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ESSEC business school

Global BBA
1 year exchange student
2019年8月〜2020年6月
経営学部

3年

帰国日：2020年3月20日　　　　　　　　　　　　　　　オンライン授業終了日：2020年6月3日

2020/6/17

学年開始月日： 8月26日

学年終了月日： 6月16日

①　　　8月26日～12月20日

②　　　3月1日～6月16日

1-2
留学先大学の特長、人気のある分野等について記入く
ださい。

フランスで三指に入るビジネススクールでマネジメント修士では世界3位。ブランド、ラグジュア
リー系では他の追随を許さない。

留学先大学のサポートについて記入ください。

　語学面でのサポート： バディシステムが存在しているが機能しているところを見たことはない。

　勉学面でのサポート： 寮に勉強部屋があり、ESSEC内にも自習施設や図書館がある。困ることはない。

　精神面でのサポート： ESSECの事務局に連絡をすれば基本的にサポートしてくれる。

　住居・生活面でのサポート：
ESSECの持つ寮がある。大抵はle hautに住む。モバイル、交通、住宅補助のサポートはなく、
自力で頑張ることが必要。

　課外活動のサポート： 一応ESSECのクラブがあるが、あまり参加している人は周りにいなかった。

1-4
近況報告書提出後に、履修した授業について記入して
ください。 クリックで別シートへ

1-5
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

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。（気を付けること等）

le haut での暮らしは快適。だが、高額になるがポート寮での生活もいいだろう。た

だ、ポートに住むと他の学生との寮を通じたコミュニティが作りづらい。ただセル

ジーから直接出ているバスとシャルルドゴール空港の接続は良い。

インターネット接続環境について
現地でwifirstに接続することになる。これは初日にできるはず。毎週土曜あたりに再接続する
必要がある。

住居内のインターネット接続可否、プロバイダー、料金
等について記入してください。

料金は高くない。月に1000円程度であった気がする。そこまで覚えていないが。

大学内のインターネット接続可否(wi-fi)等について記
入してください。

できる。上記参照

医療について 病院には行ったことがない。パリのアメリカン病院に行くべきであろう。

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。また、健康管理や衛生面について特に注
意すべき点について教えてください。

行っていない。水道水は飲める。そこまで不潔ではない。

銀行口座等について
作った。本当にストレスがたまる。セルジーの大学の近くのソシエテジェネラルで開

設した

留学先でお金を引き出す為にどんな準備・手続きをし
ましたか。（現地口座開設、キャッシュパスポート等）

8月末まではスクールのエントランスの二階で受付を限定でしている。そこに駆け込む

べきだろう。英語対応をしてくれる。

奨学金を受給していた場合、奨学金名（財団名等）： JASSO,フランス家賃補助

支給額(円/月)： 月8万,家賃補助はおそらく15万ほど頂いた。

その他（渡航費等の支給）： 特になし。
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。）

合計で200万ほどか。

航空運賃： 　　　　　　　　　８万円ほど

住居費： (月額)　　　　　　70,000円　× (留学月数)　　10ヵ月　＝　　　　　　　　　70万円

食費： (月額)　　　　　　3万円　× (留学月数)　　10ヵ月　＝　　　　　　　　　30万円

保険料： 　　　　　　　　　　3万円

その他： 　　　　　　　　　　100万円弱

合計（留学期間全体の費用）： 200万円ほど

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、写真データと共にメール送信で提出してください。

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. 留学先大学について

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：

留学先での所属学部・研究科：

留学先での在籍身分：

留学期間：

2. 住居について

4. 経費について（奨学金、留学費用）

4-1

帰国日・オンライン授業終了日：

1-3

3-1

3-2

3-3

1-1

学期：

3. 生活について

4-2
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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。

スーパーが日曜に閉まる、スーパーがきたない。個人主義。

大学外の現地の人々と、どの程度コンタクトを持ちましたか。 現地の住民とは2,3人ほどしか接点がない。1人は同世代で仲が良かった。

課外活動（ボランティア、インターンシップ、アルバイト等）はし
ましたか。

基本的にしていない。現地でクラブに行ったり、友人の家に行ったりしていた。

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）

基本的に安全だが、他の国からパリに来た人はよくスリ、強盗に遭っていた。

6-1 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、どんなことをしたか教えてください。 ボストンキャリアフォーラムにて内内定を二社頂いた。

7-1 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。

地球の歩き方特派員のツイッターはものすごく参考になる。COVID-19の情報やパリのストライキの情報など

7-2 現地では手に入らない物、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。

薬　モップ　ハンガー　輪ゴム　コンタクトレンズ　カップ麺（日本の調味料などはパリの日本人街、チャイナ
タウンで十分買える）

語学力について、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：（TOEFLiBT）86点　→　帰国後：世界情勢的に現在受講できる環境ではございません。

7-4 振り返ってみて、何が最大のトラブルでしたか。 新型コロナウイルス

7-5
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。

金銭の額が低かった。10万欲しい

7-6 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。 勧める。他の学生では得られない経験を幾度もした。

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

4

・留学先大学の学生サービスに満足しましたか 1

・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか 4

・住居の「質」（広さ，料金等）に満足しましたか 3

・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

3

・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 4

ESSEC business schoolへの留学はおすすめです。おそらくESSECに行く人々はウィーン経済大学
（WU）への留学と迷っているかもしれません。そこで、私なりにESSECとWUを比較してみます。まず
共通する部分として、世界でのビジネススクールとしての評価が共にトップレベルであることが挙げ
られるとおもいます。WUの最大のメリットはおそらく治安の良さです。そして、空港へのアクセスが
ESSECより近いです。１時間程度で行けます。ESSECはCDGまで1.5hはかかります。そして、都心に
位置しています。ESSECはパリ郊外です。ESSECのメリットとしては、日本人学生の質がWUよりも高
いことです。WUよりもESSECの方が、慶應、早稲田の学生の学力が高いです。また、空港がパリに
は三つあります。オルリー、CDG、ヴォーヴェとそれぞれの空港が役割を持っており、ヨーロッパの
みならず世界のハブとしての役割を担っています。また、パリの観光資源は無尽蔵です。パリには
200以上もの美術館が存在しており、さらには季節によって様々な施設が姿を見せます。はっきり
言って他国へ観光をせずとも毎日パリ観光をすればとても楽しめます。また、パリは世界都市なの
で日本でのキャリアを考える際にも日本人向けのキャリアフォーラムに出会える機会が存在してお
り、他の留学先へ行く学生と圧倒的な差をつけることができます。また、ESSECは12月から3月まで
約３ヶ月の長期休暇があるので、ものすごくたくさんの国へ観光に行けます。私はウィーンへはWU
に留学している友達の寮を借りるなどして２週間ほど滞在していました。

8. その他感想、後輩へのメッセージ等を自由に記載してください。（800字～）

5. 異文化体験について

6. 就職活動について

5-1

相対的視点の獲得　本物に触れる体験（美術など）　　異なる文化的背景を持つ人々と協働する経験

7-7

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）

7-3

7. アドバイス、振り返り
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9-1

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

9-2 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

9-3 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

9-4 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

9-5
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。（留学体験の発表等）
※可能な場合、後日連絡することがあります。

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： hal4626@gmail.com

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。

9. 留学経験の共有について

9-6

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GEMsにアップロードしてください！

mailto:hal4626@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

・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

6

授業に出て、レポート

を毎週出せば良い

課外ワークやプレゼン

がある。毎回出席し

て、課題をやっていれ

ば大丈夫

課外ワークやプレゼン

がある。毎回出席し

て、課題をやっていれ

ば大丈夫

3h 2 English

1-4　近況報告書提出後に、履修した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

課外ワークやプレゼン

がある。毎回出席し

て、課題をやっていれ

ば大丈夫

50

4
Engaging with
others

phillipe
crinel 3h 2 English 50

3

Introduction to
business
history

Xavier
CARON

5

50

2
purchasig
management

Jean-
Robert
FAURE

3h 2 English 50

1
French
civilization

Pascale
GUILLIE
R

3h 2 English


