
神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２） 

 1 

 

交換留学（派遣）帰国報告書 

 

皆さんが無事留学を終えられたことを嬉しく思います。本報告書は以下の目的のために使用されます。 

① 皆さんの留学に関する状況を把握するための資料です。 

② 今後，交換留学プログラムを改善するための重要な資料となります。 

③ 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。 

 

本報告書は帰国後 1ヶ月以内に所属部局教務係に提出してください。 

*各項目のスペースが足りない場合は，適宜スペースを足して記入してください。 

本報告書を閲覧する際には，あなたの氏名，学籍番号，E-mailは公開されません。 

 

氏名： 

学籍番号：  

e-mail： 

 

留学先大学：香港中文大学 

留学先での所属学部・研究科：Business Administration  

留学先での在籍身分：Undergraduate  

留学期間：2017年  9月－2018年 5月 

神戸大学での所属学部・研究科： 経営学部 

学年（出発時）：3年 

本報告書記入日：2018年  5月 31日 

 

1. 留学先大学について 

1-1. 留学先大学の「学期」について 

学年開始月日：  9月  4日 

学年終了月日：  5月  12日 

学期： 

①   9月  4日～  12月  22日 

②   1月  8日～  5月 12日 

 ③  月  日～  月  日 

 ④  月  日～  月  日 

 

1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等 

香港の公立大学。教授言語は中国語（広東語ならびに普通話）と英語です。英語で教える香港大学に対抗するた

め、新亜書院、崇基学院（クリスチャン・カレッジ）、聯合書院が合同で創設しました。学生は、各書院と学院

に所属する英国式をとっており、米国式の所属形態である香港大学など他の香港公立大学と異なる特異なシス

テムを維持しています。また香港中文大学のビジネススクールはアジア最古の歴史を誇る MBA として世界的

に名高く、数多くの財界人を輩出しています。IT分野、ファイナンス分野が人気学部です。 

 

1-3. 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 

セメスターを通して、とにかくたくさんの課題がでます。それらの課題はただ参考文献を読むだけではなくて、

プレゼンテーションやレポート、ディベートなど、アウトプットを求められる機会が非常に多いです。また、グ

ループプロジェクトも多いので、仲間と一緒に計画を立てて役割を決め、発表間近になると毎日のようにミーテ

ィングをし、発表の練習をしたりします。授業中の出席確認はありませんでした。クラスの規模は、10 人程度

の少人数クラスのものから大講堂で行う、生徒数が 100 人を超えるものなど様々です。成績評価は大きく 5 段

階に分かれていて、GPAが直接就職活動に反映されるため、現地学生は非常に勤勉で、授業態度も積極的です。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E6%8E%88%E8%A8%80%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E6%9D%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://jp.mba.cuhk.edu.hk/
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1-4．履修した授業について記入してください。 

No. コース名 教授名 時間数

／週 

留学先

での単

位数 

履修し

ている

学生数 

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含

めて教えてください。 

1 Application of 

Voc & Gr I 

 2 3 約 10

名 

オンラインで授業前に予習、後に復習が求めら

れる 

 

2 Oral Skills 

Practice I 

 2 3 約 10

名 

オンラインで授業前に予習、後に復習が求めら

れる 

 

3 Financial 

Management 

 3 3 約 100

名 

グループプロジェクト 

 

4 Comm in 

Context I - 

Putonghua 

 2 3 約 10

名 

オンラインで授業前に予習、後に復習が求めら

れる 

 

5 Risk 

Management 

and Insurance 

 3 3 約 50

名 

グループプロジェクト、プレゼンテーション 

 

6 Investment 

Ana & 

Portfolio Mgt 

 3 3 約 50

名 

グループ課題 

 

7 Economics and 

Society 

 3 3 約 300

名 

中間、期末テストのみ 

 

8       

 

9       

 

10       

 

 

1-5. 留学先大学のサポートについて記入してください。 

  語学面でのサポート： 

広東語の公開授業が毎学期の初めにあります。 

 

  勉学面でのサポート： 

図書館がテスト前は24時間空いています。 

 

  精神面でのサポート： 

カウンセリングサービスがあります。 

 

  住居・生活面でのサポート： 

定期的に各寮でイベントがあります。 

 

  課外活動のサポート： 

メールやFBで知らせてくれます。 

 

1-6. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。 

            はい       いいえ 
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2. 住居 

2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。（気をつけること等） 

自分は留学生用のレジデンスであるアイハウスに住んでいましたが、全体的にとても古くおすすめは出来ませ

ん。SHHOカレッジやMorning Sideカレッジは新しく、駅やメインキャンパスが近く便利だと思います。 

 

 

3. 生活について 

3-1. 保険について 

どのような種類の保険に加入したかを教えてください。 

生協の海外保険に加入しました。 

 

 

また，現地で加入した保険があれば，ご記入ください。 

ありません。 

 

 

3-2. ＰＣ（パソコン）について 

   PCの保有の状況： 日本から持参した 現地で購入した 保有しなかった 

   住居内のインターネットへの接続の可否： 接続できた  接続できなかった 

   住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。 

大学の無線LANで、寮に住む場合無料で接続できます。 

 

   大学でのPCの使用の可否： 使用できた 使用できなかった 

   大学でPCを使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。 

カレッジ毎にある図書館、ラーニングコモンズにあります。日本語のキーボード設定は可能です。 

 

3-3. 医療について 

   留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。 

食中毒で通院しました。医療費は海外保険を使用しました。 

 

   健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。 

特にありません。 

 

3-4.  銀行口座について 

留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。 

（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等） 

特にしていません。 

 

 

3-5.  異文化体験について 

留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。 

食文化が大きく違います。 

 

大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。 

友人繋がりで何度か一緒に食事に行きました。 
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課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。 

していません。 

 

留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。（安全性，外国人への態度等） 

治安がかなりいいです。 

 

3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。 

していません。 

 

 

4. 経費について 

4-1. 留学期間を通して必要だった費用を記入してください。（概算で結構ですので，円価で記入してください。） 

  航空運賃：10万円 

住居費（月額×留学月数）：18万円 

食費（月額×留学月数）：27万円 

保険料：6万円 

その他：30万 

計：   91万       円（留学期間全体の費用） 

 

 

4-2. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。 

（財団等名）    JASSO       ,  70000    円／月 

その他（渡航費等の支給）      ０ 円 

 

5. アドバイス及び感想 

5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。 

特にチェックしていません。 

 

5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。 

現地のインターンシップや商工会議所に所属したいのであれば、スーツの持参が必須になります。 

 

 

5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。 

（語学力の向上，キャリアパスの明確化，異文化理解等） 

※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。 

留学前：（TOEFL ibt）    72点→帰国後 受験予定         

現地の生徒との交流、他国からの留学生と生活することで、英語力の向上はもちろん、彼らの価値観、考え方に

刺激を受け、人間として豊かになったと思います。何事においても積極的な姿勢、自己主張の強さ、フレンドリ

ーな態度など、異なるバックグラウンドを有する人たちと一緒に過ごしたことで、自分の生き方を見つめなおす

いい機会になりました。 

 

5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。 

1週間程続いた食中毒。 

 

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば 

記入してください。 

適切でした。ありがとうございました。 
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5-6.  本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。 

薦めます。 

単位互換制度や、幅広い奨学金制度があり、海外のトップレベルの大学に留学することができるからです。 

 

5-7.  留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。 

（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価） 

・留学先大学の授業の「質」（内容，レベル等）に満足しましたか： 5  

・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 4  

・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 2  

・住居の「質」（広さ，料金等）に満足しましたか：  2  

・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか： 4   

・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 4   

・留学全体の総合的な評価： 5   

 

5-8. その他 自由に記入してください。 

 

6.  留学経験の共有について 

 あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば，ぜひ報告書に添付して送ってください。 

（デジタル画像でお願いします。） 

 

6-1. 神戸大学では所属部局教務係及び国際交流課にて，留学を考えている学生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。） 

*担当部署（所属部局又は国際交流課）が本報告書の原本を保管します。あなたが閲覧資料にすることに同意しない場

合であっても，あなたの状況等を把握するために及び本プログラムを改善するために，学内の関係部署に転送すること

があります。  

               はい             いいえ 

6-2. あなたの本報告書の一部を引用して，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             いいえ 

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             いいえ 

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             いいえ 

6-5. 国際教育総合センターが実施する「海外留学フェア」にご協力いただけますか。（留学体験を発表するなど） 

*ご協力いただける場合，後日，留学生センター教員よりあなたに連絡することがあります。 

                  はい             いいえ 

 

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となります。 

本報告書の提出先は以下のとおりです。原則として e-mail で提出してください。もし，e-mail を使用できない場合

は，郵送又はファックスで提出願います。 

 

経営学研究科学部・大学院教務係 〒657-8501神戸市灘区六甲台町2-1 

 bkyomu@b.kobe-u.ac.jp 

mailto:bkyomu@b.kobe-u.ac.jp

