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交換留学（派遣）近況報告書

2018

留学先大学： ボッコーニ大学
留学先での所属学部・研究科： International Relations
留学先での在籍身分： Exchange Student
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： 法学部
学年（出発時）
：3
本報告書記入日： 2018 年 11 月 27 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＞ アメリカ
＜期間＞ 1ヶ月
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。
□留学生センターの教員
□所属部局の教員
□以前に参加した先輩
□所属部局の掲示板
□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）
２ 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
１ 語学力の向上
４ 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
３ 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： 学生ビザ (タイプD)
在大阪イタリア総領事館
申請先：
必要日数： 約１週間
VISA 取得にかかった費用：
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。

イタリアでの住居証明書、大学からの受け入れ許可証、海外保険加入証明など
ビザ発給依頼書（神戸大学が準備）
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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

領事館はオンラインで予約する必要があり、直近や8月はかなり埋まっているので
早い目に。予約日：5月後半、申請日：7月18日、出国予定日：8月23日
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： 中国国際航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： H.I.S.
留学先大学最寄り空港名： ミラノ・マルペンサ
空港
空港到着時間： 午前6:50
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
住居の会社によるオプション
□その他（具体的に）
■
移動の所要時間・料金： 50
分， 約100ユーロ
空港からの移動の際の注意点：

私は時間通りに会社のスタッフが迎えに来てくれ、途中サービスエリアでコーヒー
までごちそうしてくれたが、空港から中央駅まで８ユーロの直行バスが出ているの
でそちらを利用しても良いかと思う。もちろんタクシーでも。

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。

）

ボッコーニ大学での学生ライフの説明など。
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。
到着後８営業日以内に現地郵便局にて滞在許可証ペルメッソを申請。滞在許可の資料キットは大学で用意され
ていたが、郵便局でももらえるよう。Tabacchi(タバコ屋？)で収入印紙を購入。パスポートなどのコピーも必要
らしいが、郵便局の職員がコピーを取ってくれた。

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。

夏期海外語学研修2016 ワシントン大学
1ヶ月間 50万円ほど
事前イタリア語講座 ボッコーニ大学 Clasf Course
2週間 3万円ほど
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留学先大学： ボッコーニ大学
留学先での所属学部・研究科： International Relations
留学先での在籍身分： Exchange Student
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： 法学部
学年（出発時）
：3
本報告書記入日： 2018 年 11 月 27 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。

書店のイタリア観光ガイドブック、イタリア留学経験者など

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： Waysitalia
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に） キッチン,トイレ,バスは共用
■
香港台湾スペイン
・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：
分，
バスと徒歩で２０
・住居の周りの環境はどうですか。
：

Naviglioという運河沿いにあり、メトロ駅もバス停も割と近く、交通の便が良い。
スーパーマーケットは帰り道にあるので利用しやすい。治安も比較的良いので油断
は禁物だが夜遅くてもそこまで怖くない。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

ほぼ毎食自炊。スーパーだと日本よりも野菜が安く、外食だと日本よりも高いの
で、自炊がオススメ。フラットメイト達と一緒に作り、食べることが多い。
・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。
：
6月半ばに寮に入れるかの可否が分かり、その翌日にFacebookを使って探した。Bocconiの交換留学
生向けの賃貸グループを見つけ、家を探している趣旨の投稿をし、反応があった数人のうち
Waysitaliaを選んだ。留学生向けに多く貸している会社なので、住居証明発行などは迅速であった。

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。

各クラス３０人ほどの人数制限があり、サーバーが混み合うのでつながった時には
もう埋まっていた。
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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.
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
１

Citizenship and
Migrtation Law

２

Civil Liberties
andHuman Rights

３

Human Rights

４

GRAZIELLA
ROMEO
GRAZIELLA
ROMEO,
ELEANOR
GIUNIA
SPAVENTA
VALERIA
GATTA

90分
２コ
マ
90分
２コ
マ
90分
２コ
マ

6

31

イタリアやEU各国の移民政策など。グループプレゼンテーションと
期末テストがある。

6

31

EU域内での人権保護政策について。EUの法体系を日本で勉強してく
るべきだったと後悔している。グループプレゼンテーションと期末
テストがある。

6

31

毎回の授業内容に沿ったリーデイングを読んでいく必要がある。先
生はあまりスライドを使わないので必死でメモする必要がある。中
間テストと期末テストがある。。

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

各クラス２０人から３０人ほどなので教授は全員の顔と名前を覚えていることもあ
る。定期試験に加えて、プレゼンテーションや授業への参加具合（発言するか）な
ども成績評価に関わってくる。現地学生は勤勉で、図書館の自習室は９割埋まって
いる。
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
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

授業(ML)

予習

予習

予習

友達とラ
ンチ
授業
(CLHR)

授業(ML)
授業(HR)

授業
(CLHR)

予習

授業(HR)

日

旅行・お 旅行・お
出かけ・ 出かけ・
勉強
勉強
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
イタリア・ミラノでの留学生活はとても楽しいです。街は、日本とは違い、経済都市にもかかわらず
ほぼ全ての建物が伝統的な作りになっています。英語を話すことができない人が多く、苦労すること
もありますが、前期に履修していたイタリア語と事前のイタリア語集中講座で得た知識を駆使して生
活しています。未だに”Si.”ととっさに言えず、郵便局や薬局などではグーグル翻訳を多用していま
す。他の国出身の学生に比べて、日本人は比較的綺麗にイタリア語を発音できるため、もっと勉強す
れば楽しいだろうなと思います。
到着直後の夏は、日差しが強く暑くはありつつも空気がカラッとしていて汗もかかないほどとても
過ごしやすい気候でした。10月下旬から雨が続きジメジメとしていました。11月末の現在は晴れの日
もありますが、太陽の位置が低く、正午でも日本の午後３時のような気分になります。気温について
は日本と変わりないので、あまり困ることはありません。
日本にいる頃から想像していた通り、イタリア料理はどれも美味しくてあまりはずれに出会ったこ
とがありません。ミラノ、特に私の住むNaviglioにはアペリティーボというカジュアルなレストランが
沢山あります。ここではおしゃれなカクテルやワインとともにビュッフェを楽しむことができます。
スーパーマーケットには日本で見たことのない変わったパスタソースが沢山あるので自炊をするのも
とても楽しいです。
学校では今現在、３種類の授業を取っています。週６コマは少ないように感じましたが、事前の
リーディングや復習をしたりする必要があるので適当であったと思います。Migration LawとCivil
Liberties and Human Rightsを担当してくださっているRomeo教授はとてもオシャレな女性です。この夏
に日本の学会に参加されたようで、クラスでたった一人のアジア出身アジア人（日本人）に理解を示
してくださっています。EUの法システムについて前知識がなかったので、時々授業の中で何が問題と
されているのかを理解するのに苦しむことがあります。EUの人権保護政策を学ぶことで、日本の法・
政策のあり方が改めて見えてきました。先週行ったグループプレゼンテーションのうち、一つ目は
「移民とテロとの関係」について調べ、欧州と日本は移民政策に関して全くかけ離れたところにいる
ことを痛感させられました。二つ目は「同性カップルの権利」について調べ、私は日本の同性婚につ
いて焦点を当てました。当たり前だと思っていた日本の法文化が、実は日本特有であることを知り知
識がより深まったような気がします。授業やプレゼンテーションで一生懸命取り組んでいる姿勢を示
せば、教授もチームメイトも、他学生に比べかなりつたない英語を話す私に耳を傾け、沢山力を貸し
てくれました。良い人々に恵まれてとても幸せです。
残り少ない日々を有意義に過ごせるよう励みたいと思います。
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7. 留学経験の共有について
あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば，ぜひ報告書に添付して送ってください。
（デジタル画像でお願いします。
）
7-1. 神戸大学では所属部局教務係及び留学生課にて，留学を考えている学生等のために報告書を閲覧できるよう
に保管します。あなたは，本報告書を閲覧資料とすることに同意しますか。
（あなたの氏名，学籍番号，メ
ールアドレスは公開されません。
）
*担当部署（所属部局又は留学生課）が本報告書の原本を保管します。あなたが閲覧資料にすることに同意しない場合で
あっても，あなたの近況等を把握するために及び本プログラムを改善するために，学内の関係部署に転送することがあり
ます。

はい

いいえ

7-2. あなたの本報告書の一部（主に 3～5 枚目）を引用して，本学の印刷物やホームページに掲載することに同
意しますか。
はい
いいえ
7-3. もし写真を提出する場合，あなたの写真を報告書とともに閲覧資料にすることに同意しますか。
はい
いいえ

◉

7-4. もし写真を提出する場合，あなたの写真を本学の印刷物やホームページに掲載することに同意しますか。
はい
いいえ
7-5

もしあなたと同じ大学（国）に留学する神戸大学の学生があなたと連絡を取りたい場合、あなたのメールア
ドレスを学生に伝えることに同意しますか。
はい
いいえ
（同意する場合、連絡可能なメールアドレス： sara.11929079@gmail.com
）

