ばほぼ完璧と言ってもいい。寮の近くに地下鉄の駅があり、日常生活で用事がある場所へはそこからアクセスが可能。神戸でいう三
ノ宮駅のような中心駅（Stephansplatz）まで7分ほどで行けるのでGasgasseは非常におすすめ。大学までは乗り継ぎを含めて30分ほ
どかかってしまうが、キッチンのみ４人でシェア＋プライベートのシャワールームとトイレと好条件。着いた初日こそIKEAで多少買い
物はしたが、そのまま住める状態だった。食事に関しても日本食を取り扱っているスーパーがあったり、アジアンテイストなレストラン
がたくさんあったりと思ったほど和食から遠ざかることはなかった。生活面で唯一難点を挙げるとすれば物価の高さ。他のヨーロッパ
諸国やアメリカと比べると安く感じるが、日本より高いことは確か。スーパーで一週間分の食材を揃えるとすぐに40～50EURかかって
しまう。家賃も560EURと決して安くはない。しかし、日々の暮らしの快適さを思えばこのくらいは許容できるので現状満足である。

学習面：
とにかく授業の面白さはピカイチ。WUの授業は少人数制で教授との距離が近く、グループワークやケーススタディに重きを置いてい
るので発言機会も多く具体的な内容ばかり。世界中から留学生が来ているので、価値観や文化の違いで上手くいかないこともある
が、これも醍醐味の一つ。授業の開講数も多く、経営学のことなら何でも学べると言っても過言ではない。個人的にはマーケティング
に興味があるので冬セメはマーケティング関連の授業を多く受講している。次のセメスターは趣旨を変えてファイナンスも見てみた
り、さらにマーケティングでもデジタルマーケなどのより専門的な分野を取り扱ってみたりと、自分の思うように時間割が組めるのは
嬉しい。しかし、開講数の多さゆえに時間が被っている授業も多く、履修組みにはだいぶ時間を費やした。また、留学生も現地学生
も英語はもちろん、経営学の知識も桁違いだ。彼らについていくので精一杯な時もあるが自分なりの価値の出し方に頭を悩ませな
がらグループワークに打ち込むことは確実に良い経験となっている。ただ一つ言えるのは、ボキャブラリーも含めた英会話能力はビ
ジネスレベルに近いところまで持っていけているとさらに楽しいと思う。大学の設備はどれも最先端。特に図書館が入っている建物
は圧巻で、勉強のモチベーションも上がらないはずがない。キャンパスのいたるところに電源が取れる自学自習スペースや、グルー
プワークのためのスペースが用意されており居心地が非常にいい。

と、ウィーンをほめちぎったが、今のところは大きな問題もなく快適に過ごせている。住みやすい街世界一位は伊達ではない。

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば、ぜひ報告書と共に提出してください！

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

mailto:yukiunicorn7@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

クリスマ
スマー
ケット

授業

授業

課題、家事全般などを
行う週もあり

土日で旅
行、また
は友人と
近場に出
かける

課題、グ
ループ
ワーク

授業
友人と
ご飯

ジム
買い物、

自炊

課題、グ
ループ
ワーク

課題、グ
ループ
ワーク

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。

・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

全体的にどの授業も人数が少なく、教授が一方的にしゃべる授業よりもグループワークやケーススタディが多い実践的な
内容となっている。どの留学生も英語のレベルはもちろん、経営学の知識も豊富でレベルがかなり高いが、その分楽しい。
現地学生の勉強量には驚かされるほど皆熱心。

毎回課題あり。基本的なドイツ語のグ
ラマーを取り扱う。最終評価は筆記テ
スト。

グループでビジネスモデルを一から考
え投資家相手を想定したピッチを行
う。起業を視野に入れているなら是
非。毎回授業内容をもとにスライドを
アップデートし提出。最終評価は最後
のピッチと提出スライド。

6

5

English

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

毎回予習課題あり。基本的なマーケ
ティングのセオリーを取り扱う。最終評
価はプレゼンと筆記テスト、毎回の予
習課題が出席点代わり。

20English

303

Entrepreneurs

hip Camp:

Learn haw to

Start Your

Own Business!

Lisa

Kuttner

毎回予習課題あり。発展途上国を主
にターゲットとしたマーケ戦略につい
て学ぶ。最終評価はグループでのプ
レゼン、個人でのプレゼンの二つ。

German

Course

Gabriele

Thomson-

Wohlgem

uth

2 hours/

week
6

5 hours/

week
6

30

2

Marketing

Strategies for

Emerging

Markets

Michal

Lemenski

3 hours/

week
6 English 20

1
Marketing

Management

Urike

Kaiser

2 hours/

week
6 English


