神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

留学先大学： 国立台湾大学
留学先での所属学部・研究科： 文学院歴史学系
留学先での在籍身分： 交換留学生
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： 文学部東洋史専修
： 3年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 1
月 15 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。
□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）
３ 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
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
１ 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： 居留ビザ
台北駐大阪経済文化辦事處
申請先：
必要日数： 1日（申請から発行まで）
VISA 取得にかかった費用： 申請：6900円 健康診断：6〜7万円
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。
1，パスポート原本・コピー（2部） 2，申請書：Webで必要事項を記入し印刷 3，証明写真2枚 4，台湾大学の入学許可証原
本・コピー：留学が決まり数ヶ月後に国際交流課宛てに発送されました。 5，健康診断書：台湾大学に提出する分とあわせて健康
診断を受けました。 6，神戸大学の在学証明書：各学部の発行機で作成
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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

麻疹風疹など基本幼い頃に受けたであろう予防接種に加え、A型肝炎・B型肝炎・Tdap（破傷風や
ジフテリア・百日咳）を受けました。健康診断の同日に1回2〜3本、2週間ほどあけてさらに1回受
けに行きました。
1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等
保険の加入：大学のHPにも記載がありますが「学研災付帯海学」に加入しました。HPのリンクから画面の指示通りに記入事項を埋めればいいです。
費用は84,050円でした。
寮費の海外送金：寮が決まると初月分の寮費を海外送金で指定の銀行に振り込むよう指示されます。私は三宮の郵便局で済ませました。郵便局によっ
ては海外送金を取り扱っていない、もしくは職員が慣れていないため大きい郵便局に行くことをお勧めします。寮費は部屋によって異なります。

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： China Airlines

利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： JTB
留学先大学最寄り空港名： 松山
空港
空港到着時間： 12
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
■
チューターさんのお父さんが車を出してくれました
□その他（具体的に）
■
60
移動の所要時間・料金：
分，
空港からの移動の際の注意点：

台湾大学最寄りの空港は松山空港ですが、桃園国際空港の方がフライトの面で便利です。今では空
港から台北市内を繋ぐ電車ができて移動も楽です。バスやタクシーを利用するのもアリですが、語
学力に不安がある場合は避けたほうが無難かと思います。
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。

）

学生証の受け取りや中国語のクラス振り分けテスト等の日程、履修登録方法、中国語のクラス紹介、国際事務所職員の紹介、スクー
ルカウンセラーの紹介、宿舎・規則の紹介、台湾大学独自の英語学習プログラム（地域の小中学生向け）の紹介と参加の呼びかけ
オリエンテーションは英語と中国語の回があり、事前に選択したオリエンテーションに参加します。

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。
入国後15日以内に移民署へ行き、居留証の申請が必要です。移民署にある申請書に必要事項を記入し、パスポートや入学許可
証のコピー、証明写真など基本申請時に必要そうであろう書類を提出しました。何枚かは不必要だったようで返却されました
が失念しました。料金は1000元。2週間後にレシートと引き換えで居留証を受け取りに行きました。郵送も可。

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。

奨学金の在籍確認書は初月のみ国際課の担当者のサインが必要だったので事務所まで行きました。
登録日というものがあり、保険や雑費・健康診断など事前に指定された書類を持っていき、学生証
を受け取ることもありました。日時は個人あてに連絡が来ます。

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。

台湾大学で留学生向けに開講されている中国語のクラスを履修しました。2種類あり、１つは
週３朝8:10〜10:00、もう1つは週２朝8:10〜10:00のクラスで実質毎朝朝から中国語のクラス
があります。
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留学先大学： 国立台湾大学
留学先での所属学部・研究科： 文学院歴史学系
留学先での在籍身分： 交換留学生
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： 文学部東洋史専修
学年（出発時）
： 3年
本報告書記入日： 2018 年 1
月 15 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。

https://nakazimachica.com/ 台湾での留学生活をブログに詳しく載せており、各種手続きに際
しては大いに参考にさせてもらいました。今後情報がやや古くなるとは思いますが、手続き関
連に留まらず、留学に行く前に気になること（お金や住まいなど）も詳しく書かれています。
https://www.ntu.edu.tw/ 台湾大学の公式HPです。ここの留学生向けのページを見れば基本的
には解決すると思います。
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： 太子学舎
・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：
10〜15 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

大学まで歩いて10分弱と通学に不便な点は皆無です。MRTの駅も同じように近く、遠出するに
も便利です。駅構内には郵便局があり、そこで毎月寮費の振り込みをしています。
・毎日の食事はどうしていますか。
：
自分の部屋はキッチン付ではないので、基本的に外食です。寮の敷地内に7‐11とアウトレット店があり、7‐11は学
生証を見せれば学割が効きます。通学路の途中にはレストランから軽食屋・ファストフード店もあり、大学のすぐそば
には夜市がほぼ毎日やっているため食べるものには困りません。ただ、お店は日本よりもすこし早くに閉まります。

・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。
：

渡航前に見つかりました。寮費の海外送金は地元の小さな郵便局ではできませんでした。また、送
金の際の手数料がかかると言われましたが、その額が分からないとのことで寮費＋αを払いまし
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）
■
・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。

留学生向けの授業（國際生〜）は留学生優先との記載がありました。履修しているのは留学生
がほとんどで本科生はほとんど取らないそうですが…
・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。
学生数
位数
20人 授業は基本中国語で行われ、補足説明として多少の英語が用いられます。毎課ごとに
６
２
國際生一般華語
１
駱美秀
テストがあります。ほぼ毎回聽寫（ディクテーション）があるので、新出単語の予習
をしておかないと厳しいと思います。宿題も普通に出ます。

２

國際生實用華語

洪塘忻

４

２

20人

３

初級太極拳

游添燈

２

１

40人

４

日文翻譯

石川隆男

２

２

25人

國際生一般華語に比べて会話練習が多い印象です。教科書の内容に加え先生が個人的
に実生活で役立つ表現を捕捉しながら授業が進められます。私がとったレベルでは聽
寫はたまにありました。復習，テストについては上記とほぼ変わりありません。
楊式太極拳の初級の型を練習しながら、合間合間に体の使い方や太極拳の理念の講義
が挟まれていました。日本でも楊式に触れてはいましたが二十四式太極拳とは違い見
たことのない型でしたが基本理念はほぼ同じです。評価は太極拳に関するレポートと
習ってきた型のテストですが、変に緊張する必要はありませんでした。
台湾大学の日文科の生徒４：日本人１くらいの比率でグループを組んで、前半は講義を聞き後半はグ
ループで和訳作業と添削が基本の流れです。和訳する文章は授業前にも確認できます。台湾人の生徒に
単語の意味を説明してもらったり逆に日本語の似た単語の意味の違いを説明したり大変有益な授業だと
思います。評価は平常点と中間・期末テストで、直訳するだけでは高得点は取れないので注意です。

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

クラスは高校の教室くらいのサイズが基本になると思います。パワーポイントがよく用いられ、黒
板は図を書いたり補足説明に使われます。成績評価は神戸大学のものと差はほとんどないと思いま
す。ただ、中国語のクラスについては「家族が尋ねに来た」「旅行に行く」といった理由でも事前
に先生に伝えれば多少の考慮があります。無断欠席や寝坊の場合が最悪かと。現地学生はとても真
面目で、テスト期間にはクラブ活動は休みになり、図書館の自習スペースはほぼ満員になります。
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

8:10 中国
語クラス
〜10:00

8:10 中国
語クラス
〜10:00
10:20太極
拳〜12:00
12:30言語 （太極拳
交換
の友人と
〜14:30
昼食）

19:00頃→
夕食

8:10 中国
語クラス
〜10:00

8:10 中国
語クラス
〜10:00

12:30言語
交換
（午後：
〜15:00
台北市内
に出かけ
15:30日文 る）
翻譯
〜17:30

8:10 中国
語クラス
〜10:00
（午後：
図書館で
自習）

日

10:00卓球
クラブ
〜12:00

自由
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
9月から始まった留学生活もあっという間に前期が終わってしまいました。まだまだ自分の中国語能力は未
熟ですが、成長を実感する場面は多々あります。留学開始前の自分の中国語能力は、第二言語として1年半の
授業を修了し、専門の授業で中国語論文の精読をしており、HSK（漢語水平考試）4級程度で、読み書きは一
通りできても話す聞くはからきしダメでした。9月に来たばかりの時は、レジ打ちの店員さんの「你要袋子
嗎？（袋要りますか？）」という言葉すら聞き取れませんでした。文法は知っていてもいざ話す瞬間に頭に思
い浮かばなかったり、単語を知っていても聞いた音からその単語に結びつかなかったり、開始当初から不安し
かありませんでした。
それでも、聞き取りやすいようゆっくりと話してくれる言語交換相手や、中国語の上手な日本人の友人、週
５で受ける中国語の授業のおかげで徐々に耳が慣れていきました。やはり生活環境が中国語を基盤になったこ
とで、否が応にも語学力は伸びたと思います。10月下旬には家族が私の様子を見るついでに台湾旅行をしに来
て、私は地下鉄やタクシーの案内からレストランでの注文まで通訳のような役割を任せられました。完璧とは
とても言えたものではありませんでしたが、大きなトラブルもなく良い実践の場と達成感をもらい、モチベー
ションが高まったことを印象深く覚えています。
一学期を終えて現在どのくらいの中国語能力になったのか、私自身のメモ代わりとしてもご参考程度に書き
留めさせていただきます。
聞く面では、今まで音の連続でしか感じられなかった中国語が、単語の塊として区切られ、知らない単語が
出てきたときに「○○ってどういう意味？」と聞き返せるようになりました。初めて行ったお店でコースの説
明を受けた際には、文脈を読み取ることも相まって8割くらいは理解できました（残りの2割のために友人の助
けが必要ですが…）。
話す面では自分なりによく使う定型文ができてきて、場面によって形容詞だったり名詞を変えて応用できる
ようにしました。口が慣れてきて自然にスラスラ言えるものも増えてきたので今後も努力したいと思います。
「○○って中国語でどう言うの？」「○○までどうやって行ったらいいの？」といった質問パターンはとても
便利でお世話になりました。まだまだピンインや声調が分からない文字のほうが多いですが、「発音きれいだ
ね」とはよく言われるようになりました（お世辞でしょうが）。
書く面（主にメッセージのやり取り）では、辞書で調べる時間がある分話すよりも楽です。ただ、台湾人が
あまり使わないような単語だったり、辞書だけでは理解しきれない微妙な単語同士の差異があるので、やはり
難しいです。メッセージの利点は、台湾人が書いた文章が残るという点です。そこから新たに表現方法を学ぶ
ことができますし、後から確認することもできます。
読む面ですが、基本的に知らない単語をスマホの辞書アプリで調べれば大体の意味は理解できます。語彙力
が課題になっていくと思います。それでも皮肉った文章やジョークは理解がとても難しいです。
暮らしについてですが、神戸での下宿生活に勝るとも劣らず快適です。宿舎はとてもきれいで、周りの飲食
店も学生街にあるだけあって安く、学割でさらにサービスを受けることもあります。台湾大学の学生証はそれ
自体が悠游卡（台北版のICOCAのようなものです）になっており、自動で学生料金での支払いができます。
キャンパスもとても広く、構内には生協だけではなく某有名ファストチェーン店まで出店しており（そこも学
割アリ）、学生がとても大切にされているなと強く感じます。唯一不満点があるとしたらお風呂関連です。部
屋はユニットバスですが、バスタブが無く、シャワーカーテンの長さが足りず、床はビチョビチョになりま
す。また、日本人にとって大切な癒しのひと時ともいえる「湯船につかる」ことはできません。近くに庶民的
な銭湯はなく、お高いスーパー銭湯か、遠くの温泉地に行くしかありません。
留学生活もちょうど折り返しを迎えたところでもあり、この半年は主に語学力を伸ばすことを目標に頑張っ
てきました。来学期ではさらなる語学力の向上はもちろん、自分の専門分野にも注力していきたいと思いま
す。おそらく今の語学力では専門の授業には到底ついていける自信はありませんが、単位にはこだわらず聴講
という形でとりあえず先ずは参加してみようと思います。

