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留学先大学：
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分：
留学期間：
年
月～
神戸大学での所属学部・研究科：
：
学年（出発時）
本報告書記入日：
年 12

年

月

月

日

1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞
＜期間＞
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
□所属学部・研究科の教員
■
□以前に参加した先輩
□所属学部・研究科の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

□友人
□神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学プログラムに参加した動機を教えてください。最もよく当てはまる動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
語学力の向上
旅行ができる
将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： 長期就学ビザ
在日チェコ大使館
申請先：
必要日数： 三か月程度
VISA 取得にかかった費用： 5000円程度
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。
カラー写真二枚。パスポートのコピー。チェコの大学の留学許可書。預金残高証明書(チェコ語翻訳されたもの)。クレジットカードのコピー。住居証明書(寮の契約書)。チェコの保険会社の保険証券。無犯罪証明書。
預金残高証明書は銀行に行って申請する必要があるが、一週間から10日かかる。費用も900円ほどかかった。また、英文での発行を申請し、その後翻訳会社にチェコ語への翻訳を依頼する必要がある。翻訳には一週間ほどか
かり、費用は7000円程度。無犯罪証明書は警察に行く必要がある。受け取りに10日ほどかかるため余裕をもって行動することが必要。また、無犯罪証明書は外務省(関西ならば大阪分室)にいってアポスティーユをもらう必要
がある。アポスティーユ認証にも数日かかるので、余裕をもって行動する必要がある。
ビザ申請も東京まで行く必要がある。交通費や、上記の手続きを踏むと、上の欄に記入した5000円という金額よりもかなり高額なものとなる。
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

なし
1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

ビザ取得のために、チェコの保険会社の保険に加入する必要がある。日本の海外旅
行保険では包括できていない部分があるため必須。
2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社： カタール航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： エクスペディア
ヴァ―ツラフハヴェル国際
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： １４
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関 バス，鉄道 □タクシー
大学のバディプログラムでサポートしてくれるバディ
□その他（具体的に）
■
移動の所要時間・料金： 30
分，
空港からの移動の際の注意点：
空港からはほとんどの場合バスに乗り、その後、メトロやトラムに乗り換えることになるが、切符の買い方や使い方を事前に調べていく必
要がある。券売機の中には、カードをつかえるものもあるが、ほとんどがコインしか使えないため、注意が必要。また、インフォメーショ
ンデスクにいけば、カードをつかえるが、カードの種類や、カード会社によっては使用できない場合があるため、複数枚カードを持ってい
くか、あらかじめ現地通貨への両替を済ませておくと良い。

2-2. 留学生向けオリエンテーションについて
オリエンテーションの有無：□有り
□無し
■
参加について：□必須
□任意参加
■
参加費用：□無料
□有料（金額：
）
■
内容について記入してください。
学部の建物がプラハ中に分散しているため、所属コースと建物の説明。履修登録(オンライン)の方
法について。学部の沿革。学生団体のプレゼンとイベントの説明。担当者の紹介。グッズの配布な
ど
2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。必要な場合，申請方法，料金，取得に係る日数等を記入してください。

大学寮の場合、寮が滞在許可申請を行ってくれる。
その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，大学等のコースに参加しましたか。参加した場合，大学（語学学校）名，コース名，
料金，期間等を記入してください。
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留学先大学：
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分：
留学期間：
年
月～
神戸大学での所属学部・研究科：
学年（出発時）
：
本報告書記入日：
年 12

年

月

月

日

出発前
どのように情報を集めましたか。参考になる本やホームページがあれば，記入してください。

地球の歩き方。

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前：Kolej KOMENSKÉHO
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
アメリカ
・ルームメイト：□現地学生 □留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
■
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋
□自分で探した □その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
１５～２０ 分，トラム、バス、メトロ
・住居の周りの環境はどうですか。
：
メトロの駅は少々遠いが、トラムやバスの駅は徒歩３分圏内に複数あるため、移動には便利。プラハ
城が徒歩７～８分圏内にあり、公園も多数あるので、散歩等がしやすい。閑静な住宅街であるが、書
店、食料品店、バー、レストランも近くにある。寮の隣が郵便局なので、便利な場面もある。
・毎日の食事はどうしていますか。
：
基本的には三食自炊(昼はお弁当)。大学には購買がないため、大学で昼食を調達するには、学内のビストロに行く必要があるが
、ビストロがないキャンパスもある。ビストロもキャンパス毎に価格差がある印象。ほとんどの学生は、スーパーやカフェで買
ったものや、弁当を持参している印象。チェコは食料品が比較的安価なので、自炊を徹底すればそれほど食費がかからない。

・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：
出願時に同時に寮の申請をするため、問題なく見つけることができた。ただ、一人部屋は基本的に
はないため、一人部屋を探したければ、渡航前や、渡航後に速やかに寮に問い合わせる必要がある
。
大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
■
・履修登録の方法：□On-line
□International Office等の仲介 □その他（具体的に）
■
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し
□有り
■
・優先・配慮があった場合，具体的に教えてください。

・希望通りの授業が履修できましたか。
：□はい □いいえ
■
・希望通りの授業が履修できなかった場合，その理由を教えてください。
履修登録は早いもの勝ちのため、出だしが遅ければ履修することはできない。また、渡航前に確認し
た、昨年度の授業等が今年はない場合などがある。基本的に英語でおこなわれる授業は少なく、チェ
コのことを特別学びたければ、チェコ語が堪能である必要がある。また、他学部の講義も履修できる
が、自学部の講義よりも少ない数しか履修できないため、興味があっても履修できない場合もある。
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２．現在までに，履修している授業について記入してください。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている 含めて教えてください。
学生数
位数
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
Chapters in the early
unknow
１
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
Czech history
Mgr. Helena Chalupová 80分
8
n
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
チェコの歴史
Mgr. Eva Jarošová
２

Topics in Industrial
Organization
産業組織のトピック

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

３

Theories of International
Relations MV
(TIR) 国際関係の理論

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

３．授業（カリキュラム等）について 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。

一週間のスケジュール （授業時間，課外活動等，毎日の生活を記入してください。
）
月
火
水
木
金
土
予習や自
国際関係
予習復習
予習復習
予習復習
8:00
習
の授業
課題など 課題など 課題など
9:00
～授業ま 8:00~9:20
予定があ
10:00
で
る日は、
11:00
予習復習
旅行やパ
課題など
ーティな
12:00
または、
ど
13:00
買い物な
14:00
ど
15:00
産業組織
16:00
の授業
16:00~
~16:50
体育学部
17:00
のグラン
18:00
歴史の授
ドでハー
19:00
業
ドルの指
20:00
~18:50
導
21:00
帰宅
22:00

日
土曜日に
同じ
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
私の個人的な感想を記載したところで、チェコ留学を考えている学生の方の参考にはならないと思うので、注意事項や留意点に
ついて書こうと思います。
まず、大学の学習環境についてですが、私の受け入れ先である社会科学部はカレル大学では最多の留学生を受け入れています。
その数、およそ３００人を超えていたと記憶しています。この留学生のほとんどはチェコ語が使えないので、英語で開講されて
いる授業を履修することとなるが、英語で開講される授業は極めて少なく、定員も少ないのが現状です。また、授業内容もどち
らかというと学問的な基礎知識や、ジェネラルなことが多いため、チェコのことを学びたいという上では授業には期待できない
ので、自分で学習する必要があるが、図書館の文献もほとんどがチェコ語です。チェコ語を十分に使うことができる学生にとっ
ては良い環境であると思うので、英語だけでは満足することは難しいと思います。
続いて、図書館の話をすると、図書館は十分な座席が確保されていないうえ、規模も小さい。図書館がないキャンパスもある。
閉館時間も早く休日も閉館しているため、遅くまで勉強することはできない。国立図書館（有料）や、他大学の図書館を利用す
る学生も多い。
留学生の悩みとしては、ISICカード(国際学生証)をカレル大学は発行してくれない。ISICがあると、バスや鉄道での長距離移動で
割引が受けられたり、プラハの町でも買い物や食事で割引が受けられます。私は一学期間の留学のため、「長い期間いる保証が
ない」という理由で発行してもらえませんでした。また、一年間留学するほかの学生も同様の理由で発行を拒否されました。し
かし、Erasmusの制度を利用して留学している学生に対しては、期間の長さにかかわらず発行が許可されています。なので、日
本で発行できるのであれば、発行してから留学に来ることを強くお勧めします。
学生寮については、比較的に住み心地は良いが、HPに記載されているような施設等は、ない場合があることを知っておくと良い
と思います。例えば、私の住む寮は、自習室や読書室があると書かれていますが、入寮者を増やすために取り壊されています。
また、寮は二人部屋しかありません。私の場合は特に大きな問題はありませんが、ルームメイトとのトラブルや、夜のいびきが
原因で慢性的な寝不足になっている友人もいます。部屋を移動したいと申請しても、満室だと言ってすぐにはねられてしまうの
で、寮が住みにくい場合はほかの住居を探さなければなりません。また、友人の寮では、トイレが男女兼用であったり、シャワ
ールームが男女兼用なので、特に女性には耐えがたいところもあります。申請時に、寮の選択はできません。
以下、個人的に良いと思う点です。
・私の寮はエントランスがオートロックで、入る際にカードキーを使用します。外出時には、部屋の鍵の返却が必須で、部外者
はパスポートがなければ学生であっても部屋に入ることができないので、比較的安全です。
・友人の寮には浄水器が設置されているので便利です。
・電気・ガス・水道・インターネット・寝具の費用が寮費に含まれているので、気兼ねなく使うことができます。
・食品がやすいので、奨学金をもらうことができればそれだけで暮らせます。
・プラハは首都、観光地ということもあり、見どころがたくさんあるので飽きません。比較的英語でも通じます。
・日本人の美容師さんがいらっしゃるので、散髪には困りません。
・大学のバディプログラムのバディが、様々な公的手続きや、トラブル解決に助力してくれるので安心です。(頼めば)また、日
本語学科の学生や、哲学部の日本学専攻の学生は比較的、日本人をバディとして選んでくれやすいので、アジア人でもバディは
見つかりやすいと思います。
・バスとトラムは深夜便も走っているので、どんなに帰りが遅くなっても、帰れないということはほとんどありません。定期券
も安いです。
歴史的町並みや、芸術に触れる機会が多く確保されているので、良い環境だと思います。プラハは治安も比較的に良いので、ス
リにさえ気を付けて入ればだいたいのことは大丈夫です。
チェコ語は非常に難しく、英語、ドイツ語、フランス語のように住んでいるだけでうまくなるということはありません。先に記
載した点も含め、意欲的な学生、目的をもって留学をしなければ、学ぶことも語学力の向上にもつなげることが難しい国という
のが特徴であると思います。

