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1月の教育編は入力がありません

生活

-ビザ申請

スペインの学生ビザには90日以上180日未満滞在の短期学生ビザと180日以上滞在の長期ビザの2種類があり、今回私は前者なので必要書類が長期よりも少な
かったです。必要書類の一覧は大使館のサイトから見ることができます。申請書類はネットで調べると大使館のサイトに学生ビザ用の申請書PDFがあるので
、それを印刷し記入しました。分からないことがあり大使館へメールしましたが、求めていた答えが返ってくることはなく、電話への応答はありませんでし
た…。またビザ取得のためには申請と受取の2度、東京へ自ら足を運ばなければなりません。平日の朝9時30分から正午のみで、日本が平日でもスペインが祝
日の日は受け付けてもらえないので気を付けてください。12月中旬に申請に行き年末年始を挟んだため、受取ができるのはちょうど5週間後くらいだと言わ
れました。待ち時間はそれほどなく、入館してから15分ほどで終了しました。受け取りまでは大使館側から連絡がない限り、こちら側からメールや電話で問
い合わせても何も答えられないとのことだったのでドキドキしながら東京へ向かいましたが無事取得できていました。今回1番大変だったのは、これまでな
ら日本の会社の海外保険のみの加入で大丈夫でしたが、今回はコロナ禍での滞在ということもあってか現地スペインの保険会社の保険への加入が必須になっ
たようで、大使館への申請日から10日以内に現地保険会社の保険証券のコピーを郵送しなければならなかったことです。宿泊証明書は必要ありませんでした
。

-入国時の様子

今回は羽田空港からフランクフルト空港(ドイツ)経由でマドリード空港、そしてサンティアゴ・デ・コンポステーラ空港だったので、フランクフルトでの入
国でしたが、早朝だったためか待ち時間なしですぐに入国できました。2022年1月末現在、ドイツでは72時間以内のPCR検査での陰性証明書の提示が必須です
。スペインでは『SPTH(Spain Travel Health)』というアプリで名前やフライト番号、体調を48時間以内に記録するとQRコードが発行されるのでそのQRコー
ドとワクチン接種証明書の提示が必須でした。コロナ禍のためかガリシアに入る際も申請フォームのようなものが必要で、名前と連絡先、現地での居住地等
を記入し送信しました。どこの空港でもWi-Fiはきちんと使用できました。

-空港からの交通手段

サンティアゴ・デ・コンポステーラ空港には昼過ぎに到着し、そこからバスで移動しました。タクシーもたくさん止まっていましたが、暖かい昼間だったの
で散歩したいと思い、空港発のバスに20分ほど乗り、バス停から15分ほど歩き寮へ到着しました。うまくバスに乗り換えれば15分も歩く必要はなかったみた
いですが、歩きたかったので良かったです。バスは€1均一です。タクシーは€21均一みたいなので、夜遅くの到着や天気が悪い場合はタクシーに乗った方が
良いと思われます。

-オリエンテーションと履修登録

オリエンテーションというほど大きなものはなく学校が始まって4日目のお昼に30分程度、学部長やこれから私たち留学生に関わってくださる方々の紹介と
簡単なお話・説明がありました。

履修登録は渡航前にある程度仮登録しましたが、2月いっぱいは変更可能なので最初の1、2週間でいろいろな授業に参加し最終登録予定です。履修登録はwor
dファイルで編集しメールに添付し送信します。履修登録時は京外国際部の職員さんのサインと留学先大学のアカデミックコーディネーターのサインが必要
で、無事サインを頂ければ学部の方へ提出することができます。
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No.1

60分、週3回の授業です。月曜、火曜が基本授業で、水曜に応用授業という形式みたいです。2週目までは単語の構造が主なテーマでした。単語の形態素の種
類、語根と接辞の関係や、接頭辞と接尾辞の種類、使い方、品詞や意味の変わり方などかなり深くまで学びました。3週目からは名詞が主なテーマになり、
そもそも「名詞とは何か」という概念のような内容からスタートしました。単に名詞の性数といっても、実際はかなりの種類があり、様々な分類についてや
ここでも接辞について学びました。授業の度に新しい単語に出会うので、かなり単語力が身についた気がします。また1週間の授業が終わるとその週分の授
業パワポが共有されるので、自分のペースで閲覧し復習することができます。

No.2

90分、週2回の授業です。留学生向けのクラスなので日本人5名、中国人3名、イギリス人２名で授業を受けています。まずはガリシア語がどのようなものか
、どこで、どのくらいの人に話されているかについてやガリシア語での挨拶を学びました。ガリシア語はどちらかというと私たちが普段学んでいるスペイン
語(カステジャーノ)よりもポルトガル語に近いのでポルトガルでも会話が成立するようです。2週目は簡単な文法と発音方法を学びました。前述したとおり
発音や綴りが少し違ったり、全く異なるものもあります。3週目はガリシア州について学びました。スペインの県、市、自治体の区分や、日本・中国・イギ
リスとの区分の違いも知ることができました。4週目はクラスメート間での対話がメインで、バルなどを含む日常生活で使用する会話を練習しました。

No.3

60分、週3回の授業です。2月の一か月間はスペインの国民的英雄として知られるエル・シッドについて学びました。授業は先生がパワポや写真を用いて説明
してくれます。日本でも「わがシッドの歌」という叙事詩は有名ですが、シッド自身のことはあまり知られていないように思いましたし、私も彼をメインに
当時の状況や歴史を学ぶことが初めてだったのでとても面白かったです。また1961年公開の映画も視聴しました。自国にもシッドのような国民的英雄がいる
かと聞かれたときにすぐに思いつかなかったので、日本の英雄についても考えるきっかけになりました。

生活

到着した2022年1月末時点では、入国後の隔離が不要だったので、到着後はすぐに普通の生活を送ることができました。土曜の夕方に到着しましたが、日曜
はスーパーが営業しないため荷物を置いてすぐに買い出しに行きました。徒歩10分圏内にスーパーは2件あります。ご当地スーパーのGadisはガリシア製品が
たくさんで、他のスーパーではあまり見ないものもあり楽しいです。

雨の多いこの季節のガリシア地方ですが、今年は例年よりも雨が少なかったようです。2月は日本と比べると暖かく中旬には桜のような花も見ることができ
ました。

サンティアゴは内陸部なので、週末はポンテベドラやミーニョなど海の近い街へ出かけました。電車やバスで1時間ほどでした。またFragas do Eumeという
自然公園の森の中で自然を満喫してきました。

今回は「住」のお話をします。私の住むブルゴ大学寮は1人部屋で、コンロと洗濯機以外のシャワーやトイレ・シンク・冷蔵庫(かなり小さめ)・机・ベッド
等のほとんどは部屋に揃っています。共有キッチンに鍋や包丁が無かったので、新市街の方まで下りて大きめのスーパーで購入しました。カギはカードタイ
プで、学生証がカギになるとのことだったので初週に南キャンパスにある銀行で学生証を発行しました。平日の午前中しか受け付けていないみたいですが、
顔写真の撮影を終えたらすぐに受け取ることができました。また、週に1度清掃員の方が部屋の清掃やゴミの回収などを行ってくれます。この寮は私の通う
キャンパスからとても近いので選びましたが、多くの店が集まる新市街や駅までは歩くと30分程かかり、最寄りのバス停から出ている系統は少ないです。私
は良い運動だと思ってたくさん歩いていて、また朝に余裕をもって生活できているので、ここを選んでよかったです。

1月編に書ききれなかった日本での手続きについても少し。

・学部、コースの選択

出願を行った後、1か月以内に通う学部を決めなければいけません。通う学部が決まれば締め切りまでに、ラーニングアグリーメントという履修登録申請書
、モチベーションレター、パスポートを提出します。すべてメールに添付し送信すれば良いとのことでした。10月末が締め切りでその1週間前には送りまし
たが、それから2週間ほど音沙汰が無く、もう1度問い合わせたところ返事が来たので、不安な場合は問い合わせてみると良いと思います。受け取り完了のメ
ールと共にウェブキャンパスへのアクセスが可能になり入学許可書を取得できました。

・寮の申し込み

寮はいくつかあるので、自分の通うキャンパスの場所や、寮ごとの公式動画などを視聴し比較しながら選んでください。申請用サイトから手続きし、最後に
支払方法が選択できます。カードか銀行振り込みが選択できましたがカードで支払いました。JCBは使用できませんがVISAかMusterCardだと大丈夫だと思い
ます。

・カードの作成

スペインはどこに行ってもほとんどカード決済ができ、もれなくタッチ決済です。タッチ決済機能付きのカードだとかなり便利なので、持っていない方は渡
航前に作成を検討してもいいかもしれません。私の場合は間違いなく作ってよかったです。
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No.1

今月は名詞の残りと形容詞をメインに行いました。名詞は残り少しだったので練習問題を解くことが多かったです。形容詞は位置、性数変化による文の意味
の捉え方の違いや、比較級・最上級について学びました。また形容詞といっても、名詞との関係を表すAdjetivos relacionalesなのか、名詞を修飾するAdje
tivos calificativosなのか、さらに修飾するといっても説明するExplicativosなのか、特定するためのEspecificativosか、など様々な短文や長文を利用し
実際に解きながらこれらの分類を学びました。

No.2

3月に入り本格的に言語の授業らしい授業が始まりました。まずは初心に戻って動詞を覚えるところから始まり、少しずつ動詞の活用を覚えています。ペア
ワークでは相手に質問しながらペアの家系図を作成したり、1日の過ごし方を聞いたりして、動詞や単語を学びました。ガリシアにあるローマ時代の遺跡や
、この時代に関する川や山などについて学びました。またガリシアの伝統楽器のガイタをはじめとしたケルト音楽についてや、ガリシア語の曲の聞き取りな
ども行いました。

No.3

今月はフランスの国民的ヒロインであるジャンヌ・ダルクについて学びました。ジャンヌ・ダルクは世界史などでも登場するので、エル・シッドよりは日本
人にも馴染み深いと思います。彼女の人生や偉業をパワポや写真などで学びました。名前や若くして亡くなったことは知っていたが、どのような生涯だった
のか詳しくは知らなかったので、とても感心しました。彼女に関する数ある映画の中でも今回は1999年の作品を視聴しました。

生活

3月1日は祝日で学校がお休みでした。この祝日はガリシア州ではディア・デ・カルナバルと呼ばれていて、名前の通りカーニバルの日です。セマナサンタ（
イースター）の40日前がこの日に当たり、この日の前後1週間は各地でエントロイド（ガリシア語でカーニバル）と呼ばれるカーニバルが行われます。サン
ティアゴの隣町のオウレンセがこのエントロイドでとても有名で、40分程電車に乗って行ってきました。街はとてもお祭りムードで、伝統的な衣装や仮面は
かなり独特です。小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまで、パレードに参加しない人々も仮装やメイクをして街に繰り出していました。日本では見るこ
とができない光景だったのでとても面白かったです。

2月に比べると昼間は暖かくなりましたが、朝晩は相変わらずかなり寒く登校時間はアウターとマフラーが欠かせません。

暖かくなってきたので今月は授業がない午後はサンティアゴ内の様々な場所に訪れました。

大聖堂や巡礼博物館・近代美術館は無料で、民族博物館も学生料金でかなり安く入場できます。

中旬くらいから、国内の運送会社のトラック運転手さんらがストライキを起こし、商品が入荷されずどこのスーパーでも、主食になる米・パスタ・小麦粉や
生活に必要な水・生鮮食品などが品薄になったり、ほとんどの商品の価格が高騰しています。このストライキもウクライナ情勢によるガソリン値上げが理由
で、日本にいるとほとんど経験しないだろうなと思いながら生活しています。

ということで、今月は「食」についてお話しします。

まずは普段の買い物ですが、ガリシアは物価がそれほど高くなく学生が暮らしやすい街だと思います。

魚やお肉などは野菜や果物と比べると少し高い気がしますが海も山も近い州なので他と比べるとお手頃なのではないかなと思っています。

また、平日と土曜の昼過ぎまで開いているアバストス市場は、スーパーとは比べ物にならないくらいたくさんの種類の魚、ハム、サラミ、チーズが並んでい
て見るだけでも十分楽しめる素敵な場所です！他にもアジアンマーケットは市街に2.3店舗ありますが、やはり結構お値段が張るのであまり行っていません
。

次は外食編ですが、サンティアゴのバルのほとんどが、飲み物を注文すれば無料でタパスがついてきます。トルティージャ・ムール貝・豚耳など、どの店も
個性豊かで面白いです。

カフェもたくさんあり、ガリシアのケーキ“タルタ・デ・サンティアゴ”やスペイン名物の“チュロス・コン・チョコラテ”は店によって味や食感が全然違
うので、毎回違うところへ行って食べ比べしています。



学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

No 履修科目(日本語名) 授業形態受講時間数(分)履修科目(原語名)

Ⅱ．授業内容

Ⅲ．生活編

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年4月分

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学

派遣留学

履修

授業1 540スペイン語文法１Gramática práctica do español 1

授業2 630ガリシアの言語、文学、文化１Lingua,literatura e cultura galegas 1

授業3 540中世ヨーロッパ文学の登場人物と現代への影響Personaxes literarios da Europa románica medieval e a súa proxección na actualidade

Ⅱ．

No.1

今月は動詞について学びました。これまでと同様に月・火曜は先生のパワポを用いての解説、水曜は問題を解くという流れです。まずは特徴や成り立ちにつ
いて、その後動詞の法、時制、活用について学びました。基本的な内容でしたが、改めて習いなおすと新たな発見や、スペイン語で文法を習う難しさを感じ
ました。5月も引き続き動詞を扱うようです。

No.2

今月の言語パートではガリシア語の未来形と過去形を学びました。急にたくさんの活用を覚えることになり、スペイン語を学び始めた1年生の時の気持ちを
少し思い出しました。また、習った身体の名称や特徴、服装などの単語を利用し、簡単なプレゼンも行いました。また、ガリシア・日本・中国・イギリスの
各4都市の人口、人口密度、大きさ、降水量などを大きな数字を用いる練習のために学びました。中国が想像以上に大きい、ガリシアよりも日本の方が雨降
るなど、新しい発見がたくさんあり面白かったです。文化ではガリシア語の衰退やガリシアの詩について学びました。ガリシア語の衰退は詳しく知ってみる
とかなり興味深かったです。

No.3

今月は２つのテーマを学びました。1つ目はヴァンパイアで、モデルとなった実在の人物、ヴァンパイアの特徴や歴史について先生の説明とパワポをもとに
学びました。日本でもかなり知名度のあるヴァンパイアですが、映画やドラマなどで描かれてはいるものの、彼について学ぶ機会はほとんどないので面白か
ったです。また、前述した通り、ヴァンパイアが題材の映画はこれまでたくさん作られており、今回は授業内で1920年代の作品を少しと、1990年代、2010年
代の３作品を見比べました。時代や作品によって異なる点は多々ありましたが、実在した人物なので共通点もあり見応えがありました。　2つ目のテーマは
人魚についてです。人魚はヴァンパイア以上に日本でも一般的なものだと思いますが、これらの歴史や特徴についても学ぶ機会はなかったので、新鮮でした
。また今やほとんど毎日目にするであろう、スターバックスのロゴについても知ることができました。

生活

4月17日はスペインでも大切にされているイースター(復活祭)でした。4月10日から17日までの1週間はセマナサンタ(聖週間)ということで学校がお休みでし
た。この休みを利用し、南のアンダルシア各地を旅してきました。中でもセビリアとマラガはこのセマナサンタにおいて、スペイン内では最も有名な地域で
す。このセマナサンタの期間はスペイン各地でほとんど毎日、プロセシオン(行進)が行われており、街によって様々な衣装を見たり、音楽を聴くことができ
ました。プロセシオンは昼過ぎから夕方にかけて各教会から街の一番大きな大聖堂に向かって、キリスト像とマリア像を乗せた台が運ばれます。その日の夜
中にまた大聖堂から各教会へ戻っていくので、ほぼ一日中街の中心は人が多く、通行止めの道もあります。初めはピンとこなかったプロセシオンも毎日見て
いると少しずつ分かり始め、最後にはとてもワクワクしながら見ることができました。コロナの影響で2年ぶりの開催ということもあってか、どこへ行って
もかなり人が多く、また日本では感じることができない空間に圧倒され良い経験になりました。

これまで食・住について書いてきたので今回は衣について。

ガリシアはスペインの北西に位置し、他の州とくらべると比較的気温が低いです。4月までの服装はここへ来てすぐの1月末とほとんど変わらず、ヒートテッ
クとライトダウンが必須で、マフラーをつける日もありました。セマナサンタが終わってからは、冷たい風を感じることが減り、少しずつ暖かくなり最高気
温が20度を超える日も数日ありました。寒い日はみんなアウターを着ていたのに、暑い日は急にみんな半袖になるので、春服を着ているイメージはありませ
ん。ガリシアは雨の多い地域ですが、幸いなことに今年は雨が少ないようです。しかし曇りの日が多く、晴れの日と比べるとやはり風は強く、肌寒く感じま
す。

服の購入についてですが新市街にはZARAを始めとしたスペインゆかりのブランド店舗が並んでいます。また寮から20分程歩くとH＆Mなどのアパレルショップ
がたくさん入ったショッピングモールがあるので問題ありません。ZARA等はスペインブランドなだけあってか、日本よりも安く手に入れることができる印象
です。

また洗濯についてですが、私の住む寮の洗濯機は毎回、洗剤を持参する場合1.5€、自動投入洗剤を使用する場合2€必要です。乾燥機を利用する際も再度同程
度の料金がかかります。乾燥機の利用でさらにお金を使うことになるので、日本から持ってきた選択物干しグッズが役立っています。日本から持参しなくて
も、中国人経営の雑貨店などで売っているみたいです。

暖かくなってきたので、街中の花が満開でとても可愛かったです。日本の桜のようなアーモンドの花やサトザクラもきれいなピンク色で、スペインでも少し
だけ日本の春を感じることができた4月でした。
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2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年5月分

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学

派遣留学

履修

授業1 540スペイン語文法１Gramática práctica do español 1

授業2 540ガリシアの言語、文学、文化１Lingua,literatura e cultura galegas 1

授業3 540中世ヨーロッパ文学の登場人物と現代への影響Personaxes literarios da Europa románica medieval e a súa proxección na actualidade

Ⅱ．

No.1

今月も前月の続きで、動詞がメインテーマでした。また、試験を控えていたこともあり、最終週は主にこれまでの復習を含むまとめを行いました。

No.2

文法分野は動詞の過去形を中心に学びました。文化分野では、ガリシアの古くから伝わる歌やガリシアの歴史について学びました。また、教育実習のように
現地の学生が授業を行う時間もあり、普段とは違った雰囲気で授業を受けることができました。

また授業中に口頭試験として、自分の家と家族についてPPTを用いたプレゼンがありました。国によって親族に対する呼び方が違ったりその他もすべてが様
々で、クラスメートの発表を聞くのも新しい発見があり面白かったです。日本の家には必ずと言っていいほど和室があり、先生からもたくさん質問がありま
した。

No.3

今月はイギリス文学の“アーサー王伝説”について学びました。アーサー王と言う名前や、エクスカリバー、円卓などのアイテム等を聞いたことがありまし
たが、内容は全く知らなかったので少し難しかったです。また登場人物の関係性がかなり複雑で整理するのにかなり時間がかかりました。今回も同様に映画
を視聴しましたが、架空の伝説のせいか内容も様々でした。

生活

はやいものでついに授業のある最後の1か月になり、図書室の利用者数もこれまでと比べると増えた印象です。一人で黙々と進める学生もいますが、ほとん
どの学生が数人で1つのテーブルに固まり勉強しています。この大学にはほとんどの棟に各々図書館があるので、学生も分散するようです。そのため普段か
ら利用している哲学部棟の図書館は、いつ行っても席が埋まっているような状況はありません。

前月の報告書にも記載しましたが、だんだんと暖かくなってきたので今月はなるべく毎日散歩するようにしています。散歩のおかげで新しい発見や素敵な出
会いが毎回たくさんあり、もう少し早く始めればよかったなと思うこともあります。すれ違う方々に「Hola」と挨拶するとほとんどの方が返してくれますし
、日本語を話すスペイン人の陽気なおじいさんとも出会いました。すれ違いざまに突然「こんにちは」と挨拶して下さり、その後も私に話す隙を与えないほ
ど次々と日本語で単語が出てくるので、かなり驚きましたがとても嬉しかったです。

天気の良い日はみんな芝生にシートを引いてピクニックや日光浴をしていて、私も映画をみたり音楽を聴いたりしながら過ごしています。しかし雨の日や朝
晩はまだまだ肌寒いのでヒートテックとライトダウンは片付けられていない状況です。

5月7日にガリシア北部のFerrolという町でイベントがあり、参加してきました。Sillobreという地区特有の行事なのでかなり小規模でしたが、参加している
住民の皆さんは可愛い衣装を着て温かく迎えてくださいました。この地区に流れる川が、洗濯するための川として有名で、昔は海で働く人達の衣類の洗濯を
ここに住む女性たちが請け負っていたそうです。そんな女性たちに敬意を表すイベントなので参加する女性はみんな白シャツ、スカート、エプロン、バンダ
ナと洗濯婦をイメージする衣装を身にまといます。私も実際に体験させてもらい、本当に良い経験になりました。

残り1か月となったスペインでの生活も、毎日楽しく元気に過ごしたいと思います。
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6月の教育編は入力がありません

Ⅱ．

6月の教育編は入力がありません

生活

いよいよ留学最終月になりました。5月は暖かく、比較的快適に過ごすことができましたが、6月に入り雨の日が増え、再び気温が下がりました。天気の良い
日はかなり暑く、日中は25度近くになる日もありましたが、朝晩は10度を下回る日もあり寒暖差にかなり悩まされました。帰国準備のために、長袖はスーツ
ケースに詰めていましたが、もう一度取り出す羽目に。時間帯や日によってかなり気温が違うので毎日の服選びが難しい1か月でした。

ついに夢の一つでもあったサンティアゴの巡礼道を歩くことができました。本来なら45日間900ｋｍの巡礼ですが、時間に余裕がなく大聖堂までの115㎞を
５日間で歩きました。毎日20―30㎞歩き続けることは初めてだったので初日はかなりつらかったです。それでも30㎞歩いた日の翌日は余裕を感じることがで
き、無事5日間で歩き終えることができました。ゴールになる大聖堂は留学中ほとんど毎日見ており日常化していましたが、歩き終わった後に見た時はいつ
もと違う感情がうまれました。

最後に、帰国の際に必要だった準備を簡単にまとめます。まず日本に入国するためには出国７２時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明書が必要でした。
サンティアゴの「Laboratorio Clínico Compostela」に問い合わせると、検査後24‐36時間で結果が伝えられるとのことだったので2日前の朝に予約しまし
た。鼻と喉のどちらも採取、日本の書式にも対応してくれ75€でした。また、入国の際の検疫通過のために「My SOS」というアプリをインストールし、日本
到着6時間前までに、基本情報・同意書・ワクチン証明書・陰性証明書をアップロードしておく必要があります。移動中に政府側がこれらの資料をもとに審
査を行ってくれます。乗り換えのミュンヘン空港で登録し、羽田空港行きの飛行機に乗りました。羽田に到着しネット環境のもとでアプリを立ち上げると青
色の画面が表示されました。空港スタッフさんの案内のもと前の人に続いて進み、別スタッフさんに画面とパスポートを確認してもらうと、紙をもらえます
。その紙を提示するとすぐに検疫所を通り抜けることができました。コロナ検疫にかかわる場所にはかなりたくさんのスタッフさんがおり、みなさん慣れた
手つきで進めてくださるので、安心でした。ターミナル間移動はスーツケース2つ持ちでのバス乗車はかなり大変でした。関空行きの飛行機へ乗り換えるま
でに４時間程ありましたが、遅延したり迷ったりと結局かなりバタバタしたので余裕のある予約をして良かったです。スペイン渡航者は入国後の隔離・待機
は必要なく、すぐに日常生活に戻ることができました。


