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ゲッティンゲン大学
経営学部

交換留学生

2019年10月から2020年７月

経営学部

三年

2019/11/25

交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 所属部局の教員

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）

  語学力の向上 2
  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 4
  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） 3
  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。

ゲッティンゲンに関して書いてあるブログ全般、ドイツ大使館のホームページ

VISAについて

　VISAの種類： 学生ビザ

　申請先： ドイツ外国人局

　必要日数： 22日

　VISA取得にかかった費用： 100 €

　VISA申請のために求められた書類：
職員から添付される書類の記入、パスポート、入国スタンプ、保険の証明書、留学先大学の入
学許可証、財政状態証明、家主との契約書、写真

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。

加入した保険会社からの証明書は届くまでに時間がかかるので、留学生担当のMｓ. Seackさん
に連絡して、この方から証明書をすぐに受け取れる。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 無し

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。

TK health insurance 公的健康保険

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

オリエンテーション当日に記入用紙を配布してくれる。そして一緒に記入すべきところを記入して
いく。ドイツで使える電話番号も記入するので、電話番号付きのSIMを買うべき。必要なのは、自
分の写真とドイツでの銀行口座。この二つをオリエンテーションまでに用意していなくても、後日
大学内のTKの事務所にいって提出すればいい。一か月103.94€が毎月15日くらいに引き落とし
される。もし銀行口座を作らない場合は、セメスターごとにまとめて現金で払えばよい。

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：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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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）： LTK福岡

　到着空港名： フランクフルト国際空港

　空港到着時間： 18:35
　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： 8500円程度

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

フランクフルト中央駅はホームが多くて分かりにくく、電車も時間通りに来ない場合があるので、
こまめに電光掲示板をチェックする。

住居について

　住居のタイプ： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 WG

　住居（寮、アパート）の名前： なし

　部屋の種類： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 三人部屋

　ルームメイト： 現地学生

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 自分で探した

　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： バスで15分

住居の周りの環境はどうですか。
家族や高齢者が多く住んでいる住宅街、すぐ近くに日曜日もあいているスーパーがある。ただ
中心地から離れているため、夜は暗く静かなのが怖い。

毎日の食事はどうしていますか。 基本的に自炊。たまに留学生の友達を食べに行ったり、ご飯を持ち寄ってたべたりしている。

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。

住居は探すのに苦労した。現地の人ではないためか、何回も断られた。

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。
大学のウェブサイトの使い方、留学生サポート団体の紹介、シェアハウスのときのマナー、ス
ポーツセンターの使い方

その他、渡航してから必要な手続きについて 住民登録、銀行口座開設

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。VISAの欄で書いた通り。

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。

住民登録に関しては専用の書類があるので、それに家主に自分の名前と家主本人の名前など
を書いてもらう。寮の場合も同じかどうかは分からない。お金はいらない。銀行口座に関して
は、Santanderという銀行で開設。その場でパスポートと電話番号とメールアドレスを聞かれる。

それを伝えれば１時間程度で作ってくれる。私たちはbuddyについてきてもらった。おそらくドイ
ツ語が話せる人と一緒に行ったほうが拒否されることはないと思うので、渡航する一か月前に
はバディ制度に申込をしておくべき。

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。

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。

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. 留学先到着後の手続きについて

2-1

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
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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： mickeylove2727@gmail.com

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

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

　様々な問題があったものの、今はとても充実して楽しい時間を過ごしていると思う。保険加入、学生
証の発行、日本から送った荷物をDHLがちゃんと配達してくれず６３€払ったりと、初めのうちは手続
き関連、荷物関連で苦労したが、それがすめば特に大変なことはない。たまにドイツ語が分からなく
て、相手が何を言いたいのかわからなかったりするが、それは仕方のないことだし、これからドイツ語
を勉強して、少しでも話せるようになっていきたい。専門授業に関しては、履修している３つの科目が
関連するところが多少あったりするので興味深いし、英語の授業なので集中して授業を受けることが
できる。英語を聞きながらメモをするということが初めのうちはとても難しく、メモしている間に何を言っ
ているのか全く聞き取ることが出来なかったが、今は初めよりも聞き取ることができているため、メモ
できる量が増えてうれしい。その分字が壊滅的に汚いが、これからは綺麗になっていくことを信じてい
る。授業以外の時間に関しては、友達を一緒にカフェに行って話したりすることが多い。韓国人、中国
人の友達が多く、とくに韓国人の友達と仲がいいので、韓国語を教えてもらったりしている。もちろんド
イツ人の友達も多い。日本のアニメや文化について興味がある人がドイツ人には多いので、日独会と
いうグループが遊びを企画してくれたりしている。ウィーンに行った人の話を聞いていると、たまに馬
鹿にされたり相手にしてくれないといったことがあると聞いたが、ゲッティンゲンではまだそのような経
験はしていない。例えば、授業に関して理解していないところがあって「全く理解できなかった」と伝え
れば周りの人がとても丁寧に説明してくれるし、「もしまた分からないことがあったら聞いてね」とまで
言ってくれる。ドイツ人なら「ドイツ語で分からないことあったら僕(私)に聞いてね」とほぼ100％の人が
言ってくれる。人間としてフレンドリーで優しい人が多い印象。関わった人みんな良いひとなので、今
のところホームシックになったり、病んだりはしていない。12月中旬にテストが２つあるのでしっかりと
テスト勉強していきたい。

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GEMsにアップロードしてください！

mailto:mickeylove2727@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 起床

10:00 起床
11:00 昼食
12:00 昼食
13:00 昼食
14:00
15:00
16:00
17:00 シャワー
18:00 夜ご飯
19:00 シャワー 夜ご飯
20:00 シャワー
21:00 夜ご飯 シャワー
22:00
23:00 0時就寝 就寝 就寝 就寝

外食

カフェ

Doing Business in
Korea

German
(8:30~)

International
Marketing

International
Marketing

5

20人程度

2
Electronic
Commerce

Prof. Dr.
Manuel Trenz 1 6 英語 20人程度

1
Doing Business
in Korea

Prof. Dr. Fabian
Froese 1 3 英語

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１００％

１００人程度

4 Deutch (A1.1) Maritza Ullrich-
Totz 2 6 ドイツ語 25人程度

3
International
Marketing

Prof. Dr.
Yasemin Boztug

テスト１００％

2 6 英語

テスト１００％

テスト１００％

6

金曜土曜
日曜は
ゆっくり寝
たり、復習
したり、洗
濯物洗っ
たり、小旅
行(基本的
に学生証
で無料で
行けるとこ
ろ)に行っ
たりする

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
Internationnal Marketingだけ、クラスサイズが圧倒的に大きい、後はそんなに変わらない感じがする。授業はどれも
講義形式、テスト100％なので最悪出席しなくてもテストの点が良ければ単位は取れるが、テストではおそらく授業
で取り扱われた例を用いて答えたりするものがあるので、出席するに越したことはない。現地学生に限ったことでは
ないと思うが、基本的にメモを取りながら聞いている生徒が少ない。メモをしていても私たちほどガツガツメモをして
いない。

German
(8:30~)

E-
commerce


