
L E N N A R T  LÜ K E - S I E G E R
2017年 商学部入学　ヴィッテン・ヘァデッケ大学・ビクトリア大学

H ello, I am Lennart. A 
27 year old student 
of Philosophy, 

Politics, Economics and now 
Commerce. I would describe 
myself as a curious person, 
not only academically but also 
regarding culture and sports. 
Hence I am spending most of 
my time that I am not at the 
university training or 
traveling.

こんにちは、私はLennartです。哲
学、政治学、経済学そして現在は
商学部の27歳の学生です。学問だ
けでなく文化やスポーツに対して
も好奇心が強い性格です。なぜな
ら大学にいない殆どの時間をト
レーニングや旅行に使っているか
らです。



1. Why did you want to study abroad? How did you decide to
come to UVic?

As I want to work internationally it made sense to me to also study 
internationally. The choice to come to Canada and more specifically UVIC was 
influenced by my goal to perfect my English skills and Victoria/Vancouver 
Island just being a beautiful place to live.

1. なぜ留学したかったのですか？ビクトリア大学へ来ることをどのように決めました
か？

海外で働きたかったので、留学を自然に考えていました。カナダ、特にビクトリア大学
を選んだことは、英語を完璧にする目標があったこと、ビクトリアそしてバンクーバー
島が住むのにとても美しい場所であることが大きく影響しました。

2. What are the biggest differences you see between the
university experience in Witten/Herdecke and Gustavson?

The biggest difference between the universities has to be the different 
amount of freedom during the study. Academically there is no set program in 
Witten/Herdecke and most classes graded by a paper that student 
independently write. UVIC is on the opposite side of that spectrum with a set 
program and mostly exams consisting of multiple choice and short answer 
questions. But that clear structure also comes with a lot more assistance at 
UVIC. There are a lot more people in all parts of the program administration 
that are ready to assist any student running into some issues. 

2. あなたが見たヴィッテン・ヘァデッケ大学とガスタフソンでの経験の大きな違いはな
んですか？

両方の大学での一番大きな違いは、勉強での自由度の違いです。ヴィッテン・ヘァデッ
ケ大学では決まったカリキュラムが無く、殆どの授業は学生一人で書いた論文によって
成績がつけられます。一方ビクトリア大学ではカリキュラムのある正反対のスペクトル
を持っており、殆どの試験が選択問題や短答問題となっています。しかしその明確な構
造は、ビクトリア大学のより大きなサポートにも表れています。全ての学部の事務局に
はもっと人数がおり、問題に直面したどんな学生に対しても手を差し伸べてくれます。



3. You did your second co-op in Canada and Germany; how was 
that? What challenges did you face? How did you overcome 
them?

As my work was exclusively with a German company my main difficulty was 
transferring data that I needed and working remotely. Especially to implement 
changes and investigate information that was not formalized yet required me 
to be in the office.

3. あなたは二回目のCo-opをカナダとドイツでしましたね。どうでしたか？どんな困
難に直面しましたか？それらをどのように乗り越えましたか？

ドイツの会社だけとの仕事でしたので、主な困難は必要なデータを移行することと
遠隔勤務をすることでした。特に、変更を実行する際や、まだ形式化されていない
情報を調査する際に、オフィスにいる必要がありました。

4. During the BCom program, what experience did you bring to 
be able to 
“bridge the gap” between cultures?

Even though it may not be exactly what is meant by cultural differences, the 
language has proven to be an limiting factor in some teams. As some 
international students are not as comfortable with the English language teams 
sometimes need to find way to work around that limitation. Another issue 
more related to the implication of cultural differences is the communication 
within teams and presentations in front of the whole class. I found that I 
naturally am more direct in my communication, especially criticizing than it 
would be usual in Canada or Asia for example. Presentations in front of the 
entire class tended to be especially difficult for Asian students in my 
experience. Creating the need for the team to create an environment as 
comfortable as possible for the struggling team members.



4. 商学士号過程の間、異なる文化の“ギャップを埋める”ためにどんな経験を生かし
ましたか？

文化的な違いが正確に意味するものではないかもしれませんが、いつくかのチーム
では言語が壁となっていました。留学生の中には英語を苦手に感じている人もお
り、チームがその限界に対処する必要がありました。さらに文化の違いに関係する
もう一つの問題は、チーム内でのコミュニケーションと、クラス全体の前でのプレ
ゼンテーションでした。私はコミュニケーションにおいて率直であり、カナダやア
ジアでの通常より批判的であることがわかりました。私の経験では、クラス全体の
前でのプレゼンテーションは特にアジアの留学生にとって難しいように感じまし
た。奮闘している学生のために、可能な限り心地よい環境を作ることがチームに
とって必要でした。

5. Feel free to list any other observations about life in Canada
that you feel will benefit incoming Dual Degree students.

First and foremost Canadians in my experience are very welcoming to 
foreigners and willing to help out. That goes even more so for everybody 
working at the university, so incoming students should not hesitate to ask for 
help. Secondly Vancouver Island is beautiful. Dual Degree students should 
not let themselves be too consumed by the university and find time to enjoy 
the beauty around them. 

5. カナダでの生活について、デュアルデグリープログラムの学生に役立つ意見を
教えてください

何よりもまず、私の経験上カナダ人は外国人に対しとても友好的で喜んで手助けし
てくれます。大学の職員の方はまさにそうであり、留学生は遠慮せず手助けを求め
たほうが良いです。二つ目に、バンクーバー島は美しいです。デュアルデグリーの
学生は、大学の忙しさに負けることなく、島中の美しさを楽しんでください。




