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帰国日：3.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンライン授業終了日：6.3

2020.6.24

学年開始月日： 　　 　9月　　1日

学年終了月日： 　　6 月　12日

①　　　9月　　1日～　12月　　20日

②　　3月　　2日～　　　6月　　12日

③　　　月　　　日～　　　月　　　日

④　　　月　　　日～　　　月　　　日

1-2
留学先大学の特長、人気のある分野等について記入く
ださい。

ラグジュアリー ブランドやブランドマネジメント

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： 特になし

　勉学面でのサポート： 特になし

　精神面でのサポート： 特になし

　住居・生活面でのサポート： あるのはあるが使ったことがないのでわからない

　課外活動のサポート： 　特にない

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）

一人部屋なので心配はありません。しかし支払いは使えるカードとないカードがあるので注意が

必要。CAF申請は日本で書類を準備しておく必要があるので注意。

インターネット接続環境について 有料wifi

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。

月20ユーロくらいで使用できる。オンラインで申請するだけで使用可能。

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。

使用可能

医療について 使用していないのでわかりません。

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。

銀行口座等について CAFのために口座を開設。使用はしていない。

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）

デビットカードで現金を引き出した。基本買い物はクレジットカード。

奨学金を受給していた場合、奨学金名（財団名等）： JASSO

支給額(円/月)： 80000円

その他（渡航費等の支給）：

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： 　　　　110000　　円
住居費： (月額)　　　　　50000　円　× (留学月数)　　7ヵ月　＝　　　　　　　　350000　円
食費： (月額)　　　30000円　× (留学月数)　　7ヵ月　＝　　　210000　円
保険料： 　　　　　　　　70000　　円
その他： 　　　　通信　　4000*7=28000　円　交通費 50000 その他　50000
合計（留学期間全体の費用）： 　　　　　　868000　　円

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。

ゴミ箱がいたるところに設置されているが、街は汚い。　日本よりも悪質な窃
盗が多い。

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。 大学外の現地人の人とはコンタクトを取っていません。

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。 していない

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）

比較的安全であるが、夜遅くの外出は避けた方が良い。。大学がある街でかつ留学生が多く住んでいる
ので、街の人も慣れている様子。

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。 していない

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。

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。

ダイソーの炊飯器、目薬などの日用品

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：（　　　　　　　）　　　　　点　→　帰国後：（　　　　　　　）　　　　　点

7-4 振り返ってみて、何が最大のトラブルでしたか。 ストライキによって交通が声援されたこと

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。

もっとフランス特有の手続きについて、サポートいただけたらもっと良いと思
います。

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。

薦める、トータルで見ると金銭的に余裕であったことと、よりレベルの高い環境で学べる。

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 3

・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか 3

・住居の「質」（広さ，料金等）に満足しましたか 4

・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 3

・留学全体の総合的な評価 4

留学を予定の半分しか行えませんでしたが、その短い間でも、十分に満足いくものでした。本当に留学に行ってよかったと思います。

留学は、語学力や知識だけではなく、知らない土地に住むという経験が得られるという点で非常に良いと思いました。知らない土地で、様々
な情報を調べながら、問題を解決していく、そういったスキルはなかなか得られないものなので、勉強になりました。またフランスでは日本と
全く異なる店員の対応されることが多かったり、手続きなどは時間がかなりかかったり、対応する人によって違ったりするということを繰り返し
経験していくうちにストレス耐性が身につきました。
学業に関しても、エセックビジネススクールでは神戸大学では受けられないような授業がかなり多く開講されていて、講義を選ぶ時からかな
り悩みますが、基本的にどれをとっても非常に身になる講義ばかりなので、心配はありませんでした。講義の内容はラグジュアリー ブランド
やイノベーションなどより狭い範囲を詳しく学んだり、実際に講義内容を体験したりとより講義内容が体感しやすいように設計してありました。
またそれらの講義は、グループワークを講義内で行ったり、グループプロジェクトで評価したりすることが多いので、様々な国の人と交流する
ことができました。グループプロジェクトに関してはタスクを最初から振り分けて行うことが多いので、担当のパートに責任を持ち、周りの人と
比べてレベルが落ちてしまわないように努力するうちに力がついていきました。

学業以外において
エセックの構内にはバーが設置されており、ビールを比較的安価に飲むことができるので、講義後に友人をビールを飲むこともありました。
神大では考えられない設備なので非常に楽しかったです。またテストが終わった後に講義の教授がビールをクラスの人に奢るということもあ
り、学校生活はとても面白かったです。

日本、日本の大学では経験できないことが数多く存在している留学生活で、それらを体験することができたことが最大の収穫だと思います。

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

語学の向上、海外の友人、異文化理解

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。

いいえ

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： gingaman98@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:gingaman98@gmail.com


神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式2）

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

1 4 EN

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

40

4
Conscious
Business

Jean
Sebastien
Simon

1 4 EN 40

3 inovation 3.0 Alice
Bouis

5

40

2
behavioral
economics Mickael 1 4 EN 40

1
luxury brand
management

SEBATI
EN
Santos

1 4 En


