神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

留学先大学： ライデン大学
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分： Faculty of Humanitites
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 年 1 月
神戸大学での所属学部・研究科： 法学部
： 3年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2017 年 10 月 19 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。
□留学生センターの教員
□所属部局の教員
□以前に参加した先輩
□所属部局の掲示板
□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）
２ 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
１ 語学力の向上
旅行ができる
４ 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
３ 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： Residence Permit
ライデン大学
申請先：
必要日数： 数ヶ月
VISA 取得にかかった費用： 300〜400ユーロ程度
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。
パスポートコピー、今までに犯罪をしたことがない証明、オランダで生活できるだけの経済力の証明など。
（犯罪歴がない証明は、ライデン大から送られてきた書類にサインした。経済力証明は、求められた額を、
ライデン大に送金。そのお金は、オランダ到着後につくるオランダの銀行口座に移してもらえる。）
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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

なし

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

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： KLM

利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： タイリクトラベルサービス
留学先大学最寄り空港名： スキポール
空港
空港到着時間： 15
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： 約30
分， 約6ユーロ
空港からの移動の際の注意点：

なし

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
■
80ユーロ
参加費用：□無料 □有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

市内を歩いて回ったり、ボートツアーで運河を回ったりする。ご飯があまりおいしくなく、８０
ユーロはすごく高いと思うが、オリエンテーションで友達もできるので参加をおすすめする。
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。

必要。大学から送られてくるメールでアポを取り、市役所で申請する。数分で終わる。

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。

銀行口座の開設。大学がRabobankという銀行と提携しており、Rabobankで口座を作るなら、
必要な手続きは、大学のオフィスでできる。

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。

不参加
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留学先大学： ライデン大学
留学先での所属学部・研究科：
留学先での在籍身分： Faculty of Humanitites
留学期間： 2017 年 9 月～ 2018 年 1 月
神戸大学での所属学部・研究科： 法学部
学年（出発時）
： 3年
本報告書記入日： 2017 年 10 月 19 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。

ライデン大に留学した先輩から話を聞いた。また、同じ時期にライデン大に留学する他の学生
と情報を共有しあった。

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： Middelstegracht
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に）
■
・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。
：

良いと思う。隣にバーがあるが、騒音はそれほど気にならない。

・毎日の食事はどうしていますか。
：
自炊。（魚はものすごく高い。肉も日本に比べ高いため、主要たんぱく源が、卵と牛乳になっている。また、チーズは、安い
イメージがあったが、一部を除き、高いことに驚いた。米やパスタ等、安く手に入るものを利用している。ちなみに日本食
は、アジアンスーパーで手に入るが、ものすごく割高（納豆１パック３．９５ユーロ）なので、持参する方がよい。）

・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。
：
見つかったが、第三希望の、家賃が高い寮をわりあてられた。事前に希望の寮を決めておき、大学から申請ページが来たらす
ぐ申し込むべき。（キッチントイレ付きの一人部屋に限り、オランダ政府からのRental allowanceに申請できる。現在申請中
だが、もらえるかは不明。もしもらえる場合、結果的に、キッチンをシェアするより安くなることもあり得る。）

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
■
ライデン大学の教務にメールを送る。
・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。

希望履修者が多く、おそらく英語力で落とされたと思う。EU関連の授業が取りたかったが、EU
関連の授業は、ヨーロッパの学生を優先的に受け入れることを現地に来てから知った。
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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.
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
Liesbet
Dutch Debates
1
５
40人 まだディベートが始まってないが、面白く、おすすめ。履修
１
者はアジア系学生が多い。オランダ社会を様々な面から学べ
Winkelmolen
る。
２
３

History of European
Integration

Brian Shaev

１

５

80人

先生が、英語のネイティブのため、英語の勉強になる。許可
を取って、録音して自宅でもう一度聞いて復習している。

Religion in the
world

Albert de Jong

１

５

30人

授業は、宗教の起源や、その発展の様子を学ぶ。先生の人柄
がよい。

４
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

授業やテストは、レベルが高く、また、毎回のリーディングが多く苦労する。他の学生は、す
ごく熱心に発言する人もいる一方で、授業中にビールを飲んでいる人もいた。留学生の数が多
いことや、学生の年齢層が広いことが、日本の大学との違いだと思う。ライデン大では、授業
を録画するシステムがあり、教授がそれを利用する場合、たとえ授業に出られなくても、講義
を聴くことができる。
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

起床

起床

起床

自習

起床

起床
授業

授業
授業
復習

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～)

ライデンは、伝統的な街並みが続いていて、運河がたくさんあり、とてもオランダらしい風景
で、気に入っている。優しい人が多く、困っていると助けてくれる。生活しやすい街で、勉強す
るのによい環境だと思う。
オランダ人は、食べ物にあまりこだわらない、と聞いていたが、本当にその通りだと思う。大学
の食堂が、日本ほど充実しておらず、また値段も高いため、お昼ご飯を持参する人が多いが、多
くの学生が、パンに少しの具材を挟んだだけのサンドイッチを食べている印象で、日本のように
手の込んだお弁当をつくる人がいないことに驚いた。パスタをゆでただけのものを食べている人
も見かけた。
また、オランダ人の働き方が、すごくゆっくりしていることに驚いた。ファストフード店で、店
員が隠すこともなく携帯をいじっていたり、自転車屋さんが、お客さんが来てもYouTubeに夢中
だったり、学生が列を作って待っているのに、大学の事務の人がお菓子を食べながら同僚とお
しゃべりしていたりなど、日本では考えられないような光景をよく目にする。大学の事務は、役
割ごとに様々に分かれており、違う部署に行くと、知らない、とだけ言われてあしらわれ、日本
でそのような対応をされたことがなかったので、オランダに来たばかりの頃は傷ついた。今で
は、オランダでは、特に珍しいことではないと知り、日本とは違う対応にも慣れてきた。働いて
いる人の立場からすれば、オランダはすごく良い環境の国だと思う。こんな働き方でどうやって
社会が回っているのだろうと不思議になる。
様々な点で、日本と違うオランダは、日々いろんな発見があり面白い。半年だけの留学だが、こ
の機会を生かし、オランダにいるからこそできる経験を、積み重ねたい。

