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交換留学（派遣）近況報告書

2017-1

留学先大学： ヴェネツィア大学
留学先での所属学部・研究科： Humanities
留学先での在籍身分： International Student
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 年 6 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： 2017 年 11 月 13 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＞ オーストラリア
＜期間＞ 3週間
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
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
異文化体験
経費が安い
3
個人的理由
その他（具体的に） 昔からの夢だったから
1-4. VISA について
VISAの種類： 就学ビザ
イタリア総領事館
申請先：
必要日数： 2週間
VISA 取得にかかった費用： 約6000円だったと思います。
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。
提出に必要な書類は、総領事館のホームページにすべて載っています。私が提出した時に、提出物が追加されていて少し焦り
ました。早めに用意するにしても、申請直前まで必要書類はチェックすべきです。また、申請はネットから予約しなければな
りません。その予約も早くから埋まっているので、ギリギリにならにように早めに予約をすることが大切です。
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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

ビザに関して追記ですが、基本的に書類は原本でなければ受け取ってくれません。特に留学許可書
や住居に関する書類は決まった形式があるようで、それ以外は受け取ってもらえなかったので、申
請の後日に大学と寮の管理者にメールし、直接領事館にメールで送ってもらいました。
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： エミレーツ航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： 生協
留学先大学最寄り空港名： マルコ・ポーロ
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
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 30
分， €8
空港からの移動の際の注意点：

ヴェネツィア大学にはバディー制度があります。私はそのバディーに空港まで迎えに来てもら
いました。
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。

）

履修登録について。またオリエンテーション後、キャンパスツアーがあり、学部ごとにキャン
パスや図書館がどこにあるか案内してくれました。
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。
必要です。必要書類をだいたい日本でそろえる。→必要書類を持って学校のオフィスへ。（事前予約必要）→全
ての書類を持って郵便局へ。→仮滞在許可書とその他必要書類をもらう。そこでQuesturaに行く時間を指定され
るので、指定された日時にQuesturaに行く。私もまだQuesturaに行ってないので、その先はわかりません。

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。
Italian-A1
ヴェネツィア大学が提供しているものです。
料金は€100
単位はありません。
期間は10月から12月までと短いですが、1コマ2時間半の授業を週2回受けるので進度は速く感じます。
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留学先大学： ヴェネツィア大学
留学先での所属学部・研究科： Humanities
留学先での在籍身分： International Student
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 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
本報告書記入日： 2017 年 11 月 13 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。

留学フェアや神戸大学のホームページから情報を集めました。イタリアについてはまた先輩の
経験談を聞けたのが1番大きかったです。

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

ヴェネツィアの真ん中にあるので、どこに行くにしてもアクセスが良い。

・毎日の食事はどうしていますか。
：

キッチンがなく、冷蔵庫・電子レンジ・オーブントースター・電気ケトルしかないので、日本から
持参したパスタを作れる容器を利用してパスタをゆでたり、サンドイッチを作っています。
・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。
：
寮の管理者に到着時間をメールしていたにもかかわらず、寮に到着した時に誰もおらず、部屋の番号
も、鍵も、寮を出入りするのに必要なカードもしばらくもらえず、あたふたしました。寮にいた方に管
理者に電話をしてもらい何とかなりましたが、これがこちらに来て一番大変な出来事でした。

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。

オンラインでの事前登録が必要なものが多く、それを知らなかったため、期限が過ぎてしまっ
ていたり、期限ギリギリで人数があふれていたりしたため。履修登録は、オフィスが丁寧に教
えてくれる訳ではないので、めんどくさいかもしれないが、自分で本当に細かいところまでき
ちんと調べるべき。
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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
毎回宿題が出ます。予習は必要だとは思わないが、復習が
15
Italian A1Barbara
2
0
１
大切。テストはオーラルとウェブテストだと思う。
Beginners
Bonadio
２

History of
Design

Martino
Pietropoli

1

6

30

テストはイタリアデザインに関することを
プレゼンする。テーマは自由。

３

History of Arts of
Venice and Veneto

Myriam Pilutti
Namer

1

6

30

グループプレゼンと筆記試験。筆記試験の
ために本を読む必要がある。

４

History of
Venice

Isabella
Cecchini

1

6

20

筆記試験のみ。ただし、筆記試験のため
に本をよむ必要がある。

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
私が履修しているクラスのサイズは、日本に比べて小規模です。成績の評価の仕方は日本とあまり変わらないと
感じますが、筆記試験が難しいのではないかと予想しています。理由としては、試験のために本を何冊か読まな
ければならないからです。どの本も知らない単語が非常に多くて、苦労しています。
こちらの学生はとても勉強熱心で、図書館で寝ている人などを見たことがありません。また、授業中に先生に質
問をしたり、先生から質問を投げかけられても、積極的に意見を延べている人を多々見かけます。自分の専門分
野に対して、興味関心が高い学生が多く、見習わなければならないと感じさせられます。

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

起床

起床

図書館や寮
で勉強した
り、旅行の
計画を立て
たりする。

Italian
18:00-20:30
帰宅

起床

起床

日本語会話
10:30-12:00

History of
Design
16:30-19:00
帰宅

起床

History of
the Arts of
Venice and
Veneto
11:30-14:00

勉強・買い
物等

History of
日本語会話 Venice
15:45-17:15 14:00-16:30
Italian
18:00-20:30
帰宅

日

買い物・
観光

買い物・
観光
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

ヴェネツィアに来て、ちょうど2ヶ月が経ちました。こちらの生活にも慣れ、自分なりの生活
リズムができていると実感しています。ヴェネツィアは道が複雑だと思われがちですが、その道
にもかなり慣れ、迷うことの不安などもなくなってきました。到着して1週間くらいは、寮での
過ごし方や、街での買い物の仕方が全く分からずあたふたしていましたし、初日は先ほども記載
した通り、寮での手続きにかなり手こずったため、初日にも関わらず日本に帰りたいと思いまし
たし、初めてこちらで食べたご飯もそのせいでおいしくありませんでした。しかし、自分でも驚
くことに、2週間ほど経てば慣れてしまいます。今では知らない場所を散策するのが楽しいと思
えるくらいです。
しかし私は後悔していることが1つあります。それは、渡航前に授業についてもっとよく考え
たり、調べたりするべきだったということです。人に聞いてばかりで、自分から動かなかった私
は授業についての下調べが不足していたため、履修したかった授業をいくつか見逃す羽目になり
ました。それがこちらに来て唯一、後悔していることです。下調べはきりがないかもしれません
が、本当にきちんとするべきです。そうすればきちんとした留学生活のスタートをきれると思い
ます。
また唯一不満があるとするならば、寮にキッチンがないことです。コンロやIHがないうえ、そ
のような器具を持ち込むことが禁止されているので、自炊するのに苦労していて、飽きてはいま
せんが毎日ほぼ同じものを食べていて、自分の好きなように料理を作れないのが不満な点です。
キッチンさえあれば、寮に関しては特に言うことはありません。日本から電子レンジで使える器
具を絶対に持参するべきです。
現在私は友達作りに苦労していて、周りのみんなに比べればおそらく友達の人数はすごく少な
いし、日本人の友達がイタリア人や他の留学生と遊んでいるのをみると、自分は何をしているん
だろうと落ち込んだり、焦ることがよくあります。また帰国した時のことや自分の将来について
よく考えますが、そうするとそもそも自分はどうして留学を希望したのか、このヴェネツィアと
いう街で何を学びたいのか、何を得たいのかという問題に必ずぶち当たります。でもそういう時
は、私は私のペースで時間を過ごせばいいし、友達と全て同じようにする必要はないと考えてい
ます。（しかし友達が大いに越したことはやはりないと思うので、自分ももう少し積極的になろ
うとも思い始めています。）また将来については、自分が興味あることは後悔しないようにやっ
ておこうと決めてそれを実行するようにしています。例えばコンサートに行ってみたり、美術館
に積極的に足を運んだり、そうすると、たった2ヶ月ですが、今自分が興味あることが少し見え
てきた気がします。まだまだ自分の考えは浅いですが、残り8ヶ月を通して、この留学が有意義
なものになるように、また自分の将来に対しての考えを深められるように、きちんと計画をした
り、考える時間を作りながら過ごしていきたいと思います。
日本では自分のことについて考える時間がほとんどなく、暇な時も時間を浪費するような時間
の使い方しかしていませんでしたが、こちらに来てからは、10ヶ月間の留学という限られた時間
がある分、日本で生活していた時よりも、随分時間を有効活用できていて、それが私がヴェネ
ツィアに来て、最初に得られたことです。

神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

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. 神戸大学では所属学部・研究科教務係及び国際交流課にて，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（所属学部・研究科又は国際交流課）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：
）

