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交換留学（派遣）帰国報告書

留学先大学： ボッコーニ大学
留学先での所属学部・研究科： International Relations
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 年 2 月
神戸大学での所属学部・研究科： 法学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日： 2019 年 2
月 14 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 ５ 日
学年終了月日： ２ 月 ２ 日
学期：
① ９ 月 ５ 日～ ２ 月 ２ 日
②
月
日～
月
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

Bocconi大学はヨーロッパ圏で有名なビジネススクールでありイタリアでは数少な
い私立大学でもあるので、優秀かつ裕福な学生が多く集まる。ビジネス・マネージ
メント分野が特に人気。キャンパス自体はあまり大きくはなく、建物はモダンな印
象。
1-3. 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：

学期に１０日間のイタリア語集中講座Clash courseを受講できる。また、学期が始
まってからも続けて夕方に開講されるFollow-up講座を受講することもできる。
勉学面でのサポート：

教授によってはスライドを使わないなど、英語力がかなり重要になってくることも
あるが、アポを取れば教授のオフィスに質問に行くこともできる。
精神面でのサポート：
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住居・生活面でのサポート：

課外活動のサポート：
IESENというERASMUSの学生向けにパーティーやイタリア国内旅行を開催してくれる団体があり、友達作りにはとてもオスス
メする。ビジネスで有名な大学のためか、インターンシップの案内や、Bocconi Job Week(?)という企業の人の話が聞けるイベ
ントもある。

1-4. 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）

学生寮に入れる可能性は低いと思った方が良い。他の国からの学生と一緒に住む形
式のアパートに住んでいたので、自分の家が一番英語を練習する機会になったと思
う。インターネットやガス水道電気が家賃に含まれている家だと便利。

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。

神戸大学学研災付帯海学
また，現地で加入した保険があれば，ご記入ください。

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。

アパートの料金にwi-fiが含まれていた。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
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。

自分のPCならば、校舎内どこでも使用可能。大学のPCはLions Buildingの地下
階に少なくとも一箇所使用できるところがある。
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。
風邪と胃の調子が悪く２回通院した。学研災の付帯海学に加入していたので東京海上日動のイタリア国
内サービスセンターに連絡し、キャッシュレスで通院が可能になり、日本人通訳まで用意してくれた。

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

空気が乾燥しているので保湿クリームが必要。秋学期の場合、ついてしばらく
すると季節の変わり目と疲れで周りのみんなが風邪を引き始める。
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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。
キャッシュパスポートを利用し、ユーロ圏ならどこでもATMでユーロを引き出せるようにした。イタリアで銀
行口座を開設する際はfiscal code（個人納税番号）が必要。

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。

日本のような良い接客態度やカスタマーサービスを期待しないほうが良い。イ
タリア人カップルがいたるところでキスをしていることに衝撃を覚えた。
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。

ほとんどない
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。

していません
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）
私の住むNavigli地区は夜のレストランやバーが盛んで夜出歩いても比較的安全だったが、居合わせた子が地下鉄で財布を盗まれそうになったり、日本人の友
達がCentral station付近で携帯電話を奪われたりした。ミラノはまだ治安がいい方だが、日本人観光客感は消して現地人のように堂々と振る舞うのが安
全。Central station付近は夜間注意。 時々、ニーハオと声をかけられてムッとすることがあると思う。

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。
時間があるときに自分にがやりたいことは何かを考えたり、留学前に紹介してもらった企業の人に
その職種について質問したりはしたが、インターンシップに参加するなどはしていない。

4. 経費について
4-1. 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。
， 80,000
（財団等名） 日本学生支援機構JASSO

円／月

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。

日本の書店で売っているイタリアの観光雑誌。ただしミラノのページは少ない。
フラットメイトがよくFacebookでイベントを見つけてきては誘ってくれた。
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。
抹茶のキットカット！！！（ホームパーティーに呼ばれたとき持っていくと凄く喜ばれる）保湿クリーム、化
粧水、洗顔フォーム。インスタントの白ご飯、ラーメン。衣類の圧縮袋。ユニクロのウルトラライトダウン
（寒がりの人）、ヒートテック。

（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
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。
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：
（ IELTS
）6.0
点→帰国後（ ?
）
点
英語力は自分では実感がないが、神戸大で知り合った留学生と電話をしたら会話がうまくなったと言われた。
授業の予習で大量のリーディングをしたので伸びているはず。
海外で学んだり働いたりすることに憧れていたが、結局は日本語で学ぶ方が最も真に理解できるし、日本での
生活が一番便利なのだと気がついた。
日本の常識が当たり前とは限らないし、反対に日本が特異である点もたくさんあるのだと知った。
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

ビザ申請前の準備や、寮に入れるか入れないか、安全な物件が見つかるか、履修し
たい科目が履修できるかなど、出国前が一番ストレスだった。
旅行の際、度々トラブルに見舞われたため、冷静に対応することが必要だと学ん
だ。
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。

GEMsの使い方がよくわからなかった。留学前、教務係の方からたくさん情報を頂
けたので計画的に準備することができた。

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。

薦めます。ただ英語で学ぶことだけでなく、自分をヨーロッパの視点に立たせて学
ぶことで世界を違った方向から見つめることができます。また、他国からの学生と
話すことで、今まで知らなかったその国のこと、また彼らが日本をどのように見て
いるのかも知ることができました。日本の外に出る大切さに気づかされると思いま
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： ５
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： ４
・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： 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： 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
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留学先大学： ボッコーニ大学
留学先での所属学部・研究科： International Relations
留学先での在籍身分： 交換留学生
留学期間： 2018 年 9 月～ 2019 年 14 月
神戸大学での所属学部・研究科： 法学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日： 2019 年 2
月 14 日
授業について
留学中に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 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

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

Citizenship and
Migrtation Law

GRAZIELLA
ROMEO

3

6

31

２

Civil Liberties and
Human Rights

GRAZIELLA
ROMEO, ELEANOR
SPAVENTA

3

6

31

EU域内での人権保護政策について。EUの法体系を日本で勉強し
てくるべきだったと後悔している。グループプレゼンテーション
と期末テストがある。

３

Human Rights

GIUNIA VALERIA
GATTA

3

6

31

毎回の授業内容に沿ったリーデイングを読んでいく必要がある。
先生はあまりスライドを使わないので必死でメモする必要があ
る。中間テストと期末テストがある。

イタリアやEU各国の移民政策など。グループプレゼンテーショ
ンと期末テストがある。

４
５
６
７
８
９
１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

各クラス２０人から３０人ほどなので教授は全員の顔と名前を覚えていることもあ
る。定期試験に加えて、プレゼンテーションや授業への参加具合（発言するか）な
ども成績評価に関わってくる。後半になるとやる気のある学生とそうでない学生の
違いが明らかになってくる。現地学生は勤勉で、図書館の自習室は９割埋まってい
る。
費用について
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
・住居費：
（月額） ８万円
×（留学月数） ５ ヶ月 ＝ ４０万円
２万円
・食費： (月額）
×（留学月数） ５ ヶ月 ＝ １０万円
・保険料： ４万円
・その他： ３０万円（旅行）
合計： １００万円
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）
この半年間の留学生活を経て、たくさんのことを学びました。
大学での授業では、クラスにアジア人が私しかいないこともあり他の学生が物事をどのように考
え、世界をどのように見ているのかを知ることができました。人権の授業で人権運動の正当性につ
いて学んだ時、今世界で「人権」と言われているものはあくまでもヨーロッパ視点で考えるもので
あり、本当のアジア（アフリカ、ラテンアメリカ）を知らない人たちが上から下に与えているもの
のように感じることがありました。日本国内での人権はやはりその文化を一番よく知る私たちが声
を上げて解決していく必要があるのだと思います。私のもう一つのテーマ、移民については、日本
のように「移民をたくさん受け入れたらどうなるのか」という視点ではなく、押し寄せる移民たち
やもうすでに国内にいる移民たちをどのようにEU加盟国が守っていくか、移民と同時に発生してい
る問題の原因や解決方法は何なのかという日本より何歩も先に進んだ視点から学ぶことができまし
た。ヨーロッパに来て驚いたのは、どこの国に行ってももの乞いをする人や道端で寝ている人、着
ているものがきれいとは言えない人を見たことです。その多くは、ヨーロッパ外からの移民であろ
う人たちでした。移民受け入れという国際社会での責任を果たしていく中で、避けられない国内の
治安悪化をどのように防ぐべきなのか考えさせられました。
放課後はトラム（路面電車）で20分ほどのミラノの中心まで行き、ショッピングを楽しむことも
ありました。ミラノコレクションなどファッションで有名な街とあってたくさんのお洒落な人が歩
いています。服好きな私にとっては、たとえ欲しいものが見つからなくても、ウィンドウショッピ
ングや日本人とは全く違うイタリア人・ミラノ人たちのファッションを見るだけでもすごく楽し
かったです。しかし、ミラノの生活で私が一番楽しかったのは自分のアパートで過ごすフラットメ
イトとのおしゃべりタイムです。放課後はほぼ毎日すぐ家に帰り、その日の出来事や勉強して感じ
たことを共有していました。食事を一緒に作り、ディナーの後も寝る前も彼女たちとずっとおしゃ
べりするのが日課でした。時に話題に上る歴史の話では、同じ出来事に対してそれぞれが自分の国
に都合のいいような側面から学んでいるのだなと感じることもありました。彼女たちなしでは考え
られない留学生活でした。フラットメイトに恵まれたことに感謝しています。
休みの日にはイタリアの国内外を問わず沢山のところを旅行しました。神戸大学で知り合った留
学生のフランスの田舎町にある実家では、庭でとれた林檎からつくったアップルパイをご馳走にな
りとても幸せでした。ヨーロッパとして人々や文化をひとくくりにしてしまいがちですが、東アジ
アや日本国内でさえ地域によって違いがあるように、国や地域によって人柄や街の雰囲気が大きく
異なるため、共通点と相違点を探すことが私の旅のテーマの一つでした。
この半年間はたくさんの学びと思い出が詰まったとても大切な時間です。ここで感じたことを忘
れず、日本での元の生活に戻っても自分という芯を持ってこれからを生きていこうと思います。

