神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

交換留学（派遣）近況報告書

留学先大学：国立台湾大学
留学先での所属学部・研究科：経済研究科
留学先での在籍身分：大学院生
留学期間：2018 年 09 月～ 2019 年 01 月
神戸大学での所属学部・研究科：経済研究科
学年（出発時）
：M2
本報告書記入日：2018 年 11 月 02 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
□その他（具体的に）
□留学フェア

□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 地理的な条件が良い
学術的な目的（研究を深める等）
語学力の向上
旅行ができる
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
3
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
4 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：留学
台北駐大阪経済文化弁事処
申請先：
必要日数： 一週間
VISA 取得にかかった費用： 台湾ドル 1000元
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、証明写真、入学許可証、交換留学協定文、在学証明書
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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

麻疹予防接種・一回・ 8000円くらい

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

GEMs登録、OSSMA登録、学研災付帯の「海外留学保険」加入

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： EVA AIR
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：
TAIPEI
TAIWAN
TAOYUAN INTL
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： 現地15:05
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： 60
分，台湾ドル 1000元
空港からの移動の際の注意点：

公共交通機関で移動するのが安いです。私は初めて来たから、わからなくてタク
シーを使いました。みなさんには公共交通機関がお勧めです。
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。

）

現地生活方法と授業の履修登録です。国際教育院長のあいさつ、台湾でのマナーに
ついて、留学サポーターとの顔合わせです。
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。

私は半年なので、現地で滞在許可書申請は不要です。
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。

なし

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。

参加しませんでした。
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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：経済研究科
留学先での在籍身分：大学院生
留学期間：2018 年 09 月～ 2019 年 01 月
神戸大学での所属学部・研究科：経済研究科
学年（出発時）
：M2
本報告書記入日：2018 年 11 月 02 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。

留学経験者のレポートを見ることがおすすめです。
台北駐大阪経済文化弁事処ホームページ

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：太子學舍 Prince House 水源
・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：
歩き10 分，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

学校に近いし、周りに食べ物や生活用品の店も結構多いです。公共交通機関を使わ
ずに徒歩で行くことのできるスーパーや娯楽施設などは多いです。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

学校や寮の周りに飲食店が多いから、学食等で外食しています。
・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。
：

寮なので、渡航前に決めており、問題なし。

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。

・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
２
３

探索臺灣：女
性與臺灣社會
日文經濟學選
讀一
日語會話二上

郭任

2

2

192

黃金茂

2

2

12

服部美貴

3

3

29

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

授業ごとに異なり少ないものは30人から多いものは400人ほどいるものもありまし
た。成績評価はテストのみではなく出席率や提出物なども大切です。現地学生は学
業に一生懸命取り組んでいます。

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
土曜日は登
8:00
山クラブ活
9:00
授業時間 授業時間 論文読む データ分析 来週の授業 動
10:00
と論文書く の準備と宿
授業時間 授業時間
11:00 授業時間 授業時間 論文読む 17時まで 題
12:00
13:00
授業時間
14:00
授業時間 卒論書く
15:00
授業時間 卒論書く
16:00 運動時間 授業時間 卒論書く
17:00 運動時間
映画見に行
18:00
く
19:00
20:00
21:00
22:00

日
フリーな
日、友達と
遊んだりし
ます。
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

一学期の交換留学では、海外旅行や短期語学研修とは異なる経験をする。楽しいこ
ともあるが、大変なこともある。その土地に住むことは、身の回りのことは自分でな
んでもしなければならない。食事の支度、日用品の買い物、洗濯、掃除など生活面の
ことをしながら、授業の課題にも取り組んでいかなければならない。留学を通して、
自立した人間になれたと思う。多種多様な人と交流することで、異文化を理解し受け
入れることの大切さを学んだ。ぶつかることも多々あったが、自分の価値観を押し付
けずに相手のことを理解することから始めていくように心がけている。留学を通し
て、世界中に一生の友達ができたことが、人生の宝物である。留学を充実したものに
させるために、留学前の準備が大切だと思う。留学中よりも留学準備の方(特に手続き
や健康条件)が初めてのことばかりで大変だった。十分余裕を持たせて、しっかり準備
すれば留学生活もトラブルなく順調に進むと思う。調べたり聞いたりすれば分かる情
報はすべて手に入れておくことが大切である。留学自体が大きな挑戦だが、留学に
行ってからも挑戦することが多かった。留学へ行く切符を手に入れることはゴールで
はなく、ようやくスタート地点に立ったことを意味する。よって、そこで満足するの
ではなく、どのような留学生活にしたいのか、留 学先で何にチャレンジしたいのか
等、一歩の先のことに目を向けてみましょう。
次に大学や学生の雰囲気について自分の感想を述べます。国立台湾大学は、広大な
キャンパスを有する大学で、図書館には学ぶ環境が整っている。大学の雰囲気は、皆
自分の時間を楽しんでいる印象である。晴れている日は芝生で日光浴をしたり、大学
構内にあるジムで運動をしたり、図書館で勉強をしたりと皆自分の時間を楽しみ、日
本の大学と比べゆったりとしている。 学生は様々な国籍から構成されており、キャン
パスにいても日常的に中国語以外の言語を多く耳にする。

