留学先大学： ソフィア大学
留学先での所属学部・研究科： スラブ学部
留学先での在籍身分： 学部３年（交換留学生）
留学期間： 2017 年 10 月～ 2018 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
：３
学年（出発時）
本報告書記入日： 2017 年 11 月 22 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＞ アメリカ合衆国
＜期間＞ ３週間
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）
4
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
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
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： Dタイプビザ
在日ブルガリア大使館
申請先：
必要日数： 最低約1ヶ月
VISA 取得にかかった費用：
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。

特になし（私が行った際は隣国のルーマニアではしかが流行していたので、流行が継続してい
て、過去に受けていない場合は接種をお薦めします）
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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

特になし（私が行った際は隣国のルーマニアではしかが流行していたので、流行が継続してい
て、過去に受けていない場合は接種をお薦めします）

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等
大学で健康診断書を発行してもらう、海外保険への加入とその証明、資産の証明、ソフィア大学からの入学許可書。
入学許可書はなかなか届かないので、担当者にしっかりと催促をし早めに行動した方が無難だと思います。原本が間に
合わなくてもPDFを印刷していけば大丈夫です。ビザの申請にお金はかかりませんが東京まで行く必要があります。

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： カタール航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： Expedia
留学先大学最寄り空港名： ソフィア
空港
空港到着時間： 12pm
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
日本学科の学生の出迎え
□その他（具体的に）
■
移動の所要時間・料金： 約30
分， 約280円
空港からの移動の際の注意点：

特になし

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
■
参加費用：□無料
□有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

エラスムスプログラムの学生向けに開かれるオリエンテーションで私たちも参加できますが、全ての内容があてはまるわけではあり
ません。履修のための各学部説明会の情報や国際学生証の作り方、定期券の買い方などを教えてくれます。留学生のサポート団体で
あるエラスムスの紹介もあります。
オリエンテーションの時期は現地学生の入学式よりも遅いです。

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。

必要です。到着後、日本学科の学生に仲介してもらい警察署で手続きします。無料で、パス
ポートと住居証明が必要です。その場で手続きが済むので取得に日数はかかりません。
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。

入寮の手続き。これも日本学科の方が手伝ってくれます。

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。

大学で開講しているブルガリア語コースを履修しています。普通の授業なので追加料金はかか
りません。セメスター制です。

神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

留学先大学： ソフィア大学
留学先での所属学部・研究科： スラブ学部
留学先での在籍身分： 学部３年（交換留学生）
留学期間： 2017 年 10 月～ 2018 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日： 2017 年 11 月 22 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。

情報が限られていて、ウェブよりも前の先輩の体験談が頼りになりました。実際にお会いして
話を聞けたのが大きかったです。あとは継続的に学生を派遣している東洋大学や福山大学、茨
城大学などからの情報を得られれば良いと思います。

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：
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
日本
・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：
30 分，バスと地下鉄
・住居の周りの環境はどうですか。
：

学生街なので若い人をよく見かけます。静かで落ち着いていますが、野犬や車通りが多いで
す。スーパーやランドリーがバスで５分ほどのところにあります
・毎日の食事はどうしていますか。
：

寮のキッチンの使用は煩雑でほとんどの人は使っていないため、部屋でルームメイトと調理器具
をシェアして自炊したり、外食で済ませたりしています。物価が安いのでどちらにしろ日本より安
く抑えられますし、大学には学食もあります。
・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。
：

渡航後に知らされました。トラブルは特になかったです。

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。

配慮というか、基本的には留学生向けの授業を履修することになります。
英語で開講されている現地学生向けのコースも履修可能です。
・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
Everyday Life in
8-10 最終試験はショートエッセイです。ブルガリアの生活に関す
Prof. Ilia Iliev 90min
5
１
Bulgaria under
Socialism

２
３

National, Ethnical,
Global Identities

Prof. Maria
Dimitrova

90min

5

4-5

Holocaust and Rescue in
contemporary prospective.
The Bulgarian Case

Prof. Albena
Taneva

90min

5

15-20

プレゼンとエッセイが最終試験です。シナゴークを
訪ねたりドキュメンタリーを鑑賞したりもします。

150mi
n×3

15

7

中級クラスの下のレベルに所属しています。課題は出ますが
多くはありませんし、先生の教え方がとても上手です。キリ
ル文字の事前知識があるとよりわかりやすいと思います

Bulgarian
Language Course

４

る話なので街を歩いて建物を見たり歴史のツアーに参加して
予備知識を入れておくとより良いと思います。

最終試験はショートエッセイです。授業内で自分の国のア
イデンティティに関するプレゼンテーションをします。

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

私がとっているものはすべて少人数ですぐに質問が出来ますし、教授との距離も近いです。成
績は留学生基準で評価されるのでそこまで敏感にならなくてもよいようです。
突然の休講は割と普通に起こります。

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

講義（聴
講）
図書館

講義
講義

講義

講義２

講義２
帰宅
講義
帰宅

帰宅
帰宅

帰宅

エラスム
スの学生
と過ごす
（旅行や
イベント
など。平
日の夜も
割と催し
物が）

日
エラスム
スの学生
と過ごす
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
最初に勉強のことについて書くと、授業は本当にルーズで、履修の際はかなり振り回されます。オリエン
テーションもなかなか行われず、最初はやきもきするかと思いますが、しっかりと自分が取りたい授業の
教授と直接連絡を取ることでスムーズに進むはずです。のんびり構えて、時間を持て余すようなら小旅行
などに行っても有意義かなと思います。
授業は興味深くどれも履修して良かったと思っています。ブルガリアにいるからこそ学べることを選び
たくて社会主義時代の生活やホロコーストの授業を取りましたが、思っていた以上のものがありました。
例えば教授が実体験として話をしてくれたり、街を実際に歩いてみて符合するものがあったり、また講義
を受けるまで知らなかったのですがブルガリアは自国内のユダヤ人をナチスから守った稀少な国だそう
で、その過程をまさにその土地で学んでいるのがとても恵まれた環境だと思います。
語学面は、他大学からの日本人留学生が案外いるので日本語を使う場面もありますが、基本的にヨーロッ
パの留学生やブルガリア人学生とは英語で話すので、もっと上手く話したいというモチベーションがあが
ります。またネイティブスピーカーが少ないので、人それぞれ十人十色の英語に触れることになり面白い
です。C２レベルの話者との会話ではついていけず悔しい思いをすることもありますが日々頑張ろうと思
います。ここに来ている留学生は数カ国語話せる人が多いので、どんな言語を学びたい人にもお勧めで
す。私の場合ロシア語の会話能力を伸ばすのが目標なのですが、既にたくさんのロシア語話者に出会いま
した。
ブルガリアでは半分以上の確率で英語が通じます。傾向としては若い人のほうが話しますが、高齢でも流
暢な人は結構いますし、日本よりも英語レベルは高いように感じます。ただ、生活していく上で最低限の
ブルガリア語は必要です。普通に暮らしているうちにだんだん身についてはきますが、やはり事前に勉強
しておくか授業を取った方が楽かなと思います。それにその国にいるのならその国の言葉でその土地の人
と会話出来た方が素敵だと私は思います。簡単な言語ではないですが…。
ブルガリアに来てからの印象としては、まずとても暮らしやすい国だと思います。ソフィアは首都です
がコンパクトでバスやメトロでどこへでも行けます。生活に必要な物も近場に揃っていますし、何より物
価が安いです。食べ物も日本食に比べれば濃いかもしれませんが美味しいです。ファストフードから隠れ
家的なお洒落なお店まで色々な雰囲気を楽しめます。ただ生活していくうえで、寮の設備はそこまで整っ
てはいません。家賃が破格なのと、言っても一年の住まいなので気にしていませんが、部屋にキッチンは
なく（ルームメイトと共用でコンセント式のIHを使って自炊しています）、WiFiが突然切れたり、洗面
台が極度に小さかったり、ベッドの弾力性がなさ過ぎたり…と色々あって、かつ相部屋なのでプライベー
トもないので、ストレスに感じる人は街に出てフラットをシェアしています。ただ日本人は皆問題なく暮
らしているのでなんとでもなると思います。
またブルガリアは親日的な人が多いように思います。アニメやマンガはもちろん、日本文化や武術に興
味を持っている人も結構います。ソフィアでは日本文化のイベントも開かれていて、予想以上に盛況でむ
しろ驚いたくらいです。もし留学するなら、日本食やお菓子をお土産に持って行くと喜ばれると思いま
す。またブルガリア人に限らず留学生も興味を持ってくれているので寮で料理を振る舞ったりできれば仲
が深まると思います。
最後に、留学を始めてみて思ったのが、自分には選択肢が無限にあるということです。特にソフィア大
学は勉強面での制約が多くないので時間をどう使うか自分で決めないといけません。何がしたくてここに
来たのかを忘れずに、一方では色んな機会に参加して人と繋がってまた新しいものを見つけていけるよう
に、これからの留学生活もしっかり頑張りたいと思います。

