留学費用

1. 留学にかかった総費用:約（２００万） 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（

７万 ）円/月

（生活費の内訳/月平均）
住居費:約（
食 費:約（

５万 ）円、 光熱水料:約（
１万

）円

）円（外食の目安は２０００円/回）

通信費:約（４０００）円（現地および日本の携帯電話、インターネット)
交通費:約（ ０ ）円、
学費･寮費以外に大学へ納入するもの:教材費として１セメスターで１万円ほど
医療事情（保険な
ど）

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:（ Expatrioについていたもの ）
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 （

）円

交通事情と留意点

トラムはボタンを押さないと駅でもとまらないと言うことを知っておけば何も問題はありませんでした。

居住環境

□寮:（
） 人部屋（1 日
食付）、□ ホームステイ
□民間アパート
■その他（ シェアハウス
）
・住居はどのようにして探しましたか。
ドイツはシェアハウスが一般なのでアプリがあります。それを通じて探しました。

日本から持参した方が 暖かい服、変換プラグ、延⾧コード、保存の効く日本食
よいもの
お金の管理や受け取り 銀行口座は開設しましたか （
■はい
□ いいえ ）
について
・どのような手続きが必要でしたか?
身分証明となるものと学生は年間利用料が無料だったので学校が発行した入学証明証
・その他、使い勝手の良い方法があれば教えてください。
Moneseというイギリス発のデビットカードとしても使えるオンライン口座は友人間のお金の送金が簡単だった
こととイギリスへ旅行に行った際に活躍したのでおすすめです。
通信事情

日本への主な通信手段について (複数回答可)
□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。
LINEのみ使用していました。

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。
家が東の方で日本より治安が良いと言っても過言ではないくらい安全だったのですが西の方は以前ギャング
の街だったと聞きました。一度訪れましたが雰囲気は暗かったです。
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事前手続き（ビザ申請など）
ビザ

1. ビザの申請時期は?

出発前

入国時

■その他（ 入国後 ）

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? （ 住民登録局 ）
4. ビザ取得までの所要日数は?

（四ヶ月程度）

5. 申請に必要な書類を教えてください。:現地の住所、大家さんの書類、滞在費を保証できる紙など
6. 手続き方法
□オンライン申請 ■窓口申請
□郵送申請
・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。
語学力

□代行申請

1. どのような準備をしましたか。:語学留学ではなかったので留学の目的を達成するため最低でも日常英
会話を難なく話せる程度まで英語脳を作っていきました。
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:（TOEIC）
スコア: （５．５程度だったと思います。詳しくは覚えいてません）点
留学先大学

志望動機

・ あなたがこの留学先を選んだ理由は?
写真に強い大学で美術館に隣接している点も非常に魅力的でディスカッションや制作をメインとした需要が
多かったため

あなたが感じた留学先 先ほども述べたように美術館と隣接しており図書館の内容が豊富で授業までの時間などを潰すのに最適で
大学の魅力は?
した。また、交換留学のため一度芸術工学部に留学にきていた生徒が案内してくれたりイベントを教えてく
れたので大学生活にはすぐ慣れることができました。他にもフィールドトリップに参加し日本ではできないよう
な体験をさせてもらったり自分と同じジャンルに興味のある友人と情報交換ができたりと知識面でも学ぶこと
は多かったです。アートブック制作の授業ではディスカッションがメインでしたがみんなでフランクフルトの美術
館まで行ったりヨーロッパ他圏のアートブックフェアへ出かけるイベントなどもあり魅力的でした。
留学時に関しての質問
語学力（つづき）

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?
（１）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?
（
１ ）ヵ月ぐらい
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履修登録・単位認定

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?
（１）ヵ月ぐらい
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:（
） 科目
（
多すぎた
ちょうど良かった

（
） 単位
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」の場合、認定された科目・単位数: （
授業内容

はい
） 科目（

いいえ ）
） 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）
Photography
Drawing Basic

三時間／週
二時間／週

・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。:語学では
TOEICやTOFELなどの試験での点数は関係ないと考えており英会話を重点的に練習しました。専門分
野については担当教師と面談で今後自分が作っていきたいものを相談したり写真を見せたりする時間があ
り面白そうに話を聞いてくれました。写真を専門とされている先生と一対一で話をする機会はあまりないこと
だったのでとても貴重な時間になり自分の作品について違う視点を持つ有意義な時間になりました。
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（２０１９．１０．１３頃-２０２０．１月頃 ）
Ⅱ（
）
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（ ディスカッション
）
１クラス人数 （
５～１５ ）人
気づいたこと:ディスカッションの授業では講義がほとんどなく他人の意見を聞いたり自分の意見を言う場面
が多く、同じ物を作ろうとしている人の意見を聞くのは面白くアイディアを出すための刺激にもなるなと思いま
した。
③予習・復習について:宿題やレポートはありませんでしたが絵を描く習慣がついたり他の市までアート本
を買いに行ったりなど
④試験:なし
学内施設・環境等

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:留学担当の方に連絡しても返ってこないことがあったので授業の担当の先生や友人にわからな
いことを聞く方が早かったです。
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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:個人面談やチャットでもやりとりできたのでやりやすかったです。
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
利用時間や手続き方法:

□ 普通

□利用しにくい ■利用しなかった）

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:友人が部屋を担当していたので手続きはスムーズでした
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:学生証と身分を証明するものを持って図書館のカードを登録しました
④ 運動施設 （□利用しやすい
利用時間や手続き方法:

□ 普通

□利用しにくい ▪利用しなかった）

⑤ 学生食堂 （□利用しやすい □ 普通
利用時間や手続き方法:存在しなかった

□利用しにくい □利用しなかった）

⑥ クリニック/ヘルスセンター
（□利用しやすい
利用時間や手続き方法:

□ 普通

⑦ 学内通信環境 （□利用しやすい
利用時間や手続き方法:

□利用しにくい ▪利用しなかった）

□ 普通

▪利用しにくい）

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と感じた点は、どんなところですか

□あまり安全ではない ）

・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

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。

その他

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。:
フィールドトリップに参加しました。特別課題があるわけでもなく自分の興味あることなら何をやっても良いとい
う内容で写真集を作るために知らない現地人と仲良くなり写真を撮ったり面白い景色を撮りに出かけたりし
ていました。またシェアハウスのメンバーはとても仲が良くハウスバンドという名目でセッション会のようなものを
開いたり一緒に音楽イベントに出かけたりしました。夜ご飯は毎晩誰かと一緒に作りみんなで食べるというス
タイルが自然とあり一人になり寂しいということはなかったです。

報告書記入日

２０２０

4

年

８

月

１日

