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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：ESSEC Business School 

留学先での所属学部・研究科：Global BBA 

留学先での在籍身分：Exchange Student 

留学期間：2018年 8月－2019年 6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：2019年 6月25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： 8月31日 

学年終了月日： 6月14日 

学期： 

①  9月 3日～12月18日 

②  3月 11日～ 6月14日 

 

1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等 

企業で活躍できる人材を育成する目的のBusiness Schoolなので当然といえば当然ですが、神戸大学のアカデミ

ックな授業と比較するとかなり実践に重きを置いた授業内容だと感じます。そのような理由もあってか、マーケ

ティング系・ファイナンス系の授業はかなり人気です。またExcelやプログラミングなど、かなり実務的・スキ

ル重視な授業も開講されています。これらは現地学生には必修の科目となっているようです。 

 

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 

全クラス40~60人程度。成績評価は20点満点で10点以上が合格。授業への貢献度・プレゼンテーション

（グループワークが主）・中間/期末テスト・（まれにレポート）等で評価されます。 

現地学生は成績評価によって留学先やインターン先の選択肢が異なってくるため、愚直に良い成績を目指

す学生が多い反面、不真面目な学生も一定数存在します（パーティー等も多いため）。交換留学生が所属するこ

とになるGlobal BBAコースには正規生として入学しているフランス人以外（中国系・インド系・他ヨーロッパ

各国など）の学生もかなり多い印象です。交換留学生も多数在籍しています。 

 

 

 

 



神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２） 

 2 

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 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 Beginner 

French 

3 4 15 完全初学者向けでゆっくり進む。神大の第二外国語

より易しい。上位クラスあり。 

2 Luxury 

Marketing 

3 4 40 グループワーク多。評価はそれに加えて筆記試験あ

り。 

3 Innovation 

3.0 

3 4 40 グループワーク多。最終グループプレゼンで評価。 

4 Product 

Innovation 

3 4 40 毎回、革新的商品についてケーススタディ。 

筆記試験もあり。 

5 CRM & Value 

Generation 

3 4 40 膨大なグループワークと筆記試験。 

 

6 Internet of 

Things 

集中 

講義 

4 40 評価は１回のプレゼンのみ。集中講義開始までにグ

ループで用意する。 

      

 

7 European 

Economics 

3 4 50 膨大なリーディングを課される。 

2回のテストは全て論述。 

8 Advanced 

Excel 

3 4 40 実務的なスキルを習得する。 

期末の実技テストで評価。 

9 Programming 

Python 

for Business 

3 4 40 文系学生がプログラミングの考え方に触れられると

いう意味では良いが、この授業だけでは使い物にな

らない。また ESSEC もこの科目を開講して間もな

いため、手探り状態の印象。 

10 Innovative 

Merchandising 

3 4 55 パリに出てMerchandising事例を学ぶ。教授が昼夜

問わずクラスにメッセージを送り続けて来る。グル

ープワークと個人ワークで評価。 

11 Digital 

Transformation 

3 4 50 Innovation 3.0 と同じ先生。Slack を駆使する先進

的な授業スタイル（リモート受講もアリ）。最終グル

ーププレゼンで評価。 

 

 

 

 

 

 

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： 

特にありません。 

 

  勉学面でのサポート： 

特にありません。 

 

  精神面でのサポート： 

オフィスに行けば対応してもらえる旨の案内は受けましたが、利用していないため内容は不明です。 
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  住居・生活面でのサポート： 

寮があり、留学開始前に案内があります。 

 

  課外活動のサポート： 

インターンシップや就職活動のサポートは充実しているようです。 

 

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 

 

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） 

大学寮は複数あり、どれも通学には便利な立地ですが、パリ市内からは電車で１時間ほどかかります。パリに住

んでいる友人もいましたが、私は通学を重視して寮（Les Hauts des Cergy）で生活しました。 

 

寮は1人1部屋（キッチンやバスルームも含む）が基本で、家賃は7万円〜10万円です。CAFという機関から

学生に対し2万円ほどの家賃補助があります。マットレス・冷蔵庫・電子レンジなど最低限の家具は付いていま

すが、食器や掛け布団などは自前で購入する必要があります。 

 

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。 

 

学研災の付帯保険。 

 

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。 

寮に入っているプロバイダーと契約、料金は15ユーロ/月です。 

 

   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。 

PCルームがありました。日本語は使えません。 

 

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。 

通院はしませんでした。 

 

   健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。 

スーパーマーケットには賞味期限切れの商品や腐っている野菜などが平気で売られているので、必ずチェックし

ましょう。 
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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） 

現地で口座を開設しました。キャッシュパスポートのようなものを準備せずに渡航したので苦労しました。 

 

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。 

電車内で電話をしてもOK、無賃乗車は当たり前、歩きタバコはOKだが室内での喫煙はNG、乞食が多

い（スーパー等の前には必ずいる）、電車内で大麻パーティーが始まる、寮内で大麻の売買がある、など

でしょうか。 

 

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。 

麻薬を売られかける程度でした。 

 

課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。 

しませんでした。 

 

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） 

治安はあまり良くないように感じました。パリ郊外のニュータウン的な位置付けの町で、パリ市内と比較

するとアフリカ系の人が多く、外を歩けば必ず大麻のにおいがします。人が路上で亡くなっている場面も

目撃しました。英語が通じない場面も多く、日常生活を送る上で最低限のフランス語とそれなりの度胸は

必須です。 

 

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。 

しませんでした。 

 

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：15万円×2 

住居費（月額×留学月数）：7万円×10ヶ月 

食費（月額×留学月数）：6万円×10ヶ月 

保険料：約10万円 

その他：約10万円（ 

計：          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     80,000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。 

特にこれといって利用したものはありません。現地で知り合った人から情報を得るのが楽しいと思います。 

 

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。 

お米を食べたい人は、1合を電子レンジで炊ける容器など持参すると手軽で良いのではないでしょうか。 

フランス含め海外の歯ブラシは大きすぎるので、私は歯ブラシも持参しました。パリ市内にユニクロや無印良品、

また日本の食材を扱う店舗もあるので、あまり心配しなくても大丈夫です。 
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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）   84点→帰国後（未受験） 

本報告書記入時点で英語の試験は未受験ですが、1年間ほぼ毎日英語を聞いていたので「聴く力」は特に向上し

た実感があります。キャリアパスに関してはもともとやりたいことが決まっていたので特に変化はありませんで

した。ESSECは現地学生に加えて留学生が非常に多く、様々な文化的背景を知ることができましたし、学外で

も想像の中のフランスとは違った未知の世界を知ることができ、それによって自分の考えにも幅が出たように思

います。 

 

5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。 

準備や想定の範囲内のものがほとんどだったので、特にこれといって思いつくものはありません。 

 

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。 

適切だと感じました。ありがとうございました。強いていうならば、多くの後輩が適切な選択ができるように、

このような報告書があることも含めて学部1〜2年生に留学関連情報を広く伝えていただきたいです。 

 

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。 

強く薦めます。どのような目的で行くかに関わらず、今まで育ってきた環境と全く異なる場で生活するだけで何

かしら得るものがあるでしょう。普通に神戸大学に4年通うのと較べれば費用はかさみますが、それでも交換留

学は低コストかと思います。 

 

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：3 

・留学先大学の学生サービスに満足しましたか：2 

・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：1 

・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：3 

 

5-8. その他 自由に記入してください。 

改めて神戸大学経営学部のサポートに感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

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 
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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

