
神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式1）

ゴールウェー大学
Occasional Arts

交換留学

2022年9月～2023年5月

経営学部

4年

2022/12/2

交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

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 2

  プログラムの時期がちょうど良い 3

  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） 4

  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。

留学先の大学のホームページ、経済学部の方の留学体験記

VISAについて

　VISAの種類：

　申請先：

　必要日数：

　VISA取得にかかった費用：

　VISA申請のために求められた書類：

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

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, OSSMAの上乗せ保険(現地加入はなし)

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等
大学寮の申し込み締め切りがおそらく2月です。行くことが決まっている人は入学許可証

が届いていなくても予約しておくべきだと思います。

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：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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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）： エミレーツ航空

　到着空港名： ダブリン空港

　空港到着時間：

　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： ダブリン→ゴールウェイ　バスで3時間、15€ぐらい

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

特にないです。
ゴールウェイ行きのバス乗り場の位置は決まっているのでたどり着けます。

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： Corrib Village

　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： 留学生

　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： 徒歩15分

住居の周りの環境はどうですか。
住みやすいです。大学の敷地内に寮があるので通学は便利です。周りに留学生が多く住んでいる
ので友達が出来やすく、寮内の交流イベント等もあります。寮のスタッフも親切です。
スーパーや街まではバスはありますが基本歩いていて、片道30分ぐらいかかります。

毎日の食事はどうしていますか。
お昼は軽食、夜は自炊です。学食も外食も高いですが、食材等はそこまで高くないです。
醤油、みりん、酢等も割高ですがアジアンスーパーで買えます。

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。

7月まで見つかっていませんでしたが、大学のコーディネーターに連絡したら偶然部屋に
空きがあり割り当ててもらえました。渡航前に家が見つかって無い場合は8月の早いうち
に渡航して現地で直接内見して部屋を探すよう勧められていました。

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 任意

　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。
歓迎の言葉、大学・施設・サークル・学生団体の紹介、気を付けること、居住許可登録の

話等

その他、渡航してから必要な手続きについて 滞在許可の手続き(IRP)

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。

大学から割り当てられた日程(10,11月)でGARDAに手続きをしに行く。
カードが届くのは手続きから約一週間後。
・持ち物: パスポート,英文残高証明書,保険加入証明書, 留学許可証,居住先住所が確認で
きるもの。(留学許可証は、留学前のものではなく、授業登録後のregistration confirmation

statementが必要)
・料金：300€(カード払いのみ)

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。

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。

EAP(週1回のライティング講座)

無料、オリエンテーション時に案内あり、申込するだけ。9～11月。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　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。
現地学生よりも履修登録期間が長く、2週間分ぐらい授業に参加してみてから取るかどう

かを決められました。

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. 留学先到着後の手続きについて

2-1

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
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と

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： szn.n.1218@gmail.com

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

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

　留学にきて3ヶ月が経ちました。想像していたよりも留学生が多く、アイルランド人よりも、色んな国から来た留学生との
関わりが多いです。
　　環境に関しては、田舎で自然が多く、街は小さいですが、人は優しくフレンドリーで、よく音楽を演奏しているので文化
にも触れられて、過ごしやすい楽しい街です。治安はとてもよく身の危険を感じるようなことはないです。あまり旅行して
いないので比較できませんが、少なくともダブリンと比べて、生活するのが楽しい場所だなぁという風に感じます。カル
チャーショックや住みにくさを感じたことはなく、楽しく過ごしています。ただ、雨が多いところは難点です。時に傘をさして
いても意味がないまたは壊れるような雨が降るので、あまりささなくなりました。
　　留学生活に関しては、大学が沢山イベントを行っているので、友達は自然と出来ます。一緒に街へ行ったり、ご飯を
一緒に食べたりして楽しんでいます。忙しくても楽しむ時間をしっかりつくる、という時間の使い方は印象的で、見習いた
いと感じます。授業は、神大の授業と形式が似ていますが、予習していないと専門用語が分からず理解できないままに
なります。図書館や自習室では多くの学生がいて勉強しており、自然と行くようになりました。テスト前になるにつれて満
席になりはじめ、今は早めに行かないと空いていない状態です。12月2,3週目がテストなので、頑張ろうと思います。
　　3ヶ月、あっという間に過ぎてしまいましたが、振り返ってみると、多くの出会いや出来事があり、充実して過ごせてい
ました。ただ、反省点としては、受動的に過ごしていたことがいえると思います。誘われたら行く、ということはしつつも、自
分から誘うことはあまり無く、友達と話している中でも聞き手に回っていて自分のことはあまり話せていない、という場面
が多くありました。これは英語だからというわけではなく私の性格面ですが、少なくとも英語のコミュニケーションという場
面においてもっと積極的になることが望ましいという風に思うので、少しずつ変えていくようにします。生活に慣れ初めの
頃に比べ余裕がもてるようになった一方で、どんどん時間が経つのが早くなっていっています。あとの5か月間の留学
で、自分自身が何をしたいのかということを意識して、目標を持って過ごすことの重要性を感じています。

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！

mailto:szn.n.1218@gmail.com
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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

5

100人以上

2
Marketing

Principles

Myles

Kingston
2コマ 5ECTS 英語 50人ぐらい

1
Statistics for

Data Science 1

Prof Carl

Scarrott /

Dr Nicola

Fitz-

Simon

3コマ 5ECTS 英語

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

30% Continous Assesment,

70% Final Exam

統計の授業で色んな学部の学
生が取っていた。スライドが配

布される。大体隔週でRを使う

課題が出る。週2回の授業とは

別に週1回のRの練習をする時
間がある。

70人ぐらい

4

3
The Markting

of Services

Elaine

Wallace

10% individual essay, 40%

Group project, 50% Final

Exam

週1回オンライン、週1回オフラ

イン授業 。スライドが配布され
る。ユーモアに溢れた授業で面
白かった。グループプロジェクト

があり、4000字以上のレポート
を書いた。

2コマ 5ECTS 英語

30% Continous Assesment,

70% Final Exam

スライドが配布される。過去に
録画した授業もアップロードし
てくれる。3回の小テストがあり、
復習に役立った。先生は優しく
分かりやすい。

6

街に行く、
友達と遊ぶ
等

街に行く、
友達と遊
ぶ等

洗濯

大学のイ
ベントに行
く、サーク
ルに行く
等

授業

授業

自習室

授業

授業
授業

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

授業

授業

買い物

自習室

課題・予
習

・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

クラスのサイズは様々ですが、比較的大人数の講義型授業が多く、神大の授業形式と似ています。成績評価
は、大体、continuous assesment, group project, individual essay, final written exam(2h)のいずれかの組み合
わせで構成されていて、written examに関しては持ち込みなし、2時間の手書きのテストのようです。
授業に関しては、現地学生よりもERASMUSの学生の方が熱心なイメージです。先生たちはとても良心的でフ
レンドリーです。


