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交換留学（派遣）近況報告書

留学先大学： ヤゲウォ大学
留学先での所属学部・研究科： 国際・政治学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
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： 国際文化学研究科
学年（出発時）
： M3
本報告書記入日： 2019 年 2
月 1 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 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
2 語学力の向上
旅行ができる
3 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
4 経費が安い
異文化体験
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： 就学（学生）
駐日ポーランド共和国大使館
申請先：
必要日数： 約3週間
VISA 取得にかかった費用： 無料
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。
パスポート、入学許可書、海外保険証、証明写真など。
原本とコピーの両方が必要な場合が多い。ビザ申請の際に大使館のホームページで事前に予約が必
要だが、予約は混雑（１ヶ月待ちなど）する可能性が高い。
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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

特になし。
1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

特になし。

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： ルフトハンザ航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： 神戸大学生協
バリツェ国際
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： 深夜１
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： 20
分， 3000円弱
空港からの移動の際の注意点：

深夜の到着はできるだけ避けた方が良い。理由はタクシー料金が高く、一部のホテ
ルでは夜中に受付がいない、最悪ホテルの中にすら入れない場合があるから。
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。

）

一週間行われる。最初は事務的な手続きについての紹介、その後はパーティやイベ
ントが開催される。
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。

3か月以上滞在する場合は必要。
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。

特になし。

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： ヤゲウォ大学
留学先での所属学部・研究科： 国際・政治学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
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： 国際文化学研究科
学年（出発時）
： M3
本報告書記入日： 2019 年 2
月 1 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。

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：
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
中国
・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，バス、徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

寮のすぐ横にスーパーがあるので便利。また寮の近くにいくつかバス停があり、交
通の便も良い。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

自炊と外食が半々。試験前などの忙しい時期は外食の割合が多い。
・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。
：

特にトラブルなし。

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。
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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。
位数
学生数
Academic English for
European Studies (ヨーロッ
パ研究用のアカデミック
英語)
European integration
theory and practice (ヨー
ロッパ統合の理論と実践)

１
２
３

Society and politics in the
balkans (バルカンの社会と
政治)

４

Liberalism, multiculturalism
and citizenship (リベラリズ
ム、多文化主義、市民で
あること)

S.Simpson

1.5h

4

M.Kucia

2.25h

5

N.Styczyńska 2.25h

5

D.PietrzykReeves

1.5h

3

５

約20 前半はプレゼンが複数あり、後半
はライティング課題が毎週出る。
約25 毎週複数のリーディング予習あ
り。プレゼン２回あり。
約20 毎週リーディング予習あり。プレ
ゼン１回あり。
約30 毎週複数のリーディング予習あ
り。志願制のプレゼンあり。

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

クラスは基本的に20-30人。成績評価は期末試験の比重が大きい。授業に来る学生
は基本的に真面目だが、よく休む人もいる。

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
9:3011:00

授業
16:0018:15

授業
14:1515:45

授業
15:0017:15

日
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

まず肝心の語学についてですが、英語を話せれば普段の生活でほとんど苦労すること
はありません。ほとんどのレストランやショップ、特に旧市街地にあるお店では英語
が通じます。もちろん、ポーランド語ができればより過ごしやすくなるのは間違いな
いです。
授業面では、自身は英語の授業のみ履修しています。学生はほとんどが留学生のた
め、それぞれアクセントを持つ英語を話します。ですので、聞き取る際は多少苦労す
る場合もありますが、細かいミスなどを全く気にせず互いに話せるのも事実です。こ
れは良い点だと感じます。試験については、自分が受けたものに限れば論述形式のみ
です。穴埋めや選択問題は一切ありませんでした。
次に生活面ですが、最も強調しておきたいのは物価の安さです。日本の物価と比べれ
ば、おそらく半分から3分の2程度かと思います。例外もありますが（日本食レストラ
ンなど）。大半のお店ではカード払いが可能なので、現金を多く持ち歩く必要はあり
ません。治安は大変良く、危険な場面にはまだ遭遇していません。交通の点では、基
本的にバスとトラムを使えば事足ります。徒歩での移動でも可能なほどです。気候に
関しては、基本的に乾燥しているので、乾燥肌な方や肌が弱い方などは十分な保湿な
どの対策が必要だと思います。加えて注意したいのが、冬の間は大気汚染が深刻なこ
とです。気管系統が弱い方は、口や鼻を覆う防護マスクを買うなど十分な対策をする
必要があります。ただし、日本の一般的な白いマスクを着けると不審者扱いされる可
能性が高いと思います。
最後に旅行についてですが、ポーランド国内を旅行する場合は基本的にバスを利用し
ています。値段は非常に安く、1000円から2000円で国内のどこにでも行けるのが便
利です。国外に行く際は、通貨の両替が必要（ポーランドはポーランドズウォティを
使用）なのが少々面倒です。ただし、近隣の国々では（ポーランド以上に？）カード
払いがかなり普及しているため、少額の両替で十分なのが有り難い点です。

