チェコ共和国・チェスケー・ブデヨヴィツェ

南ボヘミア大学
留学に関する報告

高知大学
人文学部
国際社会コミュニケーション学科

滞在期間

２０１４年９月～２０１５年８月

1. 南ボヘミア大学について
チェコ共和国、チェスケー・ブジェヨヴィツェについて
チェコ共和国はヨーロッパのちょうど真ん中に位置する人口約 1050 万人の小さな国です。
国境をドイツ、オーストリア、スロバキア、ポーランドと接した内陸国で 1993 年にチェコ
スロバキア連邦共和国が分離・独立しチェコ共和国が誕生しました。チェコ共和国はボヘ
ミア、モラヴィア、シレジアという三つの歴史的地域から成り立っており 13 の行政区に区
分されています。公用語はチェコ語ですが年代によってドイツ語やロシア語を話せる人も
おり、大学生をはじめ若い人は英語を話す人もたくさんいます。チェコ共和国は２００４
年に EU に加わりましたが通貨はユーロではなくチェココルナです。日本との時差は 7～8
時間です。
チェスケー・ブジェヨヴィツェはこのうち南のオーストリアとの国境近くに位置し、南
ボヘミア地区の中心の町ですが規模はそれほど大きくなく人口も 9～10 万人程度です。気
候は穏やかで日本と同様四季があります。全体的に日本よりも乾燥しており冬は雪も降り
ますがここ２～３年は冬の気温も上昇してきているらしく、たいていは寒くても氷点下を
少し下回る程度でした。夏も暑いですが日本ほど湿度は高くないですし大雨や雷は鳴るこ
ともありますが自然災害はほとんどなく住みやすい気候といえると思います。
チェスケー・ブジェヨヴィツェの街の中心になっているのがオタカルⅡ世広場を中心と
する旧市街で、ヨーロッパ内でも有数の大きさを誇
ります。旧市街に入るとまるでお伽噺の世界のよう
なカラフルな家々が立ち並びます。小さい町なので
日本食品を手に入れたり日本食レストランを探した
りするのは困難ですし店の数も限られてはいますが
その分治安の心配はなく、また気をつけるに越した
ことはありませんがスリなどの話も聞きませんでし
た。

暮らしに関して
まず交通に関しては基本的に市内中をバスが運行
しているので移動の際はバスを使います。大学前のバス停から町の中心部へのバスは大学
前のバス停から５分～１０分おきに運行しています。チケットは時間制で２０分、６０分、
１日券とそれぞれ券売機にあり、そこでチケットを買ってバスに乗るようになります。そ

の他２５歳以下の学生は最大３ヶ月間の定期券を買えるので私はそれを買って使っていま
した。
物価に関しては、消耗品や日用品は基本的に日本より安いですが電化製品などの値段は
高かったです。ですがたいてい日本で手に入る日用品はチェコでも手に入ります。また食
料品に関しては内陸国なので魚介類は基本的にほとんどなくその分肉類やチーズ類、アル
コール類が充実していました。日本食の調味料や食材をチェスケー・ブジェヨヴィツェで
見つけるのは基本的に難しかったです。
スーパーマーケットは別ですが基本的にお店が閉まるのはとても早くたいてい５時６時
くらいになるとどこのお店も店じまいを始めます。また日曜日は基本的にスーパー以外の
お店はどこも空いていないので街中もがらりとしています。コンビニエンスストアのよう
なお店はチェスケー・ブジェヨヴィツェでは見当たりませんでした。

住居に関して
大学生はたいてい寮かアパートに住んでいますが手続きが簡単なのは寮なので留学生の
多くは寮に住んでいます。寮は大学のキャンパス内に４棟(1～４棟)と少し離れたところに
１棟(５棟)あり、１～３棟までは２人部屋で同じつくり、４棟は部屋の中が２つのベッドル
ームに分かれた４人部屋になっています。それぞれの部屋の中には予めベッド、クローゼ
ット、冷蔵庫、机とちょっとした収納スペースが設けられています。これらのほか１～３
棟はキッチン、トイレ、シャワールームが各階共同で一ヶ月約 9,300 円、4 棟はトイレ、シ
ャワールームは 4 人共有、キッチンは各階共同で一ヶ月約 10,800 円です。5 棟はキッチン
が各階にあり、トイレやシャワーは２,３人部屋の中にあります。値段は１ヶ月
10,200~10,800 円です。また洗濯機は 3 時間約 125 円で借りることが出来るほか、物干し
竿やアイロンは頼めば無料で貸してもらえます。寮に食堂は付いていませんが大学の食堂
は歩いてすぐのところにあるのでそこで３食食べることも、またテイクアウトをお願いす
ることも可能です。またどの寮も部屋はもちろん分かれますが男女共同でした。
アパートは場所や大きさによって異なってくるとは思いますがだいたい学生用だと月
1~2 万円で各部屋 2 人ずつのベッドルームに分かれたアパートを、4～6 人でルームシェア
するのが一般的だときいています。寮にしてもアパートにしてもルームシェアが基本なの
で個人部屋を見つけるのは難しいようです。またアパートだとチェコについてから探さな
ければならないので留学生でアパートに住んでいるという話は私の周りでは聞きませんで
した。
私の場合は長期ビザの申請の際に住居が確保されていることの証明書が必要だったので
その際に入寮証明書を作っていただきました。現在はもしかすると記入内容が変わってい
るかもしれませんが私の時には入寮許可書を作っていただくのに必要な入寮申請書の記入

欄に希望する棟や要望が書け、そのまま希望する寮に決まりました。私は４棟に住んでい
ましたが、キッチンは各階共同であるもののトイレやバスルームはルームメイト４人用で
部屋の中にあるので使い勝手が良く、部屋そのものも少し広めなので値段は少し高くなり
ますが４棟はお勧めだと思います。また外国人学生、チェコ人学生に関係なく住んでいた
ので私のルームメイトは皆チェコ人で困った時に助けてくれたり、時間のあるときには互
いの文化についてなど様ざまなことを話したりし、そこから学ぶことも多かったように思
います。

大学の様子
南ボヘミア大学は経済学部、教育学部、哲学部、理学部、水産学部、神学部、農学部、
医療福祉学部の８学部があり、私の所属していた哲学部は南ボヘミア大学の中心となるキ
ャンパスにありました。この他町の中心部に神学部や教育学部の建物があり、チェスケー・
ブデヨヴィツェ周辺の町にも研究所が
いくつかあります。大学のキャンパス
は町の少しはずれの方にあり町の中心
部からは徒歩３０～４０分、バスで１
０～１５分ほどかかります。キャンパ
ス内には図書館、カフェ、食堂、ちょ
っとした売店が備わっています。また
大学に着いて数日で学生証がもらえる
のですが、一度学生証を受け取って学
生登録をしなければ大学内の無料 wifi
や図書館、食堂、学部の建物が使えな
いような仕組みになっていました。
この他大学周辺にスーパーがいくつかあり、何かほしいものがあるときには散歩がてら
立ち寄っていました。また私が在籍していた頃キャンパス内の改装が行われ現在ではベン
チや芝生が新たに設けられ、それぞれ学生が休憩したり、勉強したりと憩いの場として使
われています。この大学は 1990 年代の初頭に設立された割と新しい大学なのでキャンパス
の建物もどこかモダンな感じがします。
また大学には留学生をサポートする International Student Club という団体があり、ビ
ザに関する手続きや生活の面で困った際やトラブルにあった際に手助けをしてくれます。
その他流学生同士や留学生とチェコ人の交流を深めるイベントも行っており、特に最初の
うちはこの団体にとても助けられました。
南ボヘミア大学には約 13,500 人の学生が所属しています。留学生の数は学部によってバ
ラバラですが中でも理学部には留学生や研究者として他国から来る人が多く在籍している

と聞きます。またヨーロッパの留学制度、Erasmu 制度を通じての留学の行き来が盛んで、
その制度を通じて留学に来たヨーロッパの学生が多かったです。私の所属していた哲学部
は歴史、考古学、文学、言語学の分野を学ぶことができ、私は歴史に関する授業を中心に
とっていました。
大学が始まると私の学部では留学生向けに簡単な説明会があり、そこで授業のとり方や
単位についての説明がありました。学部によって差はあるかと思いますが哲学部には留学
生が少なかったので授業の多くはチェコ語で行われています。そのため留学生にはどの授
業がどの言語でなされているのか、またどの授業がどの言語で対応可能かが書かれた授業
一覧が渡され、それに従って授業登録を行いました。つまり本来チェコ語で行っている授
業の先生が多言語も話せるのであればその先生と相談した上でその授業を多言語でも受け
ることが出来、私はそのやり方で、元々英語で行われている授業と先生から個人授業とい
う形で英語で受けさせてもらえる授業との二つのパターンで授業を取っていました。哲学
部では英語のほか、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語で受けることの出来
る授業もありました。取得可能な単位数は 2～6 単位、多いものは 8 単位と授業によって様
ざまです。また哲学部に限らず他の学部の授業も相談の上で受けられるようになっていま
した。
これらの授業のほかに留学生を対象にしたチェコ語の授業が週 1 回行われているほか、
各学期が始まる 1 週間ほど前に新しく来る留学生向けに 1 週間のチェコ語の集中コースが
設けられています。
私のとっていた授業では基本的に教科書を購入する必要はなく、代わりに Moodle という
ウェブサイトに次回の授業内容や必要書類が載っていてそれを印刷したり読んでくるとい
うやり方が使われているものが多かったです。

2．留学を終えて
約 10 ヶ月の留学を終え、この 1 年間を振り返ってやはり留学をして良かったと思います。
はじめはヨーロッパに留学したい、チェコに留学したいという思いだけでチェコに行き、
自分の無知や語学力のなさ、またどうしたらよいのか分からないという状況で泣きたくな
ることもありましたが日本人がほとんどいない、全く日本と異なる環境のなかで周りの人
に助けられながら精神的にも鍛えられたと思います。
最初はチェコ語が全く聞き取れず、英語力もなくて留学生や他の学生とコミュニケーシ
ョンをとるのも怖かったですが、何か考えを発信しなければいけないという環境の中で、
徐々に語学のスキルも身についていったように思います。また私なら、日本ならどうだろ
う、という視点を持ち、学業の面でも生活の面でも日本について発信する場を作っていた
だくことも出来ました。ルームメイトをはじめ、おもしろくて気さくな友達に恵まれたこ

とも私にとって大きな助けになったと思います。チェコは日本から遠く離れた小国で日本
にそれほど強い関係を持った国とはいえないと思いますが、だからこそ学んだり考えたり
することがたくさんありました。
留学に行くまでにも様ざまなトラブルがありましたがそれらを含め様ざまな手続きや困
難を根気強くサポート・アドバイスしてくださった先生方、国際交流課の皆様、また留学
先でサポートしてくださった先生方や友達、そして私の希望していた留学を最後まで応援
してくれた親に心から感謝しています。ありがとうございました。
高知大学
所属学部・研究科

交換留学プログラム

派遣留学報告書

人文学部国際社会コミュニケーション学科

留学先基本情報
留学先(国・都市)

チェコ共和国・チェスケー・ブデヨヴィツェ

留学先大学名

南ボヘミア大学

所属学部・学科等

哲学部

在籍身分

交換留学生

留学期間

平成 26 年 9 月 1 日～ 平成 27 年 8 月 31 日

1.渡航について
ビザについて

ビザの種類：就学ビザ
ビザの申請先：チェコ共和国大使館
取得方法、提出書類：
方法：直接大使館へ申請、出来上がったビザは郵送での受
け取り可能です。
提出書類：ビザ申請用紙、カラー写真 2 枚、入学証明書、
預金残高証明書とそのチェコ語訳、クレジットカード、入
寮証明書、無犯罪証明書、海外旅行傷害保険の保険証券
手続きに要した日数：約 4～5 ヶ月

その他必要な事前手続き
出国年月日

平成 26 年 9 月 27 日

渡日経路

関西国際空港

現地での出迎え

□有（大学関係者/その他）

到着後オリエンテーション

同じ学部の留学生に対して授業の始まる 9 月末前に担当の

の実施状況・期間・内容

事務の先生から授業の取り方やどのような授業が取れる

―

仁川国際空港

―

プラハ国際空港

☑無

か、また成績の付け方の説明がありました。その他大学の
施設内の説明については担当の学生の方にしていただきま
した。

帰国年月日

平成 27 年 7 月 24 日

帰国経路

プラハ国際空港

―

仁川国際空港

―

関西国際空港

2.留学経費について
所要経費

総額

657,670

円

内訳

渡航費

170,000

円

保険料

209,170

円

学費(教科書代等)

円

宿舎費

108,500

円

食費

170,000

円

その他（

費）

（

費）

円

3.授業について
2014 年

前学期

9 月 29 日

～

2 月 13 日

2015 年

後学期

2 月 16 日

～

7月3日

年

学期

月

日

～

月

日

授業の概要について（カリキュ

特にプログラムのようなものはありませんでしたが私

ラム、プログラム等）

は英語に関する授業とチェコの歴史に関する授業を主
に取っていました。

学術面に関する後輩へのアドバ

私のいた学部では先生とマンツーマンで授業を受ける

イス

ということもあったのでその授業の何を学びたいの
か、ということを予めはっきりさせておいたほうがい
いかもしれません。

4.生活等について
(1)留学先の住居について
所在地(市や街の名前)

České Budějovice

大学からの距離
大学までの交通手段と所要時間

約
☑徒歩

□自転車

0
□車

km
□スクールバス

□路線バ

ス
□電車

□その他(

)

約

分
住居の種類

☑大学の寮
(

住居の広さ

約

□アパート

□ホームステイ

□その他

)
㎡

同居人の有

☑有（

無

□無

3

人）

住居に附属する設備

☑電気

☑ガス

☑水道

□給油

☑シャワー

□風

呂
☑水洗便所

☑冷暖房

☑インターネット

☑台所

□食堂

□固定電話

☑収納スペース

☑家具（机、椅子、棚、ベッドなど）
☑電化製品(洗濯機、冷蔵庫、エアコンなど)
□

そ

の

他

(

)

住居費

１カ月あたり

現地通貨 2170 CZK

住居を決定した方法

☑留学先大学による紹介

約 10500 円

□友人・知人の紹介

□不

動産業者
□その他（

）

留学先での住居全般に関するア

大学内に寮があるのでそこに住んでいる留学生が多い

ドバイス

です。
アパートを借りて住んでいる学生もいますがルームシ
ェアが一般的なのでプライベートルームを持つことは
難しいと思います。

5.保険について
留学に当たり保険を

☑掛けた

□掛けなかった

掛けた場合

☑日本

掛け金は

年間 209,170 円(51,000 円(日本)-10 ヶ月, 158,170

☑留学先国

□その他（

）

円(チェコ)-1 年間)
補償額：死亡

8,500,000 円(チェコ)、
10,000,000 円(日

本)、入院 1 日
その他（
留学前後での予防接種の必要の

円
）

□有

☑無

有無
1 日以上入院を要する病気・怪

□した

☑しなかった

我等を
入院した場合

により
日入院

留学先国の医療事情

実際に行ったことがないので分かりませんがそれほど

（日本と比較して）

違いはないのではないかと思います。ただ診察には非
常に時間がかかると聞きました。

留学先での健康管理、衛生面に

日本と大差はないと思うので特に注意すべきことはあ

ついて特に注意すべきこと

りません。

(3)危機を感じた地域、状況
首都のプラハではスリの危険性は高まりますが身の危険を感じるほど危険な地域はあり
ませんでした。ですが夜中に細い道を通るのは気をつけたほうがいいかと思います。

(4)その他生活等に関して参考となる事項

6.留学準備、留学中に役立った書籍、ウェブサイト等
書籍、サイト名

詳細・コメント

https://www.jcu.cz/

南ボヘミア大学のホームページです。

http://isc.jcu.cz/

留学生をサポートしてくれる international student
club という学生団体のサイトです。大学のことだけで
なく住まいのことや交通機関などについても載ってい
るので着いてからの参考になります。

http://www.mzv.cz/tokyo/ja/

チェコ共和国大使館のホームページです。ビザの準
備・申請に当たってはとにかくここを確認しつつ進め
ました。

7.自由記述（後輩へのアドバイス等）
チェコ共和国は歴史的には西ヨーロッパの歴史をたどってきたものの第二時世界大戦、
またその後の社会主義時代を通じて東ヨーロッパの一つとみなされるようになった、小
さいけれど複雑な歴史をたどってきた国です。České Budějovice はチェコの南に位置す
る小さな町で規模はそれほど大きくなく全体的に落ち着いた、まるで絵本に出てくるよ
うなかわいらしい町並みの町です。大学には学部にもよりますがそれほど留学生が多い
わけではないので留学生を対象とした授業は少なく、苦労することは多いと思いますが
学ぶこともたくさんあります。また日本人はとても少ないため自分を成長させるにはも
ってこいの場所だと思います。日本とは全く違うチェコの文化を、留学を通じて味わっ
てください。

