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留学先大学： ヤゲウォ大学
留学先での所属学部・研究科： International and Political Studies
留学先での在籍身分： Exchange student
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
： ３回生
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 12 月 21 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）
1
4
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
2
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： ポーランド国査証D
駐日ポーランド共和国大使館
申請先：
必要日数： 3~4週間
VISA 取得にかかった費用： 0円
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。
1.旅券 2.申請書（専用ウェブページで作成・印刷したもの）3.証明写真2枚（パスポート規格）4.海外旅行傷害保険（原本・コピー）5.滞在費証明（奨学金の証明
書でも可、その際国際交流科に申請する）6.ポーランドの大学の入学許可証（原本・コピー）7.日本の大学からの在学証明書原本(学部教務に申請) →査証方法
の変更のため追加で、8.往復の航空券が確認できる書類 9.通帳のコピー（表紙、2ページ目、3ヶ月前から最新の記帳までのページ）
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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

申請時の大使館訪問日の予約（申請書をウェブで提出する際に日にちを選択）、ビザ受け取り時の
訪問日の連絡（メールで）

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： China Airline

利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： タイリクトラベルサービス
留学先大学最寄り空港名： Krakow Balice国際
空港
空港到着時間： 午前6
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
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 約120
分， 150ズロチ
空港からの移動の際の注意点：

トラムやバスに乗るときはチケットの有効化を忘れないで下さい。私の場合はワルシャワ空港から
PKPという鉄道を利用してKrakow Glownyという駅へ向かいました。（ポーランドの学生証がな
かったので学割は効きませんんでした）
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。

）

留学生オフィスの説明など

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。

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。

・大学に登録（大学からの入学許可証、パスポート、海外旅行保険証が必要）
・学生証作成の料金の振込

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。

ポーランド語の授業の履修（ヤゲウォ大学のPolish Studies, ERSMUS生向けページで情報収
集、半期で700ズロチ、冬学期と夏学期）
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留学先大学： ヤゲウォ大学
留学先での所属学部・研究科： International and Political Studies
留学先での在籍身分： Exchange student
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 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回生
本報告書記入日： 2018 年 12 月 21 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。

ポーランド共和国大使館のHP
大学のHPのERASMUS生のためのページ
オンライン申請時のページ

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： Zaczek
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
ジョージア
・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 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

大学のある中心部やスーパーに近く徒歩15分ほどで行ける、寮のすぐ隣に大学の図書館があるの
で便利、トラムやバスの停もすぐ近くにあり何本も便があるので便利です。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

基本自炊をしています。

・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。
：

寮に入れることが確定した状態で渡航したので安心でした。
ただ、入寮可能日がオリエンテーションよりも後だったので、数日ホステルに宿泊する必要があり
ました。入寮の日は手続きで4時間ほど並んだので早く行った方いいです。
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
■
登録したい授業の学部のoffice
・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。

各授業人数制限があるため、抽選で通らない場合もあります。
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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
American Foreign and
基本講義形式。普段の授業は特に課題等はありませんが、学
26
Marcin
1
5ECTS
１
Security Policy in the
期末の試験のために指定された文献を読む必要があります。
Grabowski
Asia-Pacific
２

Poland in Europe in
the 20th Century

Jakub Basista

2

6ECTS

35

３

Polish, level
Breakthrough/A1

Marta Bodzioch

2

6ECTS

13

講義形式。普段の授業では特に課題なし。12月中旬に中間レ
ポート(1500words)の提出、学期末にtakehome examの提出が
あります。
試験50%, 小テスト30%, 課題10%,出席10%,
私のクラスは、テキストだけでなくカードなど使って楽しく学べます。

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

クラスの人数は40人程度です。成績評価や取得できる単位数は授業によって違うので、履修時
にUSOS（うりぼーネットのようなもの）で確認します。講義形式でも学生からの質問が多く刺
激を受けます。

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

9:00-10:3
0
10:45-12:
15
授業

17:00-18:
30授業
19:30-21:
15ポーラ
ンド語

18:30-20:
15ポーラ
ンド語

9:45-11:1
5
一時期聴
講の授業

洗濯や買
い物、予
習復習
等、博物
館、友人
と会うな
ど

日

神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

第一に、留学生受け入れの体制は整っていると感じます。手続きは言われた通りにすれば特に問題な
く進みますし、不明な点は留学生オフィスに問い合わせれば対応してくれます。ESN UJという団体
が留学生向けに毎週のようにイベントを行っていて参加することで友達の輪を広げることも可能で
す。私はMentor ESN UJのサポートでメンターになってくれたポーランド人に助けてもらっていま
す。分からないことを教えてくれたり、ポーランド語での通訳が必要な際に立ち会ってもらったり、
一緒に出かけたりしています。ヤゲウォ大学には極東研究学科と日本語学科があるので、その学生と
繋がることで、ポーランド語と日本語の言語交換なども可能かもしれません。寮には留学生もポーラ
ンド人も住んでいるのでいろいろな人に出会えます。二人部屋でルームメイトがいることも私にとっ
ては良かったです。ルームメイトはジョージア人ですが、私はジョージアについてあまり詳しくな
かったので、日々話す中でお互いの文化の違いに驚かされとても楽しいです。寮に関して、受付は
24時間対応で英語で対応してくれますが、キッチンや洗濯機などの設備の説明はポーランド語のみ
で少し困ることもあります。
次に、授業についてです。留学生は留学生向けの授業なら自分の学部以外のものも履修できて選択肢
が多いです。私は国際政治学部ですが、ポーランドの歴史についての授業は取って良かったと感じて
います。映画や博物館で見たものと繋げて吸収していけるので楽しいです。ただ、私が最も取りたい
分野の授業に近いものがなかったので、履修できる授業について事前にもう少し入念に確認すべき
だったと思います。授業は少人数で質問が飛び交ってとても刺激を受けます。ポーランド語の授業も
非英語圏ならではの授業で取って良かったと感じます。街で見たり聞こえるのはほぼポーランド語な
ので、理解できると楽しいです。予習課題が多いと先輩に聞いていたので授業を少なめに取ったので
すが、初期は日々の課題がほぼないので空き時間に街を散策したり博物館などに行ったりしていまし
た。クラクフは第二の都市であり、観光地でもあり、歴史も店もいろいろなものが詰まっているので
街を歩くことでたくさんの刺激を受けられます。綺麗な街並みもいいですが、観光で行くだけでは触
れられないような深いところも触れられるので、1年という期間にして良かったと思います。
その他ポーランドを選んで良かったこは、物価が安いこと、ヨーロッパの中心に位置するため長期休
暇はもちろん、普段の土日でもヨーロッパのほかの国へ地理的にも金銭的にも行きやすいこと、ほか
の国に比べて日本人が少ないこと、などです。特にクラクフはワルシャワよりも少ないと思います。
最後に、留学で一番感じることは、英語、そして自分で情報を収集していろいろな面白そうな機会に
飛び込むことがいかに大事かということです。授業も授業以外でも英語は重要です。授業で聞きとれ
ない部分がある、言いたいことがあるけどうまく伝えられない、もっと友達を増やしたいけれど英語
への苦手意識で億劫になる、慣れの反面刺激が減ってくる、ということが度々あります。が、できな
いからこそどんどん挑戦していかなければなりません。残り6ヵ月、充実したものにするために英語
力向上と興味のあることに貪欲に臨む姿勢を忘れないようにしたいです。

