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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： 人文学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2019 年 2 月～ 2020 年 1 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： 2019 年 5
月 6 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
３ 語学力の向上
旅行ができる
２
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
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： 就学ビザ
在大阪イタリア総領事館
申請先：
必要日数： 申請〜受け取り→約10日
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。
必要なもの：長期タイプのビザ申請用紙、白背景のカラー証明写真（申請用紙に添付）、パスポート、パスポートのメインページのコピー、１週間以内の住民票、住居に関する証明、資金の証明（自
己資金の場合は銀行口座の通帳とそのコピー、親が資金提供する場合は所定の保証書と実印登録証明書、奨学金を受給している場合は奨学金発給証明書）、入学許可書（原本とコピー）、日本の大学
からイタリア総領事館に当てた英文ビザ発給依頼書、同行の間で取り交わされた交換留学協定書のコピー、滞在の全期間をカバーする、医療費の項目が無制限の海外傷害保険の契約書（原本とコ
ピー）※ホームページにチェックリストがあるのでしっかり各自で直前に調べてください。奨学金の証明書、交換留学協定書、ビザの発給依頼書は国際交流課に出してもらい、入学許可証、住居の証
明、入学許可証のデータ送信は、留学先大学にメールで依頼、あとは自分で準備しました。申請用紙含め全てのコピーを多めにとっておくと安心だと思います。
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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

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

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： ANA
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： 生協
マルコ・ポーロ
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： 朝10
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
チューターの出迎え
□その他（具体的に）
■
移動の所要時間・料金： 20
分， 8ユーロ
空港からの移動の際の注意点：

チューター制度があるので、留学前に案内が来た際に申請し、あらかじめ連絡を取
り合った上で、当日空港まで迎えに来てもらうのがいいです。
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。

）

授業登録の仕方などの説明、キャンパスツアー、ウェルカムパーティーなど。
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。

必要。申請方法は大学から指示があります。料金は大体120ユーロ、周りを見ていると申請か
ら受け取りまで半年はかかっているので、説明を受けたらすぐに準備にとりかかっったほうが
いいです。
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。

コースには参加していませんが、CILSというイタリア語認定試験に申し込みをしま
した。
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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： 人文学部
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2019 年 2 月～ 2020 年 1 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： 2019 年 5
月 6 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。

先輩や、現在留学中の友人、その大学から来ている留学生などに話を聞いたり、報
告書を読んだりした。

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： Junghans
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
ルーマニア
・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：
水上バス＋徒歩で15〜30 分，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

必ず水上バスを使わないと中心部には行けませんが、そのぶん住宅街なので静かで
す。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

キッチンが寮に２つしかないので、電子レンジを使って自炊したり、タイミングを
見計らってキッチンを使って作り置きしています。外食は高いのであまりしませ
ん。
・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。
：

渡航前にすぐ見つかりました。一人部屋を申請したい人は早めにしないと手こずるかもしれません。また、私
は留学期間が夏休みを挟むので、夏休み中に寮に住めない関係で、自分自身で夏休み以降の住居を探さなけれ
ばなりませんでした。大変でしたが、友達の情報やインターネットを使って見つけることができました。

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） 渡航後オンラインで本登録(変更可)
■
■
・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
１

STORIA DEL VIAGGIO E DEL
TURISMO ・旅行とツーリ
ズムの歴史

２

INTRODUZIONE ALLA LING
UA ITALIANA A2・イタリア
語初級

３

STORIA CONTEMPORANEA
DI VENEZIA・ベネチア近現
代史

４

Romantic Love in Japan and
Europe(VIU)

５

Cities, Global Change and S
ustainable Development(VI
U)

BERTRAND Gil
ls
BALLARIN Ele
na
PEZZE Stefan
o
PINNINGTON
Adrian
BASSO Matte
o

5

6

8

7.5

6

10

A1,A2レベルのイタリア語の授業。日本で少しでもイタリア語を勉強していて、渡
航後上達したいのなら、A2からスタートするのがオススメです。毎回新しい文法
が出てくるので復習は必須ですが、やりがいがありました。テストはコンピュー
ターによる選択問題でした。

2.5

6

20

ベネチアの近現代の歴史の授業。予習復習は必須というわけではありませんでした
が、深く理解したい人は必要かもしれません。プレゼンテーションと10分の口頭試
験で評価されます。

3

6

20

源氏物語とロミオとジュリエットを読んで、比較する授業。源氏物語について話し
ているときは比較的容易ですが、ロミオとジュリエットに関する話はしっかり教授
の話を聞かないとついて行けなくなります。文学的な議論がしたい人にはいいと思
います。中間に短いレポートが一つと、最後に長めのレポートが一つあります。

3

6

20

大枠は都市計画について学ぶ授業ですが、テーマは観光で、ベネチアで起こってい
るツーリズムと住民の衝突に関して講義、マッピングを使った分析、グループごと
のプロジェクトをします。中間テストと最後のグループ発表、まとめのレポートで
評価されます。

19世紀ごろまでの旅の歴史に関する講義。観光やツーリズムというよりは歴史学です。予習は特にいら
ないが、世界史の知識がなかった自分は帰ってから大まかに復習した。テストは口頭20分で、一冊本を
精読して口頭で説明し、そのあとは授業の内容について教授の質問に答えるというものでした。本を
丸々一冊読むのは苦痛でしたが、授業との関連づけを意識して発表することが大切だと思います。

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

留学生向けの授業と正規学生向けの授業で色々大きく違います。留学生向けの授業
は比較的小さいクラスが多く、出席が重視されます。正規学生向けの授業は大きさ
は大小様々で、出席はほぼ取られません。普段から勉強している人も多いですが、
テスト前になると特にみんな図書館にこもって頑張っています。
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

履修して
いる授業
＋空き時
間に興味
のある授
業を聴講

履修して
いる授業
に出席

午前：日
本語学科
のTA 午
後：興味
のある授
業の聴
講、もし
くは自由
時間

履修して
いる授業
に出席

履修して
いる授業
に出席

旅行や散
歩、課題
をやる

日
旅行や散
歩、課題
をやる
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

２月にここに来て、１セメスターがもうすぐ終わろうとしています。最初は右も左も
分からない状況でしたが、日本語が話せるチューターだけでなく９月から留学して２
期目に入る日本人の友達にもいろいろなことを教えてもらったおかげで、あまり苦労
はしませんでした。強いていうなら夏休み以降の宿探しは大変でした。言語に関して
は、観光地なので英語は割と通じるし、特にこの大学は日本語教育のレベルも高いの
で、日本語が通じる人が周りに多いです。これは安心要素でもある反面、甘えられや
すい環境でもあるというのを毎日の生活で感じています。だからこそ、その分イタリ
ア語で積極的に会話したり、検定試験に応募したりするようになりました。最初は英
語が伸ばせればいいと思っていたのが、今ではイタリア語で会話ができることに喜び
を感じています。逆に今まで比較的得意だと思っていた英語は世界基準を見ると全然
及んでいなくて、意思疎通の難しさを感じています。イタリア語と同時に伸ばすのは
難しいですが、話し合いなどで自分の意見が明確に伝えられるように、また
Academic writingがしっかりできるようにもっと頑張ります。授業に関しては、今期
は留学生向けの授業を中心に履修し、興味がある授業（イタリア語開講）は聴講する
という形にしていましたが、来期は自分の興味に従って正規学生向けの授業も取れた
ら良いなと考えています。私はAcademic year をまたいだ形の留学であり夏休みを入
れるとまだ半年以上ありますが、たかが１年されど１年、ぼーっとしているとあっと
いう間に終わってしまうと思うので、1日1日を大切にしたいと思います。

