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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：European Business School
留学先での所属学部・研究科：Business School
留学先での在籍身分：学生
留学期間：2017 年 8 月－2018 年 7 月
神戸大学での所属学部・研究科： 経営学部
学年（出発時）
：四年生
本報告書記入日：2018 年 07 月 23 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 10 日
学年終了月日： 5 月 31 日
学期：
①
9 月 10 日～ 12 月 31 日
②
1 月 15 日～ 5 月 31 日
留学先大学の特長，人気のある分野等
Business, Economics and Law.

1-2. 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
Normally one class contains from 20 up to 50 students. Basically the school focused on teamwork a lot. In
teamwork, every students get the same results. Each class contains 90 points while 45point or 50% is the
pass line. Homework, teamwork and final test, sometimes few reports are required to get a final result. The
local students are requested to stay overseas at least for one year, international students are more than local
students. Local students normally don’t do part time jobs. German students are very independent and long
for knowledge. Each class requires lots of back-up knowledge support that we have to read almost 10 to 30
pages A4 materials follow the teaching instructions.
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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

1

BSC Managing
People

Prof. MarjoRiitta Diehl

BSC Elective
Entrepreneurship

Prof. Diane
Isabelle Robers

BSC Elective
Real Estate
principles

Kerstin Hennig

BSC Elective
Banking and
Capital Markets

Prof. Puriya
Abbassi

BSC
Management
Decision Making

Dr. peter
Wachendorff

BSC Elective
SCM

Prof. DR.
David
Alexander
Wuttke

BSC Elective
Exchange Rates
and International
Finance

Prof. Dr. JanChristoph
Rulke

BSC Elective
Private Equity
and Venture
Capital

2

3

4

5

6

7

8

9

10

時間数 留学先
／週 での単
位数
3/14

3/14

3/14

6

6

6

履修し
ている
学生数
40

50

30

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。
Reading 37 hours /Presentation 20
hours/Journals 50 hours/Exam 40hours
(EXTRA HOURS)
Presentation/Group-work/Homework
/Pre-reading
Very Difficult, needs lots of time consuming.
German law and government regulations
need to remember. Group work contains a
whole real estate plan, 40000 words report
required.
Presentations / Lectures / Final exams.

3/14

6

25
Presentations/ Lectures/ Final exams

1.5/14

3/14

3

6

20

35

Presentation/case study/no
exam/Homework, specific excel and
programming and coding skills required
The best ER and IF class ever. Lecture and
exams only. Very interesting and easy to
learn.

3/14

6

30

Dr. Palph
Jakob

3/14

6

50

BSC STUDY
SKILLS German
A1-A2 level

Language
Center

1.5/14

3

20

Easy to learn. Small conversation, easy
presentation and final exams.

German
Intensive Class

Language
center

8/1

3

15

Hard to process. Need to finish the whole
level in one week.

TOO DIFFICULT FOR JAPANESE
Student. A 10-page academic report need to
be finished after reading a 600-800 pages
book in one week and a presentation
required.

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：
Language center provides several languages courses. Extra fee required.
勉学面でのサポート：
Don’t know details.
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精神面でのサポート：
School provides career support and coaching system to help student to get familiar of the real career.
住居・生活面でのサポート：
School helps student to do flat hunting before go to Germany. Also they have several dormitory rooms, new
facilities, quite expensive.
課外活動のサポート：
There are lots of forums and students affairs in EBS, including the biggest student forum in Europe, EBS
symposium.
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）
It is better to take the flat hunting organized by the international student coordinator. The business school
located in a quite charming village, it okay, students can live in Wiesbaden.
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。
Barmer Insurance, compulsory by Germany Law.
また，現地で加入した保険があれば，ご記入ください。
Barmer Insurance.
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

住居内のインターネットへの接続の可否：

現地で購入した
接続できた

保有しなかった
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。
Normally the rent contains water, gas and internet.

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。
The university computer still remains Windows 95 version, quite old and never works. I only use it for data
streaming.
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。
No. I had a fever once, I went to the local clinic, with Barmer insurance I pay 5 euro for medication prescribed
by doctors only.
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健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。
No.
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）
Germans have the worst banking operating system. It took me 2 months to get a local bank account and the
stupid German bank even sent my monthly bills to my Japanese address. Until I left Germany, they didn’t
even fixed this tiny problems. Bank account need to be closed before leaving the country.

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。
No.
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。
Friends.
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。
No.
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）
The village is called Oestrich-Winkel the best white wine region in Germany. It has 5000 people, they are
quite nice to foreigners, and relatively rich area so it is quite safe I think.
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。
No.

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：500, 000 (I came back to China few times)
住居費（月額×留学月数）
：50000yen*10months
食費（月額×留学月数）
：70000 yen *10months
保険料：12000yen*10months
その他：500,000 yen
計：
2,500,000-----3,000,000
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）
,
円／月
その他（渡航費等の支給）
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。
No.
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。
No.
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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 等試験の名前）
85
点→帰国後（
）
点

5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。
The language barrier is the biggest problem. German people also do not speak English, it is quite difficult to
communicate with them. Also, Germany has lots of racist, especially for Asian students, they have to pay
attention to it while it never happened to me though, few friends told me some very bad experiences.

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。
I think the monthly report works perfect in this case and Ossam is very good. But I think these two things
need to be simpler to report.

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。
I would recommend the EBS. It is one of the best business school in Germany and has diversifying student’s
combinations. It is close to Frankfurt that is very easy to access to most of the European cities. The
countryside view is amazingly beautiful. EBS provides multiple creative classes and all the students are very
energetic and positive. Local people are vey nice.
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： 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：
2
・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：
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：
4
5-8. その他 自由に記入してください。
This was an amazing experience. I am really appreciate that I had the chance to study in a different country.
If you also have the chance, get it without hesitation.
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。
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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
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