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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：Ghent University  

留学先での所属学部・研究科：Faculty of economics and business administration  

留学先での在籍身分：Exchange student  

留学期間：2017年 9 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）：3年 

本報告書記入日：2018年 7 月 21 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 20 日 

学年終了月日： 6 月 20 日 

学期： 

 ① 9 月 20 日～ 2 月 2 日 

 ② 2 月 12 日～ 6 月 20  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 

 

基本的に一つの授業に対する学生の人数が多い。 

グループワークやプレゼンテーションがある授業が多い。 

 

 

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 
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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 Project 

Management  

Mario 

Vanhoucke 

4.5 6 200 グループワークの難易度が高く、とても量が多

く、大変であった。テストは基礎と応用を問わ

れる記述問題だった。 

2 Creating Value 

with Social 

Media  

Amy Van Looy 3 3 200 細かい知識を問われる選択式問題であった。授

業のパワーポイントと教科書をどちらもよく勉

強したほうがいい。 

3 International 

Business Class  

Yann Dekeyser 3 3 500 授業とゲストレクチャーで学んだことを全て問

われる選択式問題であった。授業のパワーポイ

ントと教科書をどちらもよく勉強したほうがい

い。 

4 Buying 

Behavior  

Iris Vermeir 3 6 60 グループワークやセミナーには必ず参加する。

テスト範囲が多い記述問題なので、授業に対す

る深い理解が必要。 

5 Digital 

Marketing  

Sarah 

Steenhaut 

6 3 60 グループワークでは実際に企業と一緒にプロジ

ェクトを行い、レベルの高い学習をすることが

できる。テストではマーケティングの基本的な

知識を問われる問題が多い。 

6 Business Skills  Mieke 

Audenaert 

 

3 4 700 パワーポイントだけでは不十分であるため、教

科書や普段の授業での学習によって理解するこ

とが必要。経営経済学部以外の多くの学部から

の学生が参加するので、グループワークでは

色々な背景を持つ学生と関わることができる。 

 

7 International 

and Cross-

cultural 

Marketing  

Hendrik 

Slabbinck 

3 3 100 授業のパワーポイントだけでは不十分なため、

普段の授業での理解が必要である。 

8 Dutch for 

Exchange 

Students  

Catherine 

Verguts  

2.5 3 １クラ

ス３０

ほど 

小さいクラスで先生が教えてくれるため、わか

らないことはすぐに質問できる。授業で学んだ

ポイントをしっかり理解し、単語を覚えれば良

い。 

 

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：大学からの情報、大学でのサービス等は留学生のために全て英語で提供してくれてい 

  た。大学関係の方は全員英語を話すことができるので、言語で困ることはなかった。 

 

  勉学面でのサポート： 授業に関する情報提供などはとても充実していた。授業や試験について質問がある 

  時は各授業の先生がすぐにフィードバックの時間を設けてくれた。 
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  精神面でのサポート：特になし 

 

 

  住居・生活面でのサポート： 入寮できなかった人へのサポートが全くなく、自分で全て手配しなければな 

    らなかったので、とても苦労した。軽い病気にかかった時、大学のヘルスセンターで無料診断を受けること 

  ができたため、とても便利だった。 

 

 

  課外活動のサポート：お金を払えば学生とスポーツができる施設を大学が提供しているため、何度か参加し、 

   楽しむことができた。 

 

 

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） 

 

大学の寮に入ることができなかった場合、アパートメントを借りることがとても大変である。提供先から

連絡が帰ってこないことがほとんどであり、苦労することになるので、寮の申請をできるだけ早めにした

方がいい。 

 

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。 

 

学研災附帯海外留学保険 

 

また，現地で加入した保険があれば，ご記入ください。 

 

特になし 

 

 

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。 

 

CISCO、寮費に含まれており追加料金なし 

 

 

   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。 
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大学の図書室にあるパソコンを利用することができた。言語はほとんどが英語、コピー機などはオランダ 

語であった。わからないことがあれば図書室にいる係の方にすぐに尋ねることができた。 

 

 

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。 

 

通わなかった。 

 

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。 

 

一年分の常備薬を忘れずに持って行くこと。 

 

 

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） 

 

SMBCのデビットカードを利用していた。現金をATMから引き落とすための手数料は一律１０８円と他

より安かった。タイミングを逃し、現地で銀行口座を開かなかったので、 毎月郵便局に現金での寮費の支

払いに行かなければならず、また少し後悔した。 

 

 

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。 

 

日本に比べて何事に対しても対応が遅い。 

トイレの修理を寮に申請してから完全に修理が完了するまでに４ヶ月以上かかった。 

ベルギー人の９割以上が英語を当たり前のように話すことができ、日本人との違いに驚いた。 

 

 

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。 

 

ゲントで行った祭りのイベントの関係で多くの現地の人と知り合ったが、関わったほとんどの人は学生だ

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）をしましたか。 

 

日本文化を広める祭りのイベントをゲントで開催した。 

 

 

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） 

 

大学と寮の周りはほぼ学生が住んでいるので、とても安全かつ賑やかであった。 

しかし町の外れの方に行くと雰囲気が変わり、移民が多く住んでいるので、夜は一人では歩かないように

した。 
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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。 

 

１１月にアメリカ、ボストンで開催されるボストンキャリアフォーラムに参加した。ホテルは神戸大学生と

ともに予約し、４日間そこに滞在した。ホテルはすぐ満席になってしまうので、早めに予約した。このキャ

リアフォーラムには神戸大学の交換留学派遣生が多く参加したので、孤独を感じずにイベントに参加するこ

とができた。 

 

 

 

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：１７万円 

住居費（月額×留学月数）：５万５０００円×１０ヶ月=５５万円 

食費（月額×留学月数）： ５万円×１０ヶ月=５０万円 

保険料：７万６２８０円 

その他：ビザ取得５万円、旅行費など 

計：   ２２０万円（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（協定派遣）海外留学支援制度 ,   ８万  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。 

 

    在ベルギー日本国大使館、外務省海外安全ホームページ 

 

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。 

 

    予備の海外用電源プラグ、クレジットカード、キャッシュカード 

 

 

 

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）  73   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。 

 

      ベルギーに到着した時にロストバゲッジにあい、５日間ほど荷物なしで生活せざるを得なかったこと。 

 

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。 

 

最適であった。学部の教務係の担当者の方がすぐに相談にのってくれたので、心の支えになった。 
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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 

 

薦める。良いこと、悪いこと含め多くの日本ではできない経験をすることができた。大学の学生のレベルは

とても高く、とても良い刺激を受けた。色々な背景や文化を持つ人々と交流することができた。 

 

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： 3  

・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 5  

・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： 5  

・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。 

 

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

