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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。 アメリカ　1ヶ月間

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

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4つまで選ん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 3

  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 4

  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） 2

  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 1

  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。

インターネットでリサーチ・友人に質問

VISAについて

　VISAの種類： Residence Permit

　申請先： ISD(Immigration Service Desk)

　必要日数： 約1ヶ月

　VISA取得にかかった費用： EUR207

　VISA申請のために求められた書類： パスポートの写し、Antecedents Certificate、Transfer receipt

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。

OSSMA

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

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。

本報告書は写真データと共に提出してください。(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）

1. 出発前について

氏名：

メールアドレス：

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

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）： Etihad Airways

　到着空港名： アムステルダム　スキポール空港

　空港到着時間： 8:30

　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： 約22時間

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

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： Winschoterdiep 46

　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： 自転車・20分

住居の周りの環境はどうですか。 落ち着いており、市街地へのアクセスも良い

毎日の食事はどうしていますか。 自炊

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。

問題なし

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。 履修の説明、寮の取り方など

その他、渡航してから必要な手続きについて 本人確認、銀行口座の開設

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。

市役所に届け出。無料。約1週間

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。

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。

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。 無し

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

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

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

4-1

2-4

2-2

2. 留学先到着後の手続きについて

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： １９６２８０６ｂ＠stu.kobe-u.ac.jp

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

6-5

　フローニンゲン大学は国際色豊かで、世界各国から集まった優秀な学生たちと共に学ぶことができる環境がありま
す。当大学があるフローニンゲンはオランダの北部に位置し、比較的小さな都市ですが、ヨーロッパの中でも住みや
すいという点で知られています。また、人口に占める学生の割合も多いため、学生にとって生活しやすい環境が整っ
ているという点でも1年間の留学には最適だと考えています。日々、ディスカッションやプレゼンテーション形式が多く
を占める授業や日常生活において世界中から来ている学生と関わる中で、彼らから新しい考え方を吸収し、また共に
新しい経験をすることで充実した日々を過ごせていると実感しています。
　大学の授業では、ヨーロッパ共通ではあると思いますが、多くの学生が自ら意見を発信し、それをもとに議論が進ん
でいくことがあります。またほとんど毎週あるプレゼンテーションの準備では、チームメンバーと共に時間を練って対
策をし、授業当日は生徒主導で議論を進めていきます。課題の量や質もそれなりのものが求められたりと忙しくなる
ときもありますが、基本的には空いた時間で友人とスポーツをしたり、一緒に料理を作ったりと余暇を楽しむことがで
きます。現在は留学生200人以上が住む大学寮にて、多様なバックグラウンドを持つ友人と日々楽しく過ごしていま
す。
　生活面に関しては、オランダは日本と比べて物価が高かったり、雨の日が多かったりしますが特に大きな問題では
ないと感じています。オランダは自転車大国としても知られており、フローニンゲンでもほとんどの学生が自転車で通
学します。冬はやはり寒いため、しっかりと防寒できるように準備しておくことが肝要です。また、オランダ人は英語が
堪能であり、オランダ語が話せない人に対してはすぐに英語で話してくれるため、買い物や外食する際もコミュニケー
ションの点で困ることはほとんどありません。
　またヨーロッパに留学する醍醐味として、近隣の国々への移動が簡単という点が挙げられます。他の留学生も休日
を利用してよくドイツやフランス、ベルギーなどに旅行しています。国によってカルチャーも異なり新たな発見があると
ともに、日本とは全く違った経験ができるため非常に楽しめると思います。

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば、ぜひ報告書と共に提出してください！

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

6

自主学習
など

友人と外
出・ス
ポーツな
ど

自主学習

昼食
授業の準
備

夕食
友人と外
出

就寝

授業

昼食
授業

自主学習

夕食
授業の準
備

就寝

自主学習

昼食
友人とス
ポーツ

友人と料
理

就寝

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。

自主学習

昼食

授業

夕食

就寝

自主学習

昼食
授業

自主学習

夕食
授業の準備

就寝

・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

　授業の構成は日本のものとは異なっています。こちらでは週の前半にLectureと呼ばれる授業にて教授が講義
をし、後半にはTutorialと呼ばれる授業にて生徒がLectureで学んだ内容をもとにプレゼンテーションやディスカッ
ションを行います。基本的に毎週（又は2週間に1回）のペースでプレゼンテーションの分担が回ってくるため、当日
までに準備することが求められます。

ほとんど毎週プレゼン
テーション

4時間/週 5 English

プレゼンテーションが主

テストの評価が80％

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

テストの評価が80％

50人

4
CrossCultural

Management

N. Oguji, PhD.

,dr. M.H.F.

Ridder de van

der Schueren

4時間/週 5 English 200人

3

Corporate

Finance for

Minor Finance

B. Sayedy,

PhD. ,dr.

G.T.J. Zwart

5

50人

2

International

Strategic

Management	

Y.H. An, PhD.

, N.K. Jain,

PhD. MBA.

,prof. dr. A.R.

Muller ,dr.

M.H.F. Ridder

de van der

Schueren

,prof. dr. H.

van Ees

4時間/週 5 English 200人

1

Behavioral

Corporate

Finance

S.E. Ahmad,

PhD. ,dr.

M.M. Kramer

4時間/週 5 English


