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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。 神戸大学のホームページ

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） 4
  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） 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 2
  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。

ヨーロッパに滞在経験がある方のブログや大使館のホームページなど

VISAについて

　VISAの種類： Residence permit

　申請先： MA35
　必要日数： 申請してから2週間後に取得した。

　VISA取得にかかった費用：
€195.8(ビザ申請単体にかかった費用。書類準備等にかかる費用は考慮し
ていない)

　VISA申請のために求められた書類：

application form,パスポートのコピー,戸籍抄本(アポスティーユ付),無犯罪証明書,奨学金の

受給証明書,オーストリアの住居証明,オーストリアの銀行の残高証明書,オーストリアの保険

加入証明,オーストリアの住民票, 学費を振り込んだという証明書など（詳しくは大使館のホー
ムぺージで）

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。

残高証明書、無犯罪証明書、戸籍抄本など有効期限がある書類が多々あるため、逆算して書
類申請したほうが良いと思われます。これに関しては、早ければよいというものでもない。

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。

日本では指定されている海外旅行保険に、オーストリアではWGKKという保険会社のものに
加入した。

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等
認証翻訳をたのまなければならなかったため、それに費用がかかった。記憶がただしければ
費用は9000円程だった。

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）： ANA
　到着空港名： ウィーン国際空港

　空港到着時間： 6:35am

　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： 1~2h、車で送迎していただいたため、料金はかからなかった

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

可能であればタンデムの人に迎えにきてもらう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。 大学推奨のOeaDという機関の住居

　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。 キッチンのみ四人で共有

　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

住居の周りの環境はどうですか。
ショッピングモールやスーパーが充実していて、駅も近い（徒歩3分程度）。大学までは35分。
大学へのアクセスだけ見れば近いほうではないが、総合的にみると非常に利便性が高い。

毎日の食事はどうしていますか。 自炊（たまに外食）

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。

渡航前に見つけた。Acceptance letterを受け取ってすぐに探した。本来の受付期間外（早す
ぎた）ので一度拒否されたが、自動更新されて第一希望に決まった。決まってからの送金期限
が割と近くて焦った記憶があるので、申し込んですぐに海外送金の準備をしておくことをお勧
めします。（2カ月分の家賃を請求されたと思われます）

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： 必須のものは無料で任意のもの（早めにはじまる）ものは€260

オリエンテーションの内容を記入してください。
必須のものは、学生生活のなかでの注意事項と簡単なレクリエーション。任意のものは、日帰
り旅行や観光名所の探索など

その他、渡航してから必要な手続きについて 住民票の取得、SIMカード取得、銀行口座開設、保険加入

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。

ビザ申請以外は不要。ただし、三日以内に住民票を取らなければならないので要注意！

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。

必須ではないが、ダニ脳炎のワクチンを受けた。三回受ける必要があり、二回目まで接種済
み。料金は二回とも18.6(保険加入後に！)

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。

セメスター開始前のpre-Germanコースのみ参加。料金は€40で期間は2週間

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。 有り

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。
私は受けていないため詳しくないが、一定の科目数登録できなかった場合、連絡をとると定員
割れしている授業に入れてもらえると聞いたことがある。

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。

半々といったところ。履修登録が始まって1~2分で（誇張ではなく！）面白そうなものは埋まって
しまうため。

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： kirakirapink0108@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

こちらでの授業はひたすらに実践というイメージ。日本の授業で求められるアウトプットの大半（テス
トで問われる内容）は前提知識で、ケースのなかで使えて当たり前。ほとんどの学生が、すでに大学
でそういった分析の経験があるため、周りとの差に焦ることが多かった。日本でいう「専門」は、こち
らに来てみれば、全然専門ではないと感じる。どの分野の知識も圧倒的に足りず、自分の専門性を
磨く必要性を切実に感じた。

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:kirakirapink0108@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

30?

三日間のみの集中講義。ひたすら
discassionやrole playingをしていた。

Participationとindividual essayのみ
で評価。興味深かったが、これも

consumer behaviorと同様、少し抽象
的で少し捉えにくかった。成績は

participationとindividual essayで評
価。

6
Corporate
Finance 3.25 6

7

Communicatio
n and Conflict
Management

13.5 2 英語

グループワーク15%、残りがテスト。神戸

大学のcorporate financeの発展版と聞
いて受講したが、今のところは、外国書
購読のファイナンスの授業に似ている。
教授の人柄が非常によく、本当にわかり
やすい。授業を聞いてさえいれば特に
苦労はしない。ただ、最後の課題が大

変そう。

英語 20?

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
クラスは基本的に超少人数という印象で、基本的に20人を超えることはなかった。そのなかで4～5人のグループに分け
られる。1、４、7の授業はほぼ現地学生だった。他の学生の取り組み方や雰囲気はクラスによってかなり異なる。留学生
のなかには、成績ごと持って帰る学生も多々いて、彼らはGPAのために必死でやっているので、グループワークの威圧
がすごい授業があった。グループワークは基本的にグループ全員に同じ評価が付くため緊張度が高い。4と6の授業の
学生は（少なくとも私のグループメンバーは）、日本の学生と似た雰囲気だった。ただ、これはおそらく皆codingにそもそも
慣れていて、特に学習する必要がなかったからだと思われれる。

集中講義。ほぼずっとグループワーク
だった。ビデオなど視覚に訴える形の講
義で面白かったが、理論的なところはほ
ぼカバーされておらず、個人的には抽
象的すぎて、なにを学んだかといわれる

と困る。

Priciples of
Strategic and
Financial
Controlling

3.5 6

3 6 英語

グループワーク20%で残りがテスト。枠
組みをサラッと習って実践系の課題が
出る。マーケティングが苦手なため、個
人的には一番課題に手を付けにくかっ
た。ただ授業は面白いため、企業の戦
略、ファイナンス分析に興味があるなら

お勧め。

統計ソフトRを使用しながらの統計の授

業。毎回グループワークとcoding
exerciseが課題として出る。教授は優し
いし、グループワークも比較的容易だ
が、スピード感があり、computer

scienceの学生がほとんどのため、つい
ていくのは大変。少なくとも統計かプログ
ラミングのどちらかで多少の事前知識が
ないとついていけないと思う。（統計の内
容自体は経営統計よりすこし発展的程
度）統計とプログラミングに強い興味があ

る場合だけ受講をお勧めする。

まだ二回しか受講していないが、雰囲気
は神戸大学の講義に近い。ただ、コー
ディングも習うため、プログラミングの基
礎が頭にあって、なおかつAIに興味が
ある人にお勧め。自分はこちらに来るま
でcodingの経験がなかったので、データ
サイエンスの基本がわかっていないとい
う点でついていくことが難しい場面が

多々ある。

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

授業中に発言できないと出席点がもらえ
ない。毎回プレゼンかreading

assignmentがでる。自分で教科書を読
んで予習しておかないと発言できない。

20?英語

20?

4
Marketing
Research 4.5 6 英語 20?

3

introduction to
Artificial
Intelligence

5

15

2

global
consumer
behavior

8~12 6 英語 20?

1

internaional
business
applications

3 6 英語

授業

ミーティ

ング

課題

ミーティ

ング

授業

授業
授業

課題

課題

課題

図書館

課題

図書館

図書館


