神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２）

交換留学（派遣）帰国報告書

留学先大学： カレル大学
留学先での所属学部・研究科： 社会科学部政治学科
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 ９ 月～ ２０１９ 年 ２ 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： ２０１９ 年 ２ 月
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： １０月 １ 日
学年終了月日： ２ 月 １５日
学期：
① １０月 １ 日～ ２ 月 １５日
②
月
日～
月
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
社会科学部はカレル大学で最多の留学生を受け入れている学部であるので、希望の授業を履修することが困難です。
社会科学部でも、特に政治学科や、国際関係の学科は人気で多くの学生が在籍しています。大学の特徴としては、キ
ャンパスがプラハ中に散らばっているので、授業ごとに移動が課せられることもあるので、履修の際に注意が必要で
す。また、オンラインのテストやレポート提出など、あらゆることをオンラインで済ませることができるシステムが
完備されています。

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：

有料のチェコ語のクラスがあり、三段階にわかれてます。チェコ人向けの英語の授
業をとることもできる。
勉学面でのサポート：

特になし。留学生に対して、成績のつけ方が甘い先生が一定数います。
精神面でのサポート：

サポートセンターが設置されています。大学側から、カルチャーショックに対する
対処法について明記されたメールが送られてきました。
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住居・生活面でのサポート：
大学寮があります。出願時に申請しますが、大学寮に入れないということはありません。しかし、寮が気に入らなかったとしても、他の寮や部屋に移動するこ
とはむずかしいので、その場合は大学寮以外の部屋を探す必要があります。その際、学生団体が斡旋してくれると聞きました。
生活面では、バディー制度で、現地学生が様々なサポートをしてくれます。バディーは決まらない場合もあるので、ある程度自分で調べていく必要があります
。

課外活動のサポート：

特になし
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
（気をつけること等）
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。
大学寮の場合、神戸大学から派遣されても異なる寮に入ることがあります。寮の設備は、シャワー、トイレ、洗面所、キッチン
があり、それを四人で共用します。部屋は二人部屋です。調理器具等の備品は一切ないので、自分でそろえる必要があります。
私の寮は、エントランスがオートロックで、カギを預けなければ外出できないうえ、部外者はパスポートがないと入れないほど
厳重です。コピー機や自動販売機もあります。洗濯は有料、アイロンやドライヤーも有料で借りることができます。洗濯ものほ
干すスペースがないので、物干しを買うか、毎日手洗いして少ないスペースに干すことをおすすめします。一番重要なアドバイ
スとしては、我慢ができないと思ったら、すぐに対処することが必要ということです。友人は、迅速に部屋の変更を申請したた
め、数少ない一人部屋に入ることができました。ほかの友人は対処が遅かったため、いまだにルームメイトの騒音に苦しんでい
ます。

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外国人用保険。チェコの長期滞在ビザを取得するためには、いまのところチェコの保険に加
入しなければいけないそうです。(日本の海外旅行保険では包括できていない部分があるそうです)
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。

大学寮の場合、eduromがあるので利用しました。アカウントを作成する必要があります。
インターネット料金は寮費に含まれているので、別途必要ありません。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
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。

大学全体
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。

なし
健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。
水道水は飲めるといわれていますが、一度お腹を壊したので飲まないようにしました。手洗いうがいは必要です。日本よりも乾燥している気がするの
で、水分補給に気を付けました。チェコのレストランでご飯を食べた場合、野菜があまり出てこない場合が多いので、自炊で意識的に野菜をとりまし
た。また、日光を浴びたり、運動をすることが冬には重要となってくるので、晴れの日には意識的に外出し、散歩や、部屋での筋トレを行いました。
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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）

日本から持参したキャッシュカードで引き出しました
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。
レストランではウエイトレスを呼ぶというのはマナー違反になるので、してはいけない。レディーファースト
やお年寄りに席を譲ることが当然のことなので、徹底しなければならない。エスカレーターは右側に立つ。

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。

現地の友人とその友人たち、彼の家族とはともにパーティーをした。プラハに
あるほかの大学に通う学生とも交流する機会があった。
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。

なし
（安全性，外国人への態度等）
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。
プラハは観光都市なので、外国人への対応という面では観光客に対する対応という印象。すりに気を付け
ていれば大きな犯罪もなく、ホームレスを除けば不審な人に話しかけられて不安になることもない。

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。
（財団等名） JASSO
その他（渡航費等の支給）

，７００００
円

円／月

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。
YouTubeで動画を投稿している、HONEST GUIDEという投稿者の動画が参考になります。主に観
光客向けではあるが、プラハがどのような街であるかがわかります。(良い点も悪い点も含めて)
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。

ファブリーズ、ビーチサンダル(室内用)、携帯用ウォシュレット、シャンプー(合わない場合がある)、爪切り、イヤホ
ン(ルームメイトがうるさい場合がある)、アイマスク(生活空間を共有するので)、国際学生証(なぜか作らせてもらえな
い)

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

語学力については、現段階で明確な指標となるものがないので記載できません。異
文化理解というものは、日本国外で暮らすことのよって避けようもなく発生するも
のですが、異文化理解の一方で自文化理解にもつながる機会となりました。
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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。

特になし

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。

特になし

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。

薦めます。大学の講義やシステムの良し悪しはありますが、留学することによって
得る学びは非常に大きいと思うので、刺激のある環境に身を投じる経験をするのは
非常に良いと思います。

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： １
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： １
・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： 2
・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： 3
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 3
・留学全体の総合的な評価： 3
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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：社会科学部政治学科
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 ９ 月～ ２０１９ 年 ２ 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： ２０１９ 年 ２
月
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

Chapters in the early
Czech history
チェコの歴史

Mgr. Helena
Chalupová
Mgr. Eva Jarošová

２

Topics in Industrial
Organization
産業組織のトピック
Theories of International
Relations MV
(TIR) 国際関係の理論

３

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

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。

80分 ８

unknow
n

基本的に授業がすべて。リーディングはあるがそれほど量はない。
出席回数が足りない場合テストを受けることができない。博士課程
の学生が授業を行うことが多く、各回のクオリティのばらつきがひ
どい

PhDr. Jiří
Schwarz, Ph.D.

80分 3

97

毎回チェコの企業のCEOなどを招き、話を聞く。一般的
な話も多い。毎週要約課題がある。テストは課題と授業
の両方の内容に基づいて出題されるレポート

PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová,
CSc.

80分 ７

unknow
n

毎週100ページを超える論文のリーディング課題がある。
予習復習が大切で、中間テストと期末テストの二つのみ
で成績がつく。

４
５
６
７
８
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
クラスのサイズが小さいものは履修の段階で先着順のため、すぐに埋まってしまい、履修ができなかっ
た。規模の大きいクラスは基本的に許容人数の限界はないが、そのかわりディスカッションや交流はな
い。また、英語で開講されている講義はほとんどが基礎的な知識を与えるものが多い。つまり、チェコ
留学でチェコのことを学びたいのであれば、チェコ語で講義をとる必要がある。英語で講義をとる以上
、歴史などでしかチェコのことは学べず、自学自習が中心になりがちになる。

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： 20万円程度
・住居費：
（月額） 24000円
×（留学月数） ５ ヶ月 ＝ １２００００円
３００００円
・食費： (月額）
×（留学月数） ５ ヶ月 ＝ １５００００円
・保険料： 10万円
・その他： 交際費、旅費など 30万円程度
合計： 85万円
（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～）

交換留学を通じて学べることは沢山ありますが、その中でもメンタルにかかわることが私に
とっては一番重要な意味を持っています。日本から出て、海外で生活するということは旅行と
は違い、様々なものが見えるようになる経験でした。例えば、私の留学していたカレル大学の
学生寮は基本的には一人部屋がないため、アメリカ人のルームメイトと二人のチェコ人のフ
ラットメイトと生活していました。もちろんのことですが、それぞれ出自も文化も違うため、
ライフスタイルが異なります。彼らと会話しながら、異文化や異なるライフスタイルを知る機
会を得ました。これは、国際的な感覚に留まらず、日本に帰国後にもいかせるメンタルの発達
に繋がりました。日本人や日本文化と一言で言っても、様々な人がいます。そのような日本国
内の日本人の多様性であったり、それぞれの価値観などを留学前よりも尊重できる寛大さを身
につけることができたと思います。また、留学それ自体もですが、他言語地域で生活すること
は、チャレンジ精神の醸成につながったと感じます。考えてから行動することも勿論重要です
が、行動してから後で考えるという方法もまた重要です。失敗したらそれを糧にして次に生か
すという、初等教育からしつこく教えられてきたことがようやく自分でも理解することのでき
るものとして、自分の中に落としむことができ、行動に移すことができたとい思います。
留学を経験して感じたこととしては、もう一点、私の在籍する国際文化学部(現在は国際人間科
学部グローバル文化)では一年間の留学を選択する人がほとんどですが、半期の留学もその良さ
を理解してもらえるような宣伝が必要だと感じました。私見ですが、交換留学は語学留学では
ないので、向こうの生活に慣れ、語学力を向上させるというよりは、専門科目を向こうで学ぼ
うとする学生が多いように感じます。私個人としては、半期の留学の後半では、プラハでの生
活に慣れてしまい、刺激がなくなってしまっていました。他国に旅行に出かけるなどしなけれ
ば新しいものが見れないような状況でした。もし、専門科目を学びたいのであれば、日本で学
ぶ方が効率も良いと思いました。より目的をはっきりさせ、限られた時間でメリハリのある留
学が半期留学にはあると思います。一年留学される方の多くは、帰国後に休学されているよう
なので、その時間も大切であるとは思いますが、留学も帰国後も時間を大切に使うことができ
ると思います。

