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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 海外留学フェア

その他を選択した場合、記入してください。

この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ものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 1

  語学力の向上 2

  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど） 4

  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 3

  その他（具体的に記入）

1-4 出発前に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。

特になし

VISAについて

　VISAの種類： D-type

　申請先： ベルギー大使館

　必要日数： ２－３か月

　VISA取得にかかった費用： ３～４万円

　VISA申請のために求められた書類：
健康診断書、入学許可証、在学証明書、保証書、英文履歴書、長期滞在申請運営手数料振り
込みの証明書類、奨学金の英文証明書など

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

長期滞在申請運営手数料の振り込みはゆうちょ銀行で国際送金を行いました。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 特になし

1-7
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

生協紹介の海外留学保険

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

出願の際に海外留学保険の契約書を提出する必要があったが、時期が早すぎたために生協
の海外留学保険の契約が出来ず、保険会社の提案で、一般の海外保険契約を出願のために
してから、そのあとで解約・返金をしてもらい、生協の海外保険を新しく契約するという手続き
になりました。

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、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）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： タイ国際航空

　到着空港名： ブリュッセル国際空港

　空港到着時間： 7:00

　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 一時間

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

駅周辺の治安・雰囲気はあまりよくないため、深夜・早朝の到着はできるだけ控えるようにしま
しょう。

住居について

　住居のタイプ： アパート

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： KVS２

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： リストから選択してください

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 自分で探した

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩五分

住居の周りの環境はどうですか。
家の近くにスーパーマーケットやショッピングモールがあり、生活に必要なものはすべてそこで
そろえることができます。

毎日の食事はどうしていますか。 基本は自炊

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

渡航前に特に問題もなく見つかりました。WIFIやお湯が長期間使えなくなったことがあった。

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 必須

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 大学の施設案内や

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。申請は大学の担当の方に必要事項を記入したメールを送るのみ。仮滞在許可証の申
請には２５ユーロかかりました。まだIDを取得できていないので、どのくらいかかるかわかりま
せん。

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

特になし

3-1
語学力向上のために、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。

いいえ

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　履修登録の方法： リストから選択してください

　その他を選択した場合、記入してください。 フォーマットへの記入と提出

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。

希望通りの授業が履修できましたか。 はい

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。

4-2
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。 クリックで別シートへ

4-3
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。 クリックで別シートへ

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2
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5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

　現在、日本を出発してから四か月が経ち、ちょうど一学期目の試験を終えたところです。授業では、教授の説明や学生の発言
などを、聞き取り完全に理解することが難しく、予習・復習の欠かせない日々になりました。また英語でのプレゼンテーションは
神戸大学での授業などでほとんど経験していなかったため、かなり自分の中で困難だった印象です。しかしながら、国際関係論
やEUについての授業においては、ヨーロッパならではの視点など今までにない発見をすることができ、新鮮味を感じながら取り
組むことが出来ました。
　生活面では、携帯の盗難に遭ったり、シャワーのお湯が一か月以上使えないなど、さまざまなトラブルに見舞われましたが、ほ
かの留学生や日本にいる家族に助けを借りながらなんとか生活していくことが出来ました。住居に関しては、シャワーやインター
ネット環境などの問題が多々あったため、来学期から学生寮の方に移りたいと考えています。また治安に関しては、自分を含
め、盗難にあったという話を少なからず耳にしたので、あまりいいとは言えないと思います。貴重品の管理や、夜間の外出には
十分注意する必要があると思います。
　最後にサンルイ大学の魅力を二つ書きたいと思います。第一に、キャンパスは大きくはないですが、立地はかなりいいと思い
ます。ブリュッセルの中心街は大学から歩いてすぐのところにあり、最寄り駅のブリュッセル北駅・中央駅からは、ヨーロッパの各
都市に向かうバスや鉄道が発着し、国際空港にもそこから15分程度でアクセスすることが可能です。
　次に、サンルイ大学は４つの文系学部のみで構成されているため、交換留学生の数もそこまで多くはなく、一人一人とより親
密な関係を築きやすいことです。またサンルイ大学の日本における協定校は神戸大学のみであるので、日本人留学生は少な
く、日本人同士で固まるといったようなことも起きにくいと思います。
　留学生活も残すところ一学期となりましたので、日々精進に励みたいと思います。
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

月 火 水 木 金 土 日
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
23:00

5

15人

2
International
relations

Simonnea
u Damien

1 5 英語 50人

1

French for
beginner’s level
students

1 5 英語

4-2 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。
予習、復習、テスト等の成
績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

ライティングテストとオー
ラルテスト

50人

4 English2
Sebastian
o Ferrari

1 5 英語 15人

3

Seminar on
International
and European
organizations
in Brussels

Lutz
Fanny

3000字のレポートとライ
ティングテスト

1 5 英語

四回のレポート提出とプ
レゼンテーション、ライ
ティングテスト

グループプレゼンテー
ションとライティングテスト

6

8:30-10:30 8:30-10:30

4-3 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。

授業のない

・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
言語クラスは基本的に少数で、英語、フランス語共に事前に行われるテストのスコアと学生の希望に応じてク
ラスが決められる。それ以外の大人数のクラスでは、学生が教授の発言を必死になってパソコンにメモすると
いうのが一般的な授業風景。どの授業でも教授が学生に意見を求めることが多い。


