
神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式2）

ヴェネツィア大学

2018年9月10日～2019年6月22日

国際人間科学部

3回生

2019/6/30

2019/7/30

学年開始月日： 2018 年 9月10　日

学年終了月日： 2019 年 6月22　日

①　　　月　　　日～　　　月　　　日

②　　　月　　　日～　　　月　　　日

③　　　月　　　日～　　　月　　　日

④　　　月　　　日～　　　月　　　日

1-2
留学先大学の特長、人気のある分野等について記入く
ださい。

イタリアで1番レベルの高いの日本語学科がある

留学先大学のサポートについて記入ください。

　語学面でのサポート： 留学生向けの英語で開講される授業が多い

　勉学面でのサポート：

　精神面でのサポート：

　住居・生活面でのサポート： 寮を斡旋してくれる、イタリア人のバディをつけてくれる

　課外活動のサポート：

1-4
近況報告書提出後に、履修した授業について記入して
ください。 クリックで別シートへ

1-5
神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請
する予定ですか？

はい

2-1
住居についてアドバイスを含め自由に記入してくださ
い。（気を付けること等）

インターネット接続環境について

住居内のインターネット接続可否、プロバイダー、料金
等について記入してください。

寮にWi-Fiはない。12ユーロで30GBのSIMを使っていたので問題はなかった。どうしてもWi-Fi
を使いたいときは寮の近くの図書館に行った。

大学内のインターネット接続可否(wi-fi)等について記
入してください。

医療について

留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入
してください。また、健康管理や衛生面について特に注
意すべき点について教えてください。

銀行口座等について

留学先でお金を引き出す為にどんな準備・手続きをし
ましたか。（現地口座開設、キャッシュパスポート等）

キャッシュパスポートを作ったので銀行は開設しなかった

交換留学(派遣) 帰国報告書
あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、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）

1. 留学先大学について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での所属学部・研究科：

留学先での在籍身分：

留学期間：

2. 住居について

帰国日：

1-3

3-1

3-2

3-3

1-1

学期：

3. 生活について



神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式2）

奨学金を受給していた場合、奨学金名（財団名等）： JASSO奨学金

支給額(円/月)： 8万円/月

その他（渡航費等の支給）：

留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので、円価で記入してください。）

奨学金が80万円支給してもらい自費は80万円必要だった

航空運賃： 20万　　　　円

住居費： (月額)　　　4万　　　円　× (留学月数)　10　ヵ月　＝　　　　40万　　　　　円

食費： (月額)　　　2万　　　円　× (留学月数)　10　ヵ月　＝　　　　20万　　　　　円

保険料： 7万　　　　　円

その他： 50万　　　　円

合計（留学期間全体の費用）： 160万　　　円

留学先の文化・社会(習慣の違い等)について記入して
ください。

イタリア語が話せないとナメられる

大学外の現地の人々と、どの程度コンタクトを持ちまし
たか。

店で話しかけてきたときは、おしゃべりした

課外活動（ボランティア、インターンシップ、アルバイト
等）はしましたか。

日本語の授業にアシスタントとして参加した。単位も出る

留学先の「町」についてコメントがあれば、記入してくだ
さい。（安全性、外国人への態度等）

イタリアの中ではとても安全

6-1 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした
場合、どんなことをしたか教えてください。

7-1 現地で参考となった留学先国の情報（出版物、ホーム
ページ）を記入してください。

7-2 現地では手に入らない物、日本から持参すると良いと
思われるものがあれば、記入してください。

電子レンジで使う調理器具、あまりメジャーでない日本食

語学力について、差し支えの無い範囲で、留学前と帰
国後の客観的な指標を教えてください。

留学前：（　　　　　　　）　　　　　点　→　帰国後：（　　　　　　　）　　　　　点

7-4 振り返ってみて、何が最大のトラブルでしたか。 滞在許可書取得までのプロセス

7-5
留学前、留学期間を通じて、神戸大学のあなたへのサ
ポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば記
入してください。

7-6 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・
薦めない場合ともに、理由を記入してください。

薦める。主体的に行動すれば、多くのことを学ぶチャンスが多い

留学全体を振り返って、以下の質問に答えてください。 （5段階評価、5が最も高い評価、1が最も低い評価）

・留学先大学の授業の「質」（内容，レベル等）に満足し
ましたか

4

・留学先大学の学生サービスに満足しましたか 3

・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか 2

・住居の「質」（広さ，料金等）に満足しましたか 2

・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足し
ましたか

5

・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか 4

・留学全体の総合的な評価 4

4. 経費について（奨学金、留学費用）

4-1

5. 異文化体験について

6. 就職活動について

5-1

語学力の向上、異文化理解

7-7

留学することによって得られたことについて記入してく
ださい。（語学力の向上、キャリアパスの明確化、異文
化理解等）7-3

4-2

7. アドバイス、振り返り



神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式2）

帰国報告会での内容です。ヴェネツィア大学の簡単な紹介、ヴェネツィア大学をおすすめする理由、ヴェネツィアへの留学に向
いてる人についてです。

ヴェネツィア大学は、イタリアで1番レベルの高い日本語学科があります。日本語に興味のある学生が多く、話かけられる機会
が多いので友達は作りやすいです。日本語の授業に参加することで、客観的に日本語や日本文化について考える機会ができ
たことは貴重な経験でした。また、留学の体制が整っているので、寮やフラットを紹介してくれます。留学生1人にイタリア語が話
せる学生が1人バディとして紹介されます。滞在許可書を作る、SIMを買う時などイタリア語が話せないとナメられてちゃんとした
対応をしてもらえないことがあるので、とてもありがたかったです。

ヴェネツィア大学の1番おすすめでいる理由は、英語で開講されている授業が多いことです。
非英語圏にいくと、大学院の授業しか英語で開講されていないことがあるあるです。ヴェネツィア大学では、学部でも英語の授
業がかなりあり(もちろんイタリア語の授業がめっちゃ多い)、特別にSIE、VIUの授業があります。ヴェネツィア大学が開講してく
れる留学生向けのSIE、ヴェネツィア大学に留学している学生がうけることのできるヴェネツィア国際大学(VIU)の授業がありま
す。SIEではイタリア語　(週3回)の授業やヴェネツィアに関しての文化や歴史を学ぶ授業（週1）が多いです。個人的にはVIUの
授業が内容が面白くておすすめです。イタリア語(週4回）はもちろん、都市としてのヴェネツィアの観光について、IT系の授業で
は教室にドローン飛んでたり、バックグラウンド関係なく色々な授業(週2)を取ることができます。
また、ドラゴンボートなど、珍しいクラブがあります。このようなウォータースポーツのクラブに入ると、水の都の美しさをもっと楽
しめると思います。

最後に、ヴェネツィア大学に向いている人、向いていない人について。
向いてない人は、本気で語学を学びたい人。正直、英語やイタリア語を学びたい人はヴェネツィア大学は向いていません。観光
地で英語で生活しようと思ったらできるので、イタリア語を習得したい人は物足りないと思います。あと、日本人が多いので、うま
く距離感とって付き合えない人は注意です。個人的には何か学びたいことがあって、それを学ぶために英語やイタリア語の力を
それなりに伸ばすって感じです。もちろん日本にいるよりは英語の語学力は上がります、特にスピーキング。イタリア語開講の
授業を聴講した時、授業で何言っているか、雰囲気わかるレベルになりました。
逆に向いている人は、たくさん授業をとっていろんなことを吸収したい人、イタリアの文化などに興味がある人です。上で述べた
ように幅広い授業が揃っているので、自分で本当に興味のある授業を選ぶことができます。特にヴェネツィアは面白い歴史が
あり、カーニバルなどのお祭りやイベントが多いです。高潮のアクアアルタは二度と体験できない思い出です。
大学の勉強だけでなく、文化交流に興味があり、アクシデントも楽しめる人にヴェネツィア大学をお勧めします。

8. その他感想、後輩へのメッセージ等を自由に記載してください。（800字～）
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

Italian 10

・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

6
Italian
Language Pre-
Intermediate

Anna
Toscano 2.5h/3 6 プレゼン、筆記、口述テ

スト

本読んで口述テスト

レポートと口述テスト

プレゼンとレポート

レポート×3と口述テスト

Hitory of Travel
and Tourism

Gilles
Bertrand 1.5h/3 6

2.5h/1 6 English

1-4　近況報告書提出後に、履修した授業について記入してください。
予習、復習、テスト等の成
績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

筆記と口述テスト

10English

40

4
History of
Design of Glass
in Venice

Rosa
Barovier 2.5h/1 6 English 20

3
History of Arts
of Venice and
Veneto

Myriam
Namer

5

20

2
Geomatics, 3D
Data Acquisition
and Procrssing

Andrea
Maesiro 1.5h/2 6 English 10

1

Cities, Global
Change and
Sustainable
Development

Matteo
Basso 1.5h/2 6 English


