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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2017年 8月 

所属＆学年｜経済学部 G30 ４年 
卒業予定｜2018年 9月 

 

留学先大学 ストラスブール大学 

留学先国 フランス 

留学期間 約 11ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2016年 8月 13日 － 2017年 7月 31日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 
ヨーロッパの中心の一角を担っている街で興味のある欧州統合について学びたいと思ったか
らです。ストラスブール大学は欧州の大学同士の留学プログラム(ERASUMUS)が盛んだと伺
っていたので、色んな背景を持った学生と接する機会があると思いました。 
また、留学室の先生に英語で受けられるプログラムがストラスブール大学で始まったと伺い、
そのプログラムに参加させてもらいたいと思いました。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

大学に入ってからヨーロッパからの目線で経済やその背景にある文化を学んでみたいと思
い、実際にそこで学んでみないと分からないと考えたからです。 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

アメリカ 小学３年生 父の海外赴任 ７年半 

メキシコ 高校１年生 父の海外赴任 ２年半 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 
約半年前から留学先を絞りました。応募の２ヶ月前にフランス政府給費制度の申し込みがあ
り、すでにストラスブール大学へ交換留学をすることを前提に準備を進めていました。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくださ
い（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
ヨーロッパへの留学を漠然と考えていた時に奨学金やストラスブール大学の英語プログラム
について留学室の先生方に教えていただき、準備をすることができました。また、留学半年
前にパリで起きたテロの際には安全のため、他の選択肢も提示していただきました。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL iBT 1回、TCF（フランス語学力テスト）１回 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
単位を取るにはしっかりと授業を受けて、グループワークなどの時には積極的に参加して発
言することが大事だと思います。 
 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
英語プログラム(International Economics and Management) の学生は以下が全て必修
で、日程が定まっていませんでした。急に時間や部屋が変わることもあるので、学部の掲示
板とポータルサイトで毎回確認していました。 
 
Majors (９月から１２月まで)各３０時間: 
EG17EMA1 European Macroeconomics  
一人の教授からは EU経済統合の基礎、 もう一人からは EUの政策などを学びました。また、
ペアで EU経済や政策に関わるトピックを発表して理解を深めました。 
EG17EMA2 Microeconomics  
ゲーム理論や個人の選択などを中心に学びました。 
EG17EMA3 Contemporary Economic Facts  
現代に至るまでの経済理論と政策をパワーポイントで教えてもらい、グループで与えられた
論文を発表しました。 
EG17EMB1 Finance 
企業金融の講義でした。  
EG17EMB2 Economics and Business Strategy  
一人の教授はビジネス戦略の理論を講義し、もう一人の教授はグループに分け、４回異なる
ケーススタディを議論しました。そして各グループでそれぞれの戦略を発表しました。 
EG17EMB3 Statistics for Economics and Business  
統計プログラムを教えてもらい、２回、ペアでレポートを作成しました。 
 
Minors（２月から３月まで）各２０時間: 
EG17EMC1 Economy of Happiness  
心理学と経済学を合わせた講義とこれに関わる論文についてグループで発表しました。 
EG17EMC6 International Finance and Institutions 
国際金融機関についての講義でした。 
EG17EMC7 Innovation and Creative Industries 
革新的なものやクリエイティブ産業に関する講義で、産業の一つをグループで発表しました。 
EG17EMC8 World Economy 
グローバル化と貿易についての講義でした。ペアで一国に焦点を当て、その国の経済や貿易、
それらの課題について発表しました。 
 
EG17FUA Research Report １月にレポートと口頭試験 
１２月までに学んだものに関わっている論題で自由に２０−３０ページを書かせてもらいま
した。レポートを提出した後に二人の教授の前で発表と応答がありました。 
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EG17FUB Internship（４月から６月まで）７月にレポートと口頭試験 
インターンシップ先を自分で４月までに見つけ、最低３ヶ月間、そこで働くことになってい
ました。インターンシップ先の会社の評価とインターンシップの仕事に関わる論題のレポー
トを４０−５０ページ書き、二人の教授の前で発表と応答がありました。 
 

②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 
プログラムの学生は授業がずっと一緒だったため、ペアやグループワークがやり易かったで
す。常に授業後などに積極的にコミュニケーションを取ることを心がけていました。お互い
に信頼関係を築けたので分からない所を聞いたり教えたりすることも容易でした。 
また、教授から教材などをもらえる時は USBに入れさせてもらって復習に活用しました。 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
教授によっては英語の発音が聞き取りにくかったり、声が小さかったりしました。なので、
前の席に座って録音をしてもう一度聞き直したりしました。 
 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 
キャンパスが非常に広くてオープンな大学です。ただ、学部の出入り口の前に大勢のヘビー
スモーカーがたむろしていて、出入りが大変でした。 
また、多くの留学生を受け入れているので、８月の事前語学研修はしっかりとしており、現
地に溶け込みやすく、同時に留学生同士の助け合いもしやすくなっています。 
さらに、日本の大学が一部出資した日仏会館がキャンパスの中にあったり、９月に日仏交流
祭が街の中心地で行われたりと非常に親日な雰囲気です。 
 

②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 
ネットは学内や寮など、問題なく使えました。また、SIM フリーの携帯を持って行き、free
という携帯会社で契約しました。お店の端末に住所を入れ、クレジットカードを入れたら SIM
カードが出てきました。€20/月で５０GB、通話も仏国内は無制限という日本ではあり得な
いプランでした。現在は法律が変わり、EU内での通話も無制限になりました。 
大学の施設の多くはトラムなどの公共交通機関の近くにあり、アクセスも良いです。また、
公共交通機関の定期券を大学の学生証にチャージすることができたので非常に便利でした。
これらを使って街へ出たり、ドイツの国境の街へ買い物に行ったりしていました。 
 

③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
事前語学研修や寮ではヨーロッパの留学生が多かったので、食を共にして仲良くなりました。
学部の学生たちも授業後に一緒に食事をとり、たくさんコミュニケーションを図りました。 
また、日本語を専攻されている学生と日本語で会話する会を日仏会館で紹介されたので、時
間があるときに参加していました。 
 

④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
日帰りでアルザス地方の村や近隣の国や地方へ行きました。クリスマスマーケットの時期は
地元の友人の運転で色んな村を連れて行ってもらいました。長期休暇では、ヨーロッパに留
学している友人や留学先で出会った友人を訪ねたり、ストラスブールに来てもらったりと非
常に充実していました。学校との切り替えが大変ですが、現地の学生はスイッチのオン・オ
フが上手で、もっと見習いたいと思いました。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 
美味しいワインやビールが飲める地方なので、お酒の飲み過ぎには気をつけていました。ま
た、水道水も時々飲んでいたのですが、カルキが多いので、ミネラルウォーター（1.5L で
30セント）を飲むことが多かったです。 
軽度の風邪しか引きませんでした。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
フランス政府の社会保険と互助保険 (Mutuelle)に入っていたのですが、かかりつけの医者を
登録しないといけないので、近所の薬局にかかりつけの医者になりうる個人院を紹介しても
らい、その個人院で登録をしてもらいました。ただ、それ以降は行っていません。 
また、インフルエンザの予防接種は薬局でワクチンを€6程で購入し、大学の保健室で無料で
注射を打ってもらいました。 
 

③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☒キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 
形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☒ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
一人部屋だったので狭かったですが、生活はしやすかったです。ただ、フロア全体の共同キ
ッチンがあり、IHコンロが３セットしかなく、混み合ったり、汚くしたままの学生もいたり
と気分を害する時もありました。そういう時はキッチン付きの寮に住んでいる友達のところ
で集まって食べたりしていました。 
冬は氷点下になりましたが、建物の中は暖房が効いているので暑いくらいでした。ただ、11
月から寒くなったので、冬服も数枚、買い足しました。ちなみに、ストラスブールの街中に
はユニクロも入っていますが、値段は日本と比べて若干高いです。 
ストラスブールは他のヨーロッパの大都市と比べて安全だとは思いますが、クリスマスマー
ケットなど人が集まるイベントの時は特に気をつけていました。大きなイベントの際、街の
中心を囲っている川の橋の上に車両止めが敷かれ、荷物検査が行われます。必要最低限のも
のを持って行き、動きやすい格好で行くことを常に心がけていました。また、スリなども多
発しているので、工夫してみるのも良いと思います。  
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③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 
日本のお土産としてお菓子は渡しやすいです。抹茶キットカットは大好評で、海老煎餅は好
評が多数でしたが、魚の匂いが苦手な人にはきつかったようです。また、他の地方でホーム
ステイをした際に日本の風呂敷にアルザス地方のお土産を入れて行ったら喜んでもらえまし
た。持って行く荷物は限られているので、軽くてかさばらないものをお勧めします。 
また、慣れている常備薬は多めにあると良いと思います。温度差や慣れない環境などで風邪
を引くこともあると思います。知っている薬の方が安心して飲めますし、薬局に行って購入
するのは面倒だと思います。 
それと、日本語の本を読みたくなるだろうと思い、数冊持って行きましたが、持参しなくて
もよかったかな、と思います。冬に電子書籍を安く購入し、そこで色んな言語の本をダウン
ロードできるので、楽です。ただ、紙が良いと思った時もあるので、熟考してください。 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
「地球の歩き方 フランス」「地球の歩き方 ヨーロッパ」 
 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 
当然かもしれませんが、旅行がなにかと一番お金がかかります。フランス国内を鉄道で旅行
される方はフランス鉄道の Carte Jeune（若者カード）がお勧めです。€50払うと１年間電
車の切符が最低３割引になります。また、今年から新たな若者向けカードができ、€79/月で
TGVが乗り放題だそうです。詳しくは SNCFのサイトでご覧ください。 
鉄道にこだわらないで旅行をされたい場合はバスが断然安いです。€5くらいから長距離バス
の切符が買え、携帯の QR コードと（国境を越える場合は）パスポートを見せるだけで乗れ
ます。ただ、自由席なので貴重品などは気を付けてください。 
食費もバカになりません。授業後などは学食やハッピーアワーと言って午後 5時から６時半
までビールとタルトフランベが半額(€3程)になるお店があるので、その時間帯を狙って友人
達と一緒に行きました。食材もフランスのスーパーよりもドイツのスーパーで買う方が多か
ったです。寮からアクセスが良かったというのもありますが、安くて量のある食材（肉類な
ど）はドイツのスーパーで購入していました。国境の街という利点を上手く活用すれば少し
は節約できると思います。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：フランス政府給費  支給額： 月６１５ユーロ x１０ヶ月、フラン
ス政府健康保険などの払い戻し有り） 

☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 備考 

渡航費 ０万円 名大の奨学金で１年チケット 20万円 
保険代 約 8万円+€120 AIU の損害賠償とインターンシップの保険

(MGEL) 
予防接種・ビザ代 約６千円 ビザ申請料金とインフルエンザのワクチン 
住居費 約 35万円 学生寮€260/月 (住宅補助約€90/月)、インタ

ーンシップ中の住居費（ホームステイ） 
教科書代 約 7千円 主にコピー・製本費 
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Ｆ.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
現在も進路に悩んでいますが、海外でも働きたいという気持ちが明確になりました。 
 

③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
日本の就職活動は行いませんでした。ただ、インターンシップが必須科目だと分かってから
ヨーロッパのインターンシップ検索サイトなどで 7社ほどエントリーをしました。私が入ら
せてもらった企業は erasmusintern というサイトで見つけました。しかし、何も分からな
い状態だったので、もう少し早くに動き出していれば良かったと思っています。ヨーロッパ
の学生の多くはインターンシップなどの経験をしてから就職活動を始めているような印象
を受けました。 
 
 

Ｆ.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 
本当に早い一年でした。たくさんの出会いがあり、いろんな文化に触れることができ、たく
さんの貴重な経験をさせていただきました。帰国して半月ほどで留学先の友人数人と日本で
会うことができ、人との繋がりの素晴らしさを改めて実感しています。ヨーロッパの友人（も
ちろんフランス人も含めて）の多くは３ヶ国語以上流暢に話し、コミュニケーション能力に
長けていて、優秀で素晴らしい人たちばかりでした。私は皆の共通言語、英語に甘えてしま
うことが多々あり、彼らを見習いたいなと思っています。ただ、普段の生活や事務手続きな
どは現地の言葉、仏語を主に用いるので、まだまだですが、事前語学研修や留学前の勉強を
して行って良かったと思っています。 
楽しい思い出が多い一方で、留学前の準備をもっとしっかりするべきだったと思っています。
始まって３年目のプログラムに参加しましたが、内容詳細(シラバス等)を授業が始まるまで
担当教授が教えてくれなかったのは大きなハンデでした。準備をしようにもできません。他
の学生も困惑していましたが、一緒に臨機応変に動くことができたと思います。ただ、芯を
もって勉強をすることができず、勉強には苦労しました。この失敗を次に繋げられればと考
えています。  
 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
いろんなものを見て、学ばせてもらえて、考えが柔軟になったと思います。先ほどのハンデ
が自分を成長させてくれる糧になったとポジティブに捉えられるようになりました。 
 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
留学を考え始めた時点で前向きに検討し、留学室に足を運んでみてください。また、留学を
見据えて授業の進め方や言語などに不安がある場合は、名大の留学準備講座や語学講座、G30
の授業に参加などをされてみてはいかがでしょうか。留学室の建物で頻繁に行われるイベン
トで名大に来られている留学生と交流されると、留学の際に溶け込みやすくなると思います。 
行きたい大学が見つかってからは、留学先のコースの仕組みや授業内容、科目を選択できる
かなど、基本的な準備を早め早めに留学室の先生と相談してみてください。先例がない場合
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や、コースの内容がウェブに載っていない場合などは、留学室の先生と相談した上で直接担
当教授にしつこくメールを送ってみてください。（フランスなどの場合はバカンスに入る前に
絶対にしてください！） 
自分で選ぶことなので、後悔のないように準備をし、現地では困難を柔軟に楽しむようにし
ましょう！ 

 
◆自由記述欄◆ 
 

 

クリスマスマーケットの首都、ストラスブール 

 

一番好きなアルザスの村、エギスハイム 

以上 


