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留学予定期間

2019 年 8 月～2020 年 7 月

1. 渡航について
1.1.

出発前の準備
出願料・宿舎デポジット：

150000 （円）/合計

航空券代：

150000 （円）/合計

ビザ申請関連費：
その他（保険）
：

（）/合計
150000 （円）/合計

ビザ取得の際に残高証明書は必要でしたか？ ☒はい

☐いいえ

「はい」の場合、いくらの残高証明書を作成しましたか？970000 （円）/合計
留学先の大学の指示に従って、書類をダウンロードしていった。
六月中旬に航空券を購入した。
VIZA は渡航後に取得すればよいため、書類のアップロードのみをおこなった。
VIZA の取得のためにアポスティーユ付きの英文の戸籍謄本が必要だと出国直前に知り、焦った。
アパートの支払いがうまくできず、ぎりぎりまで部屋を確保できなくて困った。
1.2.

渡航について

私は、中国経由でスキポール空港まで向かった。
現地では、最寄り駅まで大学の担当の人が迎えに来てくださった。
移動手段は電車で、一時間半ほどで 22 ユーロだった。

2. 到着後の手続きについて
2.1.

寮・ホームステイ等への入居手続き

＜手続きについて＞
手続きは、留学先の大学が指示したとおりに進めた。
家賃は電気・水道代含めて月 600 ユーロだ。支払方法はカードで、毎月支払う必要がある。私は、住む
予定のアパートの工事が終わらなかったため、二回も引っ越しをした。
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＜気づき＞
部屋はきれいで設備も整っている。セキュリティーもしっかりしている。しかしオートロックであるた
め、鍵を持ち出すのを忘れると部屋を開けてもらうために２５ユーロ支払う必要がある。
2.2.

滞在許可・外国人登録の手続き

VIZA 取得のためにアポスティーユ付きの英文の戸籍謄本が必要であり、そのことを出国ぎりぎりに知
り焦ったが、入国から９０日以内にとればよいため、時間的余裕はあった。
滞在許可は、留学先の大学の指示通りに書類のアップロードを行い、入国後に行う必要のある指紋と顔
写真の提出も、大学側が指定した日時に大学で行った。
2.3.

オリエンテーション・学生登録・プレイスメントテスト等の学内手続き

8/26 Introduction
8/27 BBQ
8/29

Drinking party

9/2 オリエンテーション
学部の人と話したり、グループになって街を散策したりした。その後、drinking party があった。
9/3

授業開始

9/9

履修登録

9/13 学生証受け取り

3. 目標について
3.1.

留学の目的、達成目標
帰国後に TOEIC800 点以上を取る。苦手なスピーキングを伸ばすため、毎日英語を話す。様々な

文化や歴史を知るため、多くの国に旅行に行きたい。
3.2.

これまでの学習・研修目標および達成度について
留学前になるべくスピーキング力を伸ばしたく、留学プログラム対策講座を受講したが、十分な

力はついていない。またヨーロッパではそれぞれのなまりがあるため、リスニングにも苦戦している。
授業の予習をしっかりして、聞き取れる量をなるべく多くしていきたい。
3.3.

今月の学習・研修目標
毎日海外ドラマや映画を見て、新しいフレーズを学び、そのフレーズを日常会話で実際に使って

みることで自分の英語の表現の幅を広げていきたい。授業は、グループワークやプレゼンが多く、自
分のスピーキング力が追い付かなくて苦戦している。少しでも多く自分の意見を発信していきたい。
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4. 学修について
4.1.

授業時間割

現在の学期

前学期

月

Regional Branding(13:15~14:55)

火

Strategic Managiment(13:15~14:55)

水

Global Marketing(10:35~12:00)
HRM(10:45~12:25), Operations Management(13:15~14:55),

木

Culture Diversity Management(15:15~16:55)

金
土
日
4.2.

授業について

・Regional Branding (100 分/ 1 コマ, 週 1)
グループごとに二つの地域に焦点を当て、その地域を分析し、焦点を当てた産業のマーケットプラン
を練り、プレゼンテーションを行う。
成績評価は、Analyses of the region 40％, Marketing plan branding 30％, Presentation/Pitch 30％で
なされる。
・Strategic Management (100 分/ 1 コマ, 週 1)
３人グループになり、これから拡大する可能性のある企業や会社を一つ選び、経営戦略について学びな
がら選んだ企業や会社がどのようにすれば経営規模を拡大できるか考察する。授業は、前半は講義、後
半はグループワークとプレゼンテーションで、期末にはレポートを提出する。
・Global Marketing (100 分/ 1 コマ, 週 1)
グループごとに、毎回の授業でだされる実際の企業の状況について、問題点や国際化するためにはどう
したらよいか議論、発表する。
・HRM (100 分/ 1 コマ, 週 1)
グループごとにトピックを決めてプレゼンテーションをしたり、ポスターを作ったりする。
・Operations Management (100 分/ 1 コマ, 週 1)
授業は生徒も参加する講義形式で、期末には筆記のテストがある。
・Culture Diversity Management (100 分/1 コマ, 週 1)
毎回グループで与えられたトピックについてディスカッションをし、発表しあう。
4.3.

予習・復習・自習について

・regional blanding
グループで話し合う。
・strategic management
グループでプレゼンの用意をする。
・grobal marketing
教科書を読む。
・HRM
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グループで話し合う。
・operations management
教科書を読んだり、講義のスライドを見返す。
・culture diversity management
グループでプレゼンの用意をする。

5. 生活について
5.1.

衣食住について
住居

民間アパート（その他：

）

特にない。食事もアジアのレストランやスーパーマーケットがあるため、それほど困ることはない。
治安も良いと感じている。
5.2.

課外活動について

休日には、新しくできた友達と買い物をしたり、国内を旅行したりしている。
5.3.

現在までの感想

留学前は、友達ができるかとかカルチャーショックをうけてホームシックになるのではないかと心配だ
ったが、今のところは友達や生活環境に恵まれ、楽しく生活できている。しかし、授業は日本の講義形
式のものと違い、グループワークとプレゼンテーションが主体であるため、やはり英語力の不足と自分
の意見を発信することに苦手意識を持っていることをネックに感じる。特にヨーロッパの学生は皆英語
力が高く、日本の英語教育の遅れをとても感じた。また、英語で専門分野を学ぶため、そもそもの学部
の知識不足も課題である。
以上
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1. 目標について
1.1.

留学の目的、達成目標
TOEIC800 点以上を取得する。特に苦手なスピーキングを伸ばすため、毎日英語を話す。様々な

文化や価値観に触れるため、たくさんの国を旅行し、様々な国籍の友達を作りたい。
1.2.

先月の学習・研修目標および達成度について
自分の英語力がまだまだ足りず、授業を理解するのも精一杯だった。もっとしっかり授業の予習

復習を徹底したい。またすべての授業がグループワークであるため、自分の意見をしっかり発信して
いくべきなのだが、ヨーロッパの学生との英語力の差や自分の控えめな性格のために、グループの会
話に入っていけないことが多い。分からないことはしっかり聞き返したり、完璧な英語を求めるので
はなくて言いたいことはしっかり伝える意識で頑張りたい。
1.3.

今月の学習・研修目標
今月はプレゼンテーションがたくさんある。英語でのプレゼンテーションに苦手意識があるが、

自分が成長する機会だととらえ、一回一回ベストを尽くしたい。

2. 学修について
2.1.

授業について

・Regional Branding
グループのメンバーとある地域について産業を調査、分析し、レポートを提出する。レポートはもうす
でに提出済みで、授業はすでに終了した。
・Strategic Management
グループのメンバーとレポートを作成・提出し、プレゼンテーションを先生の前で行う。どちらも完了
したため、授業は終了した。
・Global Marketing
四つあるケースのうち、一つはプレゼンテーションし、他の三つはプレゼンテーションのビデオを撮影
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して提出する。プレゼンテーションはすでに終わっており、ビデオはまだ撮影していない。
・Human Resource Management
プレゼンテーションはすでに終わり、次はポスターを作成しプレゼンテーションを行う
・Operations Mangement
授業を受け、学期末にテストを受ける。
・Culture Diversity Management
グループで企業を一つ決め、その企業が国際化するために分析し、プレゼンテーションを行う。
2.2.

予習・復習・自習について

前回報告書と同様。
2.3.

語学力について

現状としては、日常会話はなんとか続けられるが、授業を全部は理解できないし、専門的なことにつ
いて自分の意見をしっかり発言できるほどの英語力はない。英語で学部の勉強をすることは本当にハー
ドルが高いと感じた。学部の勉強に関する知識や知っている単語を一つでも多く増やしていきたい。

3. 生活について
3.1.

衣食住について
住居

民間アパート（その他：

）

衣食住について、特に困ることはない。
3.2.

課外活動について

休日は、旅行をしたり、買い物をしたり、勉強をしたりしている。
3.3.

現在までの感想

留学にきてすでに二か月たち、このままで、帰国する時に自分が成長できているかとか、留学前に立
てた目標を達成できるかどうか不安になる。環境にはとても恵まれているので、留学させてもらえてい
ることに感謝して、楽しむことや挑戦することを忘れず、自分のベストを尽くしたい。
以上
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