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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 はい

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。 フィリピン　一か月

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 所属部局の教員

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

  プログラムの時期がちょうど良い

  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

  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

  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。 先輩

VISAについて

　VISAの種類： 居留ビザ（日本で停留ビザを取って台湾に来てから居留ビザに変更する）

　申請先： 大阪の台北駐在文化代表処

　必要日数： 1週間程度

　VISA取得にかかった費用： 10,000円程度

　VISA申請のために求められた書類： 入学許可書、パスポート、写真

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。

1-6 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

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。 神戸大学で進められた保険

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

1-3

留学期間：

本報告書記入日：

1-1

1. 出発前について

1-5

1-2

交換留学(派遣) 近況報告書

留学先での生活はいかがですか。本報告書は以下の目的のために使用されます。
① 皆さんの近況等を把握するための資料です。何か困ったこと等があれば、本報告書に限らず速やかに教務係までご連絡ください。
② 留学を考えている後輩達のための有益な資料となります。留学経験を共有するために、ぜひご協力ください。

本報告書は交換留学開始後、2～3 ヶ月以内に写真データと共に提出してください。(経営提出締切日12/6）

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）

氏名：

留学先での所属学部・研究科：

メールアドレス：

学籍番号

留学先大学：

留学先での在籍身分：
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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）： tigerair
　到着空港名： 桃園空港

　空港到着時間： 13時ごろ

　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 500円程度

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

タクシーに乗ってもそんなに高くならないのでタクシーで移動したほうが楽だと思います

住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　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： Chang hsing dorm

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： リストから選択してください

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 5分、自転車

住居の周りの環境はどうですか。 大学が近く、スーパーも近くにあるので便利です

毎日の食事はどうしていますか。 寮の近くのレストランや夜市で買っています

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。

特になし

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

　参加義務について 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。 大学生活について

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。

ビザを居留ビザに変更する必要があります。必要なもの：写真、パスポート、VISA、入学許可書

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。

特になし

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。

週に二回中国語の授業を受けています

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　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。 有り

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。 人数制限があるクラスでは留学生が優先されることが多かったです

希望通りの授業が履修できましたか。 はい

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。

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

2-3

2-4

4-1

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

2. 留学先到着後の手続きについて

2-2

2-1
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6-1

神戸大学では所属学部・研究科教務係及び国際交流
課にて、留学を考えている学生等のために報告書を閲
覧できるように保管します。あなたは、本報告書を閲覧
資料とすることに同意しますか？（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。）
※閲覧資料にすることに同意しない場合でも、あなた
の近況等を把握するため及び本プログラムの改善の
ために学内関係部署に転送することがあります。

はい

6-2 あなたの報告書の一部を引用して、本学の印刷物や
ウェブサイトに掲載することに同意しますか？

はい

6-3 もし写真を提出する場合、あなたの写真を報告書とと
もに閲覧資料にすることに同意しますか？

はい

6-4 もし写真を提出する場合、あなたの写真を本学の印刷
物やホームページに掲載することに同意しますか？

はい

もしあなたと同じ大学（国）に留学する神戸大学の学生
があなたと連絡を取りたい場合、あなたのメールアドレ
スを学生に伝えることに同意しますか？

はい

同意する場合、連絡可能なメールアドレス：

6-5

ご協力ありがとうございました。本報告書は大変有益な資料になります。
残りの留学生活が楽しく実り多いものであることを神戸大学教職員一同、祈念しています。

6. 留学経験の共有について

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば、ぜひ報告書と共にGEMsにアップロードしてください！

ここまでは大きなトラブルもなく生活できています。授業に関してはそれぞれのクラスで定期的に課題が定期的にで
ますがものすごく量が多いというほどではないので問題なくできています。今回とっている授業の中で最も印象に
残っているのはInternational Companions for Learning という授業で、この授業では台湾の主に田舎に住んでいる小
学生と毎週スカイプを通してお互いの文化について理解を深めていくというものです。このプログラムでは小学生に
直接会いに行く機会があり、そこでは小学生が台湾の伝統的な劇や演奏などを披露してくれたり、一緒に遊んだりと
とても貴重な時間を過ごすことができました。そのほかの授業も大変なこともありますが頑張っています。
　そして語学に関しては毎週二回の授業と二回の言語交換で中国語を学習しています。言語交換は現地の学生と
行っていますが言語の学習はもちろん時には一緒に遊んだり、現地の学生だからこそわかることを教えてもらえたり
台湾について理解を深めるとても貴重な機会となっています。台湾大学の学生は日本語の勉強をしている学生がと
ても多いのでその分多くの人と交流できます。またレストランなどでも私が日本人だと気づくと日本語で話しかけてく
れたりとても親切にしてくれたりしたのでとてもありがたいです。中国語の授業は教授がなるべく中国語を使って授業
をしてくれているので大変ですが、中国語力を上げるためにはとてもいい環境だと思います。
 普段の生活は、寮は大学のすぐ近くにあり、寮のすぐ近くにコンビニや飲食店もありとても便利です。また一度部屋
の給湯器が壊れたことがありましたがフロントの人に伝えればその日のうちに修理してくれたのでとても助かりまし
た。また移動に関しても寮から自転車に乗れば駅が近くにあり台北の中心に行くのにもそれほど時間がかからない
のでとても便利です。また大学内は広いため多くの学生が移動に自転車を使っています。まだ留学期間は多く残って
いますがあっという間に時間は過ぎて行ってしまうと思うのでこれからも目的を持って生活していこうと思います。

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 ICL
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

3 英語

microeco
nomics

general
chinese

cost and
managial
accounti
ng

financial
manage
ment

中国語、

英語

2 中国語、

英語

financial
management 定期的に課題が出ます

3

40人程度

言語交

換

risk
manageme
nt and
insurance

1

general
chinese

林姿婷

言語交

換

international
companions for
learnings

張晏誠 3

36

5

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

現地の学生は真面目な学生が多くいつも自分も頑張らないとと思います。それと日本語を話せる生徒や日本語を勉強
している生徒がすごく多いので現地の学生との交流も活発なので中国語の勉強をするのにもとてもいい環境だと思い
ます。

沈姿均 20人程度6 話す練習が多くて楽しいです。課題はたま
にあります

台湾の教育庁のようなところと台湾大学が

共同で行っているプログラムで毎週40分
程度台湾の小学生とスカイプでお互いの

文化などについて話します。実際に直接子
供たちに会いに行く機会もあり、旅費も政
府が負担してくれるのでとてもよかったで

す

不明

general chinese

4

3
risk
management
and insurance

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

3 英語1 microeconomics 陳聿宏 3 中間、期末テスト　経済の知識が全然ない
状態で受けているのでとても難しいです

100人程

度

2
cost and
managial
accounting

黃祥宇
原価計算のような内容　演習問題を解く機
会が多くて理解しやすいです　あと二人一

組で行う課題が複数回あります
40人程度

中間、期末テスト
100人程

度

3 3 英語

3 英語


