留学先大学： カレル大学
留学先での所属学部・研究科： 社会科学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
：3
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 7
月 18 日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日： 9 月 22 日
学年終了月日： 6 月 30 日
学期：
① 9 月 22 日～ 2 月 16 日
② 2 月 19 日～ 6 月 30 日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

チェコ共和国の最高学府で、かつ中世からの長い歴史を有する大学。中欧では最古に建てられ
た。留学生が多く在籍し、英語で受けられる授業が沢山ある。

1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：
留学生用のチェコ語を学ぶ授業が各学部で開講されている。これは有料（1セメスター当たり4200コル
ナ）だが、4段階にレベル分けされており、まったくの初心者でもチェコ語を学ぶことができる。

勉学面でのサポート：

精神面でのサポート：
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住居・生活面でのサポート：

学生団体に申し込めばチェコ人のバディをつけてくれる。私のバディは空港へ迎えに来てくれ
たり、寮の手続きを手伝ってくれたりした。
課外活動のサポート：
学生団体がWelcome partyや小旅行、映画鑑賞会などの企画を行っている。

1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。
（気をつけること等）

大学側から学生寮が割り当てられる（個人的に選択することは不可）が、寮ごとに居住環境や
設備が異なる。私の寮ではキッチン、シャワー、トイレ付きの1部屋の中に2人用の寝室が2部
屋入っており、4人でキッチン、シャワー、トイレを共用していたが、別の寮では各フロアに
つきバスルームやキッチンが1つずつしかないところもある。また、シャワールームが男女共
用の寮もあるそうだ。

3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）

また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）
UNIQA（チェコの保険会社）の医療保険。
（チェコ共和国のビザ取得の際にチェコの保険会社の保険に加入していることが必須条件だった。）

3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

学生寮自体のインターネットはなく、eduroamのWi-Fiを無料で利用していた。
大学での PC の使用の可否：□使用できた □使用できなかった
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。

3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。

一度も通っていない。

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

薬は現地の薬局でも買えるが、錠剤のサイズが大きかったり容量が日本人には合わなかった
りすることがあるので、自分に合う風邪薬や鎮痛剤などの常備薬を持っていくほうが良い。
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3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）

三井住友銀行の口座を開設し、VISAデビットカードを作った。ATMから現地通貨を引き出すこ
とができ、クレジットカードとしても使うことができる。
3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。

店先では必ず挨拶をする。トラムには優先座席がないから、皆積極的にお年寄りや子供に
席を譲る。
大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。

知り合いのお宅で何度かホームパーティーに参加させてもらった。「魔女焼き」という迎
春の行事にも呼んでもらった。
課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。

していません。

留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）
治安はかなり良い。深夜トラムが動いているので、遅くまで出歩いていても問題なく家に帰られる。西欧
諸国と比べると、目に見えた外国人差別は少ない。チェコ語しか話せない人でも、道案内などで困ってい
ると声をかけてくれたりする。

3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

していない。

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。
， 7万
円／月
（財団等名） JASSO奨学金
その他（渡航費等の支給）

円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

・地球の歩き方

5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。
変換/変圧プラグ、薬、調味料、文具、ノート（紙製品が高価）、化粧品（特に洗顔料や化粧水
など）
5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（
）
点→帰国後（
）
点

授業はすべて英語で行われたため、英語の語学力は総合的に向上したと感じる。ヨーロッパか
ら見たアジアや中欧から見た西欧など、日本では得られないパースペクティブも得られ、より
国際的な視野が広がった。
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

入寮手続きが上手くいかなかったこと。完全に寮側のミスだったにもかかわらず、代わりの部
屋を用意するまで5時間も外で待たされた。チェコ人のバディがいてくれて助かったが、寮の
担当者はチェコ語しか話せなかったので、結局何が問題でどうしたらよいのかよくわからな
かった。

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。

私費留学に比べて安価で留学でき、大学側からのサポートもあるため、薦める。

5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか：
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 3
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 3
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： 1
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか：
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 4
・留学全体の総合的な評価： 4

5

2
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留学先大学： カレル大学
留学先での所属学部・研究科： 社会科学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
学年（出発時）
：3
本報告書記入日： 2018 年 7
月 18 日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名

教授名

（現地語・和訳）

１
２
３
４
５
６
７
８

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

Czech as a Foreign
Language I
チェコ語1

Barbora
Mazúrková

Academic Writing for
Bachelors
アカデミックライティング

Andrew
Goodall

80分

Feminism and the
Environmental Movements
フェミニズムと環境運動

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含
めて教えてください。

240分 6

13

毎週テキストから課題が出る。テストは中間と期末の2
回で、筆記とオーラルテスト(期末のみ)がある。

3

10

毎週プリントと小エッセイの課題がある。
期末レポートは自由テーマで1000ワード。

Ivy Ann
Helman

150分 6

15

Central European Cinema
中央ヨーロッパ映画論

Mircea Dan
Duta

720分 6

10

毎週50~100ページのリーディング課題がある。中間テス
トは筆記とエッセイで、期末は2000〜3000ワードのレ
ポート。

Czech as a Foreign
Language II
チェコ語2

Ladislava
Kotrbová

240分 6

12

Comparative Capitalisms
of Western Europe
西洋資本主義比較論

Mitchell
Young

毎週テキストから課題が出る。テストは中間と期末の2回
で、筆記とオーラルテスト（期末のみ）がある。オーラル
テストは質疑応答と1分間スピーチ。

80分

6

18

Jakub Grygar 80分

6

論文2~3本のリーディング課題と、それに関するエッセイ
(A4 1枚)が毎週課される。中間テストはエッセイ3問。期
末テストはない。

13

7

毎週リーディング課題が出る。期末レポートは授業で学ん
だことを中心に3000ワード。そのほか本を1冊読んで、そ
のブックレポート(2500ワード）の課題もある。

18

毎週50~100ページのリーディング課題と、それに関する
小エッセイが課される。3000ワードのブックレポートと
同文字数の期末レポートが課される。

Anthropology of EastCentral Europe
中東欧ヨーロッパ人類学
Medical Anthropology: Illness,
Medicine and the Body
医療人類学：病気、医学と身体

Ema
Hrešanová

80分

課題は特にない。期末レポートはテー
マ自由で1000ワード以上。

９
１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

講義形式の授業でも学生は最大20人ほどで、少人数のクラスが一般的である。どの授業もディ
スカッションの時間が必ずあり、学生はみな積極的に発言している。成績評価はわりとシビア
で、4回以上欠席すると即刻不合格となる（これはカレル大学の規定）。当然だが、課題が多
い授業でも、きちんとこなしている学生がほとんどである。

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃： 往復23万円
・住居費：
（月額） 25000円
×（留学月数） 9 ヶ月 ＝ 225000円
・食費： (月額） 25000円
×（留学月数） 9 ヶ月 ＝ 225000円
・保険料： 76280円
・その他： 生活用品：(月額)5000円、旅行費：2~5万円（1回につき）
合計： 110万円
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）

〇携帯電話
Wi-Fiのみで生活する、現地で携帯電話を購入・契約するなどの方法もあるかと思いますが、日
本からSIMフリーのものを持っていくのが良いです。私は日本での携帯会社との契約を電話番
号保持（月々300円ほど）に切り替え、チェコで新しいSIMカードを入手しまし
た。International Clubが留学生用にボーダフォンのSIMを無料配布していたので、それに毎月
使用料をトップアップして使っていました（最初5か月は半額で175コルナ＝約900円）。チェ
コ国外に旅行に行くことも多かったので、データローミングができるのがよかったです。なお
スマートフォン（特にiPhone）の盗難は非常に多く、外国人は特に狙われています。コートや
ズボンのポケットに入れない、不用意に机に置かないなど、常時注意が必要です。
〇チェコ国内で行ってほしいところ
・リディツェ（Lidice）：第二次世界大戦中、ナチス占領下のチェコで、ナチス幹部であるハ
イドリヒの暗殺事件（アンソロポイド計画）の報復としてドイツ軍により殲滅された村。戦後
の1949年に再建され、現在は500人ほどの村人が暮らしている。アンソロポイド計画やリディ
ツェ殲滅についての展示をしているミュージアムがあり、プラハ市内からはバスを用いて40分
ほどでいける。
・テレジーン（Terezín）：町全体が要塞となっている。これは18世紀後半にマリア・テレジ
アの命でオーストリアが建設したもので、ナチス統治時代にはユダヤ人のゲットーや強制収容
所として使われた。1944年に国際赤十字が視察に訪れた際には、残虐で劣悪な収容所の環境が
ばれないよう赤十字を騙すべく、美化(beautification)が実行された。現在は街の中心部に
ミュージアムがあり、小要塞や大要塞も一般公開されている。プラハからはバスまたは電車で
1時間ほど。
・クトナーホラ（Kutná Hora）：プラハから東へ電車で1時間ほどの場所に位置する街。中世
には銀鉱山の街として栄え、14-15世紀にはプラハに次ぐ重要な都市となった。約1万人分の人
骨を用いて装飾がなされたセドレツ教会が有名で、他にも鉱夫の守り神であるバルボラを祭っ
た聖バルボラ教会や聖母マリア大聖堂は世界遺産に登録されている。

