
留学費用

（生活費の内訳/月平均）

交通事情と留意点

居住環境

日本から持参した方
がよいもの

お金の管理や受け取
りについて

通信事情

事前手続き（ビザ申請など）

1. 留学にかかった総費用:約（      　　　　　　　90万　      ） 円
2. 留学費用を負担した機関等:■私費

現地生活情報
生活費（月額） 生活費計（　　　　　１０万　　）円/月

住居費:約（　　　　５万　　）円、　光熱水料:約（　　　　住居費に込み　）円

食  費:約（　　　　２万　　）円（外食の目安は 　　600　  円/回）

交通費:約（　　　　　　0　）円、

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅行　　　　　　）:約（　　　　　３万　　）円

学費･寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）　（　　　　　　　　　　　　）円/月

通信費:約（　　　　　 1000　　）円（現地および日本の携帯電話、インターネット)

医療事情 1. 渡航前、海外留学生保険には加入しましたか　（  ■した  　□しなかった）

加入した保険名:（　　　　Techniker Krankenkasse　　　　　）

保険料:約 （　　　　　　　　　　　） 円

2. 渡航先の医療保険には加入しましたか　（　■した　□しなかった　□強制加入）

保険料:約 （　　　　　　　１万　　　　　） 円

・留学先の医療情報:

1. 通学などに関しての交通事情や留意点について記入してください。
住民票を手に入れると半年間、町中を走っている路面電車が無料で利用できるようになるのでそれをつかっていた。

　□　　寮:（　　　　　　） 人部屋（1 日　　  食付）、　　□    ホームステイ
　□　　民間アパート　 　　■  その他（  キッチン、シャワー、トイレが共同のシェアハウス　　　　）
・住居はどのようにして探しましたか。
WGという(https://www.wg-gesucht.de/)オンラインで部屋探しができるサイトがあるので、これを利用した。

電圧変換器、タコ足配線、電源口の変換器、服の中に入れることができるパスポート入れ、

銀行口座は開設しましたか　（　   　    はい    　　       いいえ　）
・どのような手続きが必要でしたか?
18才以上･スマホ（iOS9以上、Android4.4以上）･メールアドレス･郵便の受け取れる住所･ パスポートまたは
IDカード
手順は
N26のサイトから申し込み･スマホにアプリを入れて･アプリからビデオチャットで本人認証･スマホと口座をペアリング
・その他、使い勝手の良い方法があれば教えてください。

　　■E-メール  ■電話　 ■SNS　■スカイプ等無料通話サービス
・お薦めできる日本への通信方法はありますか。

治安状況（学外） 渡航先の治安は
　（□日本より良い 　■日本と変わらない 　□日本より悪い 　□日本よりかなり悪い）

・特に近づかない方がよいと感じた地区や場所はありましたか。
駅の近く(Karlsruhe Hbf)やその近くの南街(Süd stadt)は薬をやっている人がいたり、するので住まない方がいい
と現地の日本人の知人から聞いた。
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ビザ

語学力

志望動機

あなたが感じた留学
先大学の魅力は?

語学力（つづき）

留学時に関しての質問

1.　ビザの申請時期は?
               　   出発前　　       入国時　           その他（　入国して90日以内　　　　　　　　　　）
2.　取得したビザの種類はなんですか?　（　　　　学生ビザ　　　　　　　　　　　　　）
3.　ビザの申請先はどこでしたか?
　　　　（　　　　　　街の役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4.　ビザ取得までの所要日数は?　　　　　（　　　1　　　）日

5.　申請に必要な書類を教えてください。
パスポート（残存期限が３ヶ月以上あるもの）
パスポート用写真（35x45mm）
発行手数料 （５０ユーロ～１００ユーロ）
ドイツでの全滞在期間有効な健康保険と賠償責任保険（健康保険は歯科の治療と妊娠時にも適用される保
険）
申請書と誓約書（ドイツ大使館のホームページ上で印刷可能）
ドイツの大学または大学院の入学許可通知･ドイツでの滞在費を自弁できる経済的能力の証明または経費負担誓
約書(１年につき8,040ユーロ(986,027.20 円)相当以上の預金があることの証明書)
6.　手続き方法　　　□オンライン申請　■窓口申請　　　□郵送申請　　□代行申請
・手続きするにあたり注意すべき点、困ったこと等があれば教えてください。
90日はビザなしで過ごせますが、予約が一ヶ月以上先になることがほとんどなので、窓口の予約は早めにしておかなけ
ればなりません。

1. どのような準備をしましたか。

2. 出発時点のＴＯＥＦＬ等の公的試験の最終得点は、何点でしたか。
試験の名称:（　　　TOEFL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
スコア:　（　　　　53　　　　　　　）点

留学先大学

1.  あなたがこの留学先を選んだ理由は?
ヨーロッパに留学したい思いがあり、ヨーロッパの中でも画像設計学科らしいことができる学校を絞った。その中から一
番行きたいところを選んだ。

非常に自由な学校だった。授業に行くも行かないもその人次第で、とても個人主義な校風だった。そのため好きに時
間をつかうことができた。

3. 現地生活を開始した当初についてお尋ねします。
①日常生活の面で外国語能力は十分でしたか。
　    ほとんど困らなかった。
　    すこし困った。
　    かなり困った。
　    全く何もわからなかった。
②日常生活でおおむね困らなくなるまで何ヶ月ぐらいかかりましたか?
　　　　　　　（ 　2　 ）ヵ月ぐらい
4. 現地での大学の授業を受け始めたとき、外国語能力は十分でしたか。
4-1. ①授業を聞いて理解したり、発言やプレゼンテーションする場面:
　    ほとんど困らなかった。
　    すこし困った
　    かなり困った。
　    全く何もわからなかった。
②授業でおおむね困らなくなるまで何ヶ月ぐらいかかりましたか?
　　　　　　　（　4  ）ヵ月ぐらい
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授業内容

Cinema4D ４時間

aftereffects 4時間

ビデオと撮影 ８時間

・語学面の習得に努力した点や、専門分野での進歩につながる点などを記述してください。

学内施設・環境等

③予習・復習について:特になし

4-2. ①授業の準備で文章を読んだり、レポートを書く場合:
　    ほとんど困らなかった。
　    すこし困った。
　    かなり困った。
　    全く何もわからなかった。
②おおむね困らなくなるまで何ヶ月ぐらいかかりましたか?
　　　　　　（ 　2　 ）ヵ月ぐらい

履修登録・単位認
定

1. 出発前に履修登録はできましたか。（             はい　　          いいえ）

2. 到着後の履修科目の変更・追加はできましたか。
　　　　　　　　　　（  　　　　　 はい 　           　 いいえ  ）
　　「はい」の場合、どのような方法で変更・追加しましたか。
       □窓口　　　□電話　　 □FAX　　□インターネット　　 □郵送  　■メール
       □その他:（   　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

3. 一学期あたりの履修科目・単位数は:（　　　　３　） 科目　　（　　　   ） 単位
　　　　　　　（  　　　多すぎた　　　　　ちょうど良かった 　　　　　　　少なかった  ）

4. 履修登録に関するカウンセリング等はありましたか。
　　　　　　　　　　　　　　　（  　　　　 はい 　 　　　　　 いいえ  ）
　　　「はい」の場合、具体的にどのようなものでしたか。
5. 留学先での単位認定はありましたか。（ 　　　　　　 はい   　　　　　　　　　 いいえ  ）
　　　「はい」の場合、認定された科目・単位数: （ 　　　　　）　科目（  　　　　　） 単位

1. あなたが履修した科目の概要・内容などを具体的に教えてください。
　　　　　　　（授業科目名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（週当たり時間数)(取得単位数）

2. 学年暦（学期・休暇）と現地での授業スタイル、予習・復習、試験等の準備について具体的に教えてください。

①学年暦:授業開始/終了日を教えてください。
 　   Semester   　Ⅰ（　　　　10月　-　　２月　　　　　　）  Ⅱ（　　　　　　　　-　　　　　　　　）
　    Quarter　 　　Ⅰ（　　　　　　　　-　　　　　　　　）　Ⅱ（　　　　　　　　-　　　　　　　　）
    　　　　　　　 　 　Ⅲ（　　　　　　　　-　　　　　　　　）　Ⅳ（　　　　　　　　-　　　　　　　　）

②授業スタイルはどのようなものでしたか?
　　　　講義　　　　　　演習　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　１クラス人数　　（　　　１０　）人
　　気づいたこと:とても自由。朝ご飯食べながら受けたり、予定あるから帰ります。という人がいたり、先生もとてもみ
んな穏やかな印象を受けた。

④試験:特になし

1. International Office のサポート体制
       （□利用しやすい 　■ 普通  　□利用しにくい　□利用しなかった）
具体的に:
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インターンシップ

その他

　　　　　　　　　　　　　　2020　年　　　　　　8　月　　　　　　1　日

2016年12月芸工作成

⑤ 学生食堂  　（■利用しやすい 　□ 普通  　□利用しにくい　□利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:学生食堂はないが、民間のレストランが学生書を見せると割引してもらえるというシス
テムだった。
⑥ クリニック/ヘルスセンター
 　              　（□利用しやすい 　□ 普通   □利用しにくい　■利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:

⑦ 学内通信環境    （□利用しやすい 　■ 普通  　□利用しにくい）
　　利用時間や手続き方法:終日。学生メールアドレスの取得後、技術室の方に申請すると使用できるようにな
る。

2. 留学先大学の教員のサポートについて（コミュニケーションはうまくとれていましたか?）
具体的に:基本メールでのやりとりだが、返信がとても遅い。

3．各学内施設の使いやすさについて記入してください。また、利用可能時間や具体的な利用手続き方法をそれぞ
れ記入してください。
① 工房　　　（□利用しやすい 　□ 普通  　□利用しにくい　■利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:

② プロジェクトルーム、研究室などの作業スペース
　　　　　　　　（□利用しやすい 　□ 普通  　□利用しにくい　■利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:

4. 大学内は安全でしたか。
                 　（ □九大より安全 　 ■九大と変わらない 　 □あまり安全ではない  ）
・あまり安全ではないと感じた点は、どんなところですか

・学内で安全について特に気をつけていたことはありますか。

インターンシップに関する情報はありましたか
　　　　（　  　はい  　　  　いいえ　  　  　わからない　）
・具体的な情報があれば教えてください。

課外活動・学外交流などについて実践したことがあれば、記入してください。
KIT大学のサッカーサークルに所属してサッカーをした。

③ 図書館   （■利用しやすい 　□ 普通  　□利用しにくい　□利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:21時まで開館。受付の人に入館カードを作ってもらうことで利用できる。

④ 運動施設  　（□利用しやすい 　□ 普通  　□利用しにくい　■利用しなかった）
　　利用時間や手続き方法:
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