
神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式1）

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

3年

2019年11月28日

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。 友人

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 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 ４

  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）

  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 ２

  その他（具体的に記入） １　自分の考え方や物の見方を変えるきっかけになると考えたから。

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。

http://tohoku-ryugaku.net/germany-gottingenuniv-sakura/
http://ryoito5296.hatenablog.com/entry/2017/09/09/222613
https://ameblo.jp/goettingen13-14/entry-11661823595.html

VISAについて

　VISAの種類： 学生ビザ

　申請先： 外国人局

　必要日数： 24日
　VISA取得にかかった費用： 100ユーロ

　VISA申請のために求められた書類：
職員からもらう書類(記入済み)、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。

ドイツ語しか話せない職員さんもいるようですので、バディやドイツ語の話せる人につ

いてきてもらうようにした方がいいかもしれないです。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 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。

TK.病院に気軽に行けるようになりますが、月105ユーロほどかかります。これに加入

するのはオリエンテーションのときです。加入したのちに学生証を得ることが出来るの

で逃れることはほぼ不可能です。

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

学生証をもらうためにセメスターフィーを先に支払っておいたほうがいいです。だいた
いセメスターにつき280ユーロを支払わなければいけません。渡航前に払うことをお勧

めします。

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

http://tohoku-ryugaku.net/germany-gottingenuniv-sakura/
http://ryoito5296.hatenablog.com/entry/2017/09/09/222613
https://ameblo.jp/goettingen13-14/entry-11661823595.html
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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： フランクフルト空港

　空港到着時間： 18時35分
　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：
フランクフルト空港から駅まで300円ほど。そこからゲッティンゲンまで7500円で鉄道

を予約。そののちバスで2.4ユーロかけて住居まで移動。

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

夜は日本と違いそこそこ危ないと思うので、夜フランクフルトに到着する場合は空港か

ら近い、もしくはシャトルバスがあるホテルに一泊してから行くことをお勧めします。

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：

　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。 3人部屋

　ルームメイト： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 同じ神戸大学のKIBER生と他国からの留学生。

　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分程度。

住居の周りの環境はどうですか。 閑静な住宅街。夜は街灯が少ないので少し怖い。

毎日の食事はどうしていますか。 自炊。

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。

寮の申し込み方に不備があったため、寮には入ることが出来なかったが住居はなんとか

見つけることが出来た。

問題点は4月から寮に移動できるかどうかということである。申し込みは行ったものの、

問い合わせてみても確実に寮の部屋を提供できるかは分かりませんとのことである。今4
月からのシェアフラットを念のため探している。留学が決まった学生またはゲッティン

ゲン大学を志望する学生はなるだけ早く寮に申し込むことを勧める。

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。
学生証のゲットの仕方。保険の申し込み。ゲッティンゲン大学版うりぼーねっとの使い

方講座など。

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。

上記と同じ

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。

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。

なし

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



神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式1）

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： ghibli27nao@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

留学して自分が少しずつ変わっていくのを感じています。それは語学力という意味でも、考え方や捉えかたという意味でもです。
正直に打ち明けると、この留学に対して特に期待はしていませんでした。日本にいるときと変わるのは言語だけ。だから対して変化はないだ
ろうし、英語の苦手な私には辛くて苦い経験になるかもしれない。けれどせっかく家族の協力を得て留学するのだから精一杯楽しもう。そん
な気持ちでドイツに来ました。しかし到着し約2か月たった今、「楽しい」「来てよかった」と心から思っています。もちろん来てからたくさん困難
がありました。英語もままならないのにドイツ語しか話せない店員さんとのやりとりや学生証・VISA取得までの長い道のり。しかしそれをしの
ぐほどたくさんの素敵な人との出会いや人生を深めてくれるような経験がありました。大きく変わったのは自分の英語に対する自信、積極
性、日本や自分に対する考え方です。
まず自分の英語に対して少し自信がつきました。留学前は同期の派遣学生の中で最も英語ができないという自覚があったからこそ、何か話
したくてもためらってしまい何も話せなかったり、わからないことを言い出せずにニコニコしながら適当に相槌をうっていたり。もちろんそれを
変えるためにSAに挑戦したりもしたわけですが、それでも自分の英語に対して自信は持てませんでした。それが変わったのは日本語を現地
学生に教えるようになったからだと思います。その経験を通して、分からないことをわからないと聞き返すことは当たり前で悪いことではない
と実感するし、自分の言語の日本語でさえわからないこと・間違えることがあります。だから一生懸命理解しようとしたり話そうとしたりしてい
るなら、間違えても聞き返してもいいのだと分かりました。また日本についてのプレゼンテーションを160人の前でした経験も自信につながりま
した。自分の英語の発音はまだまだいいといえるものではないし英語レベルは低いけれど、それでも理解してもらえたし素敵なプレゼンテー
ションだったと言ってくれる人もいました。このような言語に関する小さな成功体験や自分を肯定することに繋がる経験は留学先ならではの
経験なのではないだろうか、と感じます。
次に自分の意見を主張する文化を身にしみて感じました。たくさんの留学生と話す中で、特にヨーロッパ出身の人は自分の意見をはっきり言
うことに気が付きました。したくないことはしたくない、嫌いなものは嫌い。周りの人はどうかなんて関係ない、自分はこうです、と主張する自分
が格好いい。そういう考え方を身に染みて感じます。アジア出身の人、とくに韓国・日本出身の人は周りの気持ちを伺ったり調和を大事にして
います。日本にいるときは人と同じが安心するし、周りに合わせることがうまくいく秘訣だから意見はあまり言わないでおこうと思っていまし
た。でも人と違うことって悪いことじゃないんだなと思えるようになりました。日本に戻ったらもしかしたらまた周りをうかがってしまうようになる
かもしれないけれど、少なくとも今は「本当は何をしたいんだろう」「これについて私はどう思ってるんだろう」など自分の気持ちや考え方を大
事にして伝えていきたいと思っています。それが個性であり、恥じるものではないからです。
そして日本人代表として扱われることも私に影響を及ぼしました。日本の社会問題やジェンダー論、政治や歴史、文化、そして将来について
日本人としての意見を求められます。しかし日本人はそういう話題に対して無関心・無知であるというイメージを持たれていることもあり、意見
をいうと日本人らしくないねと言われることもしばしばです。また様々なトピックに関して議論をするうちに日本に対して他国の人々が持ってい
るイメージが少しずつ分かってきました。
礼儀正しい。アニメなどのサブカルチャーがすばらしい。誠実。時間通り。
意見がない。適当に笑ってごまかす。政治など重要な話題に興味がない。
良くないイメージを持っている人もいるものの、それでもいいイメージを日本に持ってくれている人の方が圧倒的に多い印象を受けました。
「日本の好きここが好き！」「日本にいつか行ってみたい！」「日本で働いてみたい！」という声をたくさん聴いたからでしょうか。そう言ってくれ
ている人の期待を裏切らないように、日本人代表としてもっと日本のことを正確に伝えられるようになりたいし、自信をもってこの国が好きと
言える国にしたい。そしてもっと自分を磨きたいと感じました。日本について知らなかった、興味を持たなかった自分を変えたいと思えたこの
機会に感謝し、日本の未来や自分の未来についてもっと考えたいと思っています。

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！

mailto:ghibli27nao@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

5

29

2
international
marketing

Prof. Dr.
Yasemin
Boztug,
Ma. A.
Monique
Breaz

2 6 English 346

1
doing business
in korea

Prof. Dr.
Fabian
Froese,
Julia
Schmid

1 6 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

テスト100％

44

4
Grundkurs 1
(A1.1.)

Maritza
Ullrich-
Totz

2 6 German 25

3
electronic
commerce

Prof. Dr.
Manuel
Trenz

テスト100％

1 6 English

3回欠席したら不可。

テスト100％

6

ジム
（10:00~12:0
0)
掃除や料
理などの家
事。
または勉
強。
友人・家族
と電話をす
るときもあ
る。

他国から
の留学生
や、現地
でできた
友人と出
かけたり、
遠出した
りすること
もある。
予習復習
もおこなう

ジム
（10:00~12:
00)

Grundkur
s 1
(A1.1.)
(8:30~10:0
0)

Electronic
commerc
e(12:00~1
4:00)

Tandem
Partner
と会う。

ジム
（10:00~12
:00)
Internatio
nal
Marketing
(14:00~16:
00)

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。

Grundkur
s 1
(A1.1.)
(8:30~10:0
0)
Internatio
nal
marketing
(10:00~12:
00)

ジム
（10:00~12
:00)

Doing
business
in Korea
doing
(16:00~18:
00)

・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
履修登録は授業が始まって2週間猶予があります。そこでLearning Agreementを提出することが求められま
す。そののち自分で各テストの2週間前までにオンラインで登録しなければいけません。クラスのサイズはクラ
スによって大きく違い、大教室で200人程度でやるものもあれば、少人数の10人程度でやるのもあります。基
本的に成績評価はテストのみで決まります。テストの形式は様々です。口頭試験のモノもあればオンラインの
ものも、筆記のモノもあります。現地学生の取り組み方は分かりませんが、3年生ともなると各々専門の授業を
とっている生徒が多い印象をうけました。


