留学先大学： サンルイ大学
留学先での所属学部・研究科： Economics, Social and Political sciences and Communication
留学先での在籍身分： 留学生
留学期間： 2017 年 ９ 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
：４
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 12 月 ７ 日
1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞ アメリカ(シアトル)
＜期間＞ 3週間
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
□所属学部・研究科の教員
□以前に参加した先輩
□所属学部・研究科の掲示板
■
■
□留学フェア
□その他（具体的に）

□友人
□神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学プログラムに参加した動機を教えてください。最もよく当てはまる動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
４ 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
２ 語学力の向上
旅行ができる
1
将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
３ 異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： D タイプ
ベルギー大使館
申請先：
必要日数： １〜２ヶ月
VISA 取得にかかった費用： ４万円弱
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。

VISA申請書一式、パスポート、受入れ先大学からの証明書、英文健康診断書、英文での大学在籍
証明書、生活費保証書(奨学金が出る場合はその書類)、無犯罪証明書(21才以上)等を提出。健康診
断書、無犯罪証明書に関しては、大阪の外務省分館でアポスティーユを受けて提出します。
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

特にありません。

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

ビザ申請の手数料として事前に200ユーロを外貨建てで振込みます。
健康診断の費用が１〜２万円程度。

2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社： 全日空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： 大学の生協
留学先大学最寄り空港名： ブリュッセル(ザベンテム)国際
空港
空港到着時間： 15:30
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関
バス，鉄道 □タクシー
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 30
分， 8ユーロ
空港からの移動の際の注意点：

鉄道で最寄りのブリュッセル北駅まで15分。駅から大学・寮まで歩いて10~15分。バスの方が
安いが、鉄道の方が速く本数も多い。逆方向の電車に乗らないよう気を付ける。
2-2. 留学生向けオリエンテーションについて
オリエンテーションの有無：□有り
□無し
■
参加について：□必須 □任意参加
■
50ユーロ
参加費用：□無料 □有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

1週目…Integration week(参加費€50) ブリュッセル市内の散策や、国会議事堂や美術館訪問、ブリュージュへの
小旅行など。
2週目…French intensive week(無料) 留学生向けのフランス語の授業。渡航前にクラス分けのテストがあります。

2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。必要な場合，申請方法，料金，取得に係る日数等を記入してください。

必要。現地の市役所にメールを送り、申請日時の予約を取ります。大学の事務の方がメールアドレ
スや必要な情報を教えてくれます。50ユーロ必要(もっとかかる場合もあるらしい)。滞在カードの
取得までに約３か月。
その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

念のため、正式な滞在許可証が発行される前に一時滞在証を取得しました。申請時即発行で確か
30ユーロほど。早い者勝ちなので朝早く最寄りの市役所へ並びに行きました。恐らく必要ないで
す…。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，大学等のコースに参加しましたか。参加した場合，大学（語学学校）名，コース名，
料金，期間等を記入してください。

特にありません。
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留学先大学： サンルイ大学
留学先での所属学部・研究科： Economics, Social and Political sciences and Communication
留学先での在籍身分： 留学生
留学期間： 2017 年 ９ 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部
学年（出発時）
：４
本報告書記入日： 2018 年 12 月 ７ 日
出発前
どのように情報を集めましたか。参考になる本やホームページがあれば，記入してください。

大学のホームページや、昨年留学していた先輩に大学の様子を聞きました。

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前： Ommegang(オムガン)
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に） シャワー・トイレ付
■
・ルームメイト：□現地学生 □留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋
□自分で探した □その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
2~3 分，徒歩
・住居の周りの環境はどうですか。
：

大学に隣接しているサンルイ大学の学生専用の寮。多くの留学生が住んでいます。近くにショッピ
ングモールがあり、生活するのに不便は全くないです。中心街までも歩いて10~15分ほど。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

ほとんど自炊。外食は高いです。

・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：
渡航前に手続きは全て済ませます。寮の申請書をメールで送付します。家賃も渡航前に10か月分全て送金し
ました。手続きにおけるトラブルはなかったものの、今年建てられた新しい寮であり、最初はエレベーター
が動かなくなる、お湯が出なくなる等のトラブルがありました。部屋は十分広く非常に快適。

大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
■
・履修登録の方法：□On-line □International
Office等の仲介 □その他（具体的に）
■
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し
□有り
■
・優先・配慮があった場合，具体的に教えてください。

learning agreement に受講する授業を記入し、学期初めにメールまたは直接事務室に提出します。
渡航前にもlearning agreementを提出しますが、渡航後もう一度提出します。その際、授業の変更
が可能です。
・希望通りの授業が履修できましたか。
：□はい
□いいえ
■
・希望通りの授業が履修できなかった場合，その理由を教えてください。
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２．現在までに，履修している授業について記入してください。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている 含めて教えてください。
学生数
位数
Introduction to the
François van der
200 テストはライティングとオーラル。
２
４
１
Culture of the English
Speaking World

Mensbrugghe

Seminar in
international and
european organizations

Fanny Lutz

２

５

50

EU機関への訪問とグループワークでのプレゼンがある。留学
生向けに構成された授業なので受講者はほとんど留学生。

３

Economics I

Hélène Latzer

２

５

20

基本的なミクロ経済の講義。

４

International
relations

Amandine Orsini

２

５

40

5000wordのレポートとテストで評価。

French for
Nathalie Gillain
exchange student

２

３

10

留学生用の授業。文法が基本。

２

３

15

政治・経済・文化等の記事や論文を読
み、簡単なディスカッションを行う。

２

５

English Ⅱ

６

Françoise
Allard

オーラルのテストは、こっちでは普通にある。

７
８
９
１０

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

留学生用のフランス語の授業以外はすべて英語の授業。大学全体で開講されている講義のうち、フ
ランス語での授業と英語での授業の比率は6:４ほどです。一部オランダ語での授業もあります。
どの授業も１回２時間。教授の気分にもよりますが基本的に１時間で休憩が入ります。予習は必須
ではない授業も多いです。
期末テストのみで成績評価される授業がほとんどです。
一週間のスケジュール （授業時間，課外活動等，毎日の生活を記入してください。
）
月
火
水
木
金
土
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

10:45~
12:45
Introducti
on to the
Culture of
the
English
15:15~
Speaking 17:15
World
Seminar
in
internatio
nal and
european
organizati
ons

10:45~
12:45
French for
exchange
student

16:00~
18:00
English Ⅱ

10:45~
12:45
Economic
sI

10:45~
12:45
Internatio
nal
relations

週末は旅
行をした
り、
フットサ
ルをした
り、
勉強に追
われた
り。

日
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

ブリュッセルに来て３か月が経ちました。暮らしの面と勉強の面の二つに分けて書こうと思い
ます。
まず生活していく際に欠かせない言語についてです。ブリュッセルでの公用語はフランス語と
オランダ語ですが、街中で耳にするのはほとんどフランス語です。フランス語があまり得意では
ない私は、不安に思う部分もありましたが、お店や公共施設等の人々は基本的に英語で対応して
くれます。パリにも旅行に行きましたが、フランスよりはかなり英語が通じるという印象で、フ
ランス語に不安がある方も十分に留学先の候補として考えてよいと思います。次に治安に関して
です。これに関しては、過去に空港でテロが起こるなど、不安に思う方も多いかと思います。基
本的には日本にいる時よりも少し周囲に気を付けて行動していれば、すり等に遭うリスクは低い
と思われます。一人でなければ夜間の外出もそれほど危険ではありません。ただ、人が集まる所
では常時軍の人が巡回をしており、実際に私がこちらに来てからも小さな騒動が数回起こってい
ます。人が多く集まる所に行く際は特に、注意を欠かさないことが大切だと思います。寮での生
活は、地元の学生や留学生と共に暮らすことで大学以外での日常生活でコミュニケーションが取
れることは大きなメリットだと感じています。食事をしながら各々の国について話し合うこと
で、日本にいるだけでは分からなかったであろうことを学ぶことが出来ます。
勉強の面についてですが、まだテストを受けていないのでそこについては何とも言えません
が、授業の難易度については基本的に日本とあまり変わらないように思います。英語とフランス
語で学ばなければいけない分、理解に時間がかかると感じています。また、こちらの学生にとっ
ては学問以前に常識であること(こちらなら誰もが名前を知っているような文学や人物、キリスト
教に関すること)は事前に何の説明もなく話が進んでいくことがあるので、ついていくことが難し
く感じることはあります。大講議の授業で指されることはありませんが、数十人規模の授業まで
は、指されたり、意見を求められることがあります。アジア系の留学生が多くないので、アジア
からの視点を求められることも少なくありません。ですから、授業はただ聞くだけでなく、簡単
で良いので自分の意見について考える必要があります。英語で聞き、それについて英語で答える
ことは決して簡単ではありません。
最後に、サンルイ大学の強調できる点として二点あげたいと思います。一点目は、先でも少し
触れましたが英語とフランス語で学ぶことができるという点です。並行して二つの言語を学ぶこ
とは決して簡単ではありませんが、英語だけで勉強するより幅広い視野を持つことができます。
現地の学生とフランス語の会話を通して交流を深めることができるのもその一つです。英語だけ
で話すよりは、フランス語で話そうとする姿勢を示した方がやさしく接してくれます。二点目
は、大学の立地です。ブリュッセルの中心近くに位置しているので、EUの機関を身近に感じるこ
とができます。Seminar in international and European organizationsの授業ではEU機関への訪問
が組み込まれており、実際に働いている職員の方から話を聞くことができます。これはブリュッ
セルにある大学だからこそ可能なことであると考えます。

