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ボローニャ大学
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1年

経済学部

3回生

2018/11/16

交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

その他を選択した場合、記入してください。

この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ものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど）

  語学力の向上 2
  プログラムの時期がちょうど良い 4
  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い 3
  将来のキャリアのため（就職に役立つなど）

  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 1
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前に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。

オンラインでイタリア留学を経験された方のブログなどを読みました。それから神戸大学の先
輩で同じ大学に留学されていた方にもたくさん質問させていただきました。

VISAについて

　VISAの種類： 交換留学用就学ビザ

　申請先： イタリア総領事館

　必要日数： 1日

　VISA取得にかかった費用： なし

　VISA申請のために求められた書類：
住民票、戸籍謄本、住居に関する書類、通帳とそのコピー、奨学金受給書、海外保険の契約
書、交換留学協定書のコピー、英文ビザ発給依頼書、入学許可書

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

住居に関する書類は、賃貸契約書などの原本が必要なので、入手するのに時間がかかりまし
た。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

神戸大学の付帯海学

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

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. 出発前について

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：

留学先での在籍身分：

留学期間：

1-1

1-5
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： エミレーツ航空

　到着空港名： ボローニャ・グリエルモ・マルコーニ空港

　空港到着時間： 13:20
　到着地からの移動手段： タクシー

　移動の所要時間・料金： 30分30ユーロ

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

住居について

　住居のタイプ： アパート

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前：

　部屋の種類： 二人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： 留学生

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 先輩からの紹介

　大学までの通学時間・手段： バスで20分

住居の周りの環境はどうですか。 住宅街で落ち着いている。

毎日の食事はどうしていますか。 自炊

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

渡航前に先輩から紹介してもらえたので、スムーズにいきました。

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加について 必須

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 履修登録の仕方、テストの登録の仕方について教えてもらいました。

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。書類を作成して、郵便局でお金を払い、警察に指紋を取りに行く必要がある。料金は全
部で1万円ぐらい。申請してから取得するのに半年ぐらいかかる。この滞在許可証は原則、帰
国時に返却する必要があるが、返却方法が曖昧で空港では受け取ってもらえない場合があ
る。（その時は日本に帰ってから大使館を通して返却する。）

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

3-1
語学力向上のために、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。

ボローニャ大学、CLA(留学生なら無料)

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

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。 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。

開講するキャンパスが離れていた。

4-2 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。 クリックで別シートへ

4-3 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。 クリックで別シートへ

2-2

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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現地に到着した直後は周りに知り合いが誰もおらず、とても不安でしたが、大学の留学生デスクに
チェックインした時に、同じく日本からの留学生や、他の国からの留学生の友達もできて安心しまし
た。ボローニャは大きな観光都市ではないので、街で買い物をしたりカフェに行ったりする時にはイタ
リア語が必要になるのでかなり苦労しましたが、留学前に少しイタリア語を勉強していたのと、イタリ
ア語のコースを現地で受けたのもあって、少しずつ日常生活に必要なイタリア語は話せるようになっ
てきました。大学の授業は、やはり英語を聞き取ってノートを取るのに必死で、復習に追われていま
すが、授業に寄ってはその日の授業内容をクイズ形式にしてオンラインで出題してくれるものもあり
とても助かっています。10月末には１つ中間テストがあったのですが、なんとか合格点を取ることが
できました。ボローニャ大学は受け入れている留学生の数がとても多く、英語で開講されている授業
には様々な国からの留学生がいて、私も同じ授業を取っている友達が数人できました。課外活動と
して何かしてみたいなと思い、探してみて、今コーラスの活動に参加しています、活動は週2回夜に
行われて、もちろんイタリア語の歌なのでとても新鮮で楽しいです。ボローニャでの生活については、
想像していたよりも、色々な物が日本と同じように売っていて、値段も日本とそんなに変わらないで
す。なので、日本から持ってくるものをもう少し減らせたかなと感じました。ただ出汁の素などは全く
売っていないので、持ってきておくといいかなと思いました。食事は自炊をしていてパスタが安いの
で、色々な種類のパスタを使いつつ料理しています。9月10月の週末はイタリアの他の街に出かけた
りしていたのですが、これからまた長期休暇があるので機会があれば、ヨーロッパの他の国にも旅行
してみたいと思っています。

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（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

月 火 水 木 金 土 日
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
23:00

コーラス

他の街に遠出したり、
図書館で勉強したり等

コーラス
授業

授業

授業授業

授業

授業

5

80人程

2 Commercial Law
Alessandro
Pomelli

1コマ3時間
×10コマ

6cfu 英語 100人程

1
Behavioral
economics

Maria
Bigoni

1コマ3時間
×22コマ

8cfu 英語

4-2 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。
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

成績評価は中間テストと期
末テスト。オンラインに資料
を上げてもらえる。

50人程

4
Introduction
to Italian Culture

Stefano
Cavazza

1コマ2時間
×12コマ

6cfu 英語 150人程

3
Public Finance
and Public Policy

Luigi Alberto
Franzoni

成績評価は期末テスト。オ
ンラインに資料を上げても
らえる。

1コマ3時間
×15コマ

6cfu 英語

留学生向けの授業。毎回オム
ニバス形式で、最後にエッセイ
を提出する。

成績評価は中間テストと期
末テスト。板書のメモがとて
も重要。

4-3 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。

・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
授業の履修登録は必要なく、試験を受ける時に登録する仕組み。私が受けている授業は特に提出物が課さ
れることはなく、基本的に試験の結果で評価される。多いときは留学生の割合が半分くらいになるが、大体は
現地の学生が多い。

6


