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不明

学士という扱いですが修士の学生向けの授業も受けています

10か月

経営学部

4年

2022/12/3

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。

この留学プログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

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4つまで選ん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）

  語学力の向上

  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）

  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 1

  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。

インターネットでベルギー留学者や長期滞在者の情報を集めました。本などは購入してい
ません。コロナで留学が一度延期され、モチベーションが下がりあまり情報収集を行って

いなかったことが理由です。

VISAについて

　VISAの種類： 学生ビザ（Dタイプ）

　申請先： 東京の在日ベルギー大使館

　必要日数： 書類集めに約1か月、申請に1日、申請後2週間

　VISA取得にかかった費用： 4万円ほど（健康診断費2万、警察署での犯罪証明書や東京の大使館までの交通費2万）

　VISA申請のために求められた書類：
無犯罪証明書、ベルギー政府指定病院での健康診断書、口座残高証明書、大学のアプリ

ケーションシート

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。

VISA取得には大きな問題はありませんが、入国後の在留許可証取得にかなりのトラブルが
あります。

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。コロナワクチンは3回接種したものが必要です。

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。

OSSMAサービスの保険に強制加入させられました。サポートはあまり頼りにならないの
で、かけ損であることを覚悟しておいてほうがいいです。現地でも無料の保険に加入させ

られましたが、担当者がフランス語しか通じないのでほぼ無意味です。

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

留学先での生活はいかがですか。本報告書は以下の目的のために使用されます。
① 皆さんの近況等を把握するための資料です。何か困ったこと等があれば、本報告書に限らず速やかに教務係までご連絡ください。
② 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。

本報告書は写真データと共に提出してください。(提出締切日12/6）

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

氏名：

メールアドレス：

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：

学籍番号

留学先大学：

留学先での在籍身分：
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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）： エミレーツ航空

　到着空港名： ブリュッセル国際空港

　空港到着時間： お昼ごろ。所要時間は16時間ほど

　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： １２ユーロ程

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

電車の本数が少ない、またキャリーケースなど大荷物で移動すると思われる際は危ないの
でお昼に動くことを進めます。夜は人気が少なく危険です。

住居について

　住居のタイプ： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 シェアハウス

　住居（寮、アパート）の名前： Immo 

　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： 現地学生

　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10分

住居の周りの環境はどうですか。

現在の住居は大学にとても近く、街の中心地にあります。家賃が高く、ベルギーの電気代とガス代
が急騰したこともあり引っ越しを検討しています。ルームメイトはフランス人1名、ベルギー人2名、ド
イツ人1名です。お互いに干渉しないので楽ですが、日本人のように気を使わないので休日や週末
の夜はかなり騒がしいです。また、リエージュ大は住居の斡旋サポートが手薄で、リエージュ州立

大学の方がサポートは手厚いです。

毎日の食事はどうしていますか。
自炊、またはスーパーで買ったサンドイッチやワッフルをメインに生活しています。調味料やキッチ

ン器具が高いので、お金が無いと健康的でおいしい食事は食べられません。

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。

住居トラブルはありません

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。
大学のオンラインシステム（神大のbeef的なもの）の使いかたの説明を受けました。あと

はゴミの出し方など生活に関するルール説明をうけました。

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。

申請方法：①コミューンに申請に行く②警察が自宅に訪問に来る③コミューンから召喚状
が来る④コミューンに行き在留カードを受け取る

流れは簡単ですが、恐ろしく時間がかかります。警察もコミューンも自分から抗議して連
絡しなければ全く仕事をしません。定期的に連絡を取ることを進めます。費用は20ユーロ

程と聞いています。

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。

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。

大学からフランス語コースを履修させられます。料金は無料です。セメスターごとに開講
され、私は1年間受講する予定です。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　履修登録の方法： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 出発前にある程度決め、変更がある場合は担当者へメール

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 有り

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。 英語のコースを取得させてもらえる

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

2-3

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

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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6-1

神戸大学では所属学部・研究科教務係及び国際交流
課にて、留学を考えている学生等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。）
※閲覧資料にすることに同意しない場合でも、あなた
の近況等を把握するため及び本プログラムの改善の
ために学内関係部署に転送することがあります。

はい

6-2
あなたの報告書の一部を引用して、本学の印刷物や
ウェブサイトに掲載することに同意しますか？

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？

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？

いいえ

もしあなたと同じ大学（国）に留学する神戸大学の学生
があなたと連絡を取りたい場合、あなたのメールアドレ
スを学生に伝えることに同意しますか？

はい

同意する場合、連絡可能なメールアドレス： fukesshi2000@gmail.com

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になります。
残りの留学生活が楽しく実り多いものであることを神戸大学教職員一同、祈念しています。

6. 留学経験の共有について

6-5

私はこれまで一度も海外に行ったことが無かったので、海外留学というものに大きな憧れを抱いていました。後輩がみる
近況報告書で夢を砕くことをいうのは心苦しいですが、正直そこまで素晴らしいものではないです。良い点と悪い点を挙
げるので、それらを知ったうえで判断していただければと思います。
　まず良い点は、実践的な経営学を学べることです。グループワークが多く、出される課題も企業のインターンで出される
ような実用的な物ばかりです。その分、帰国して社会人になってから役立ちそうな経験を多く積むことができます。例えば
市場規模の推定、競合他社分析、KPIの設定、プロモーション効果の予測、などです。かなりの正確性と具体性を求めら
れるので、レベルが上がります。2つ目の良い点は、異文化交流だと思います。ベルギーは日本人が少ないので、日本文
化や日本人の考え方に対して非常に興味を抱かれます。私自身も、留学生の友人と話していて多くのカルチャーショック
を受けるので非常に楽しいです。
　悪い点1つ目は、行政サービスの不誠実さです。これは日本のサービスに慣れているせいかもしれません。市役所、郵
便局、警察、すべてにおいて”遅い”の一言に尽きます。そのうえ、英語が通じない人が多いのでフランス語で話すか
google翻訳を見せるかしないと取り合ってくれない場合もあります。KIBERでは英語さえできれば大丈夫、と言われていた
ので予想外でした。自分から意思表示と感情表明をしないと何も動いてくれないので、自分で生活を切り開いていく実感
は得られますが精神的に疲れます。
　2つ目は資金的な問題です。7万円ほどの奨学金をいただいていますが、家賃の支払いに全て消えています。生活費は
全て自分自身の貯金を切り崩しているので、アルバイトができない学生にはかなり苦しいです。神戸大学もリエージュ大
学も、もっと奨学金を増やして留学生を支援するべきだと感じています。留学に行けという割に行ける環境を整えていま
せん。そもそも1年単位の留学しか認めない、というKIBERプログラムの方針も合理性に欠けると感じていますが。友人と
話していると、ドイツやオーストリアの方が物価が安く学生に対する支援が手厚いので、よほどベルギーにこだわりがな
い限りは選択しない方が良いと感じます。私の目的はヨーロッパを巡ることだったので、ベルギーの優れた立地を選択し
ました。同様の人はベルギーがいいかもしれません。

あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば、ぜひ報告書と共に提出してください！

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

mailto:fukesshi2000@gmail.com
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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

旅行旅行
授業

昼食

友人とカ
フェ

復習

買い物
卒論

昼食

授業

予習

復習

授業

昼食

卒論

就活

復習、課
題

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

昼食

復習

授業

復習

就活

昼食

卒論

買い物や
友達と外
出

・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
日本と同じく、初回と最終回は多くの生徒が出席します。そのほかは出席している人はだいたい同じです。
グループワークが授業時間外に進める必要があるので、精神的にも時間的にも大変です。学力レベルが揃っている場合はい
いですが、マスターの学生と同じチームになることが多かったので、自分の理解不足にかなり苦しみました。

異文化マーケティングに関する授業で

す。ケーススタディ及び理論に関する

リーディング課題が予習としてありま

す。授業はそれらを前提にGDを行った

り、教授の質問に答える双方向コミュニ

ケーションが主流です。また、ある化粧

品ブランドを特定の国にマーケットイン

させる施策を考える、というグループ課

題を与えられ、経営者の前でプレゼンす

る試験がありました。

フランス語 4h 0

2h 6ects 英語

フランス語のA1＋を対象とした授業で

す。スピーキングがメインでかなり役立

ちます。

マーケティングの基礎から応用までを凝

縮した授業です。リーディング課題に解

説されているマーケティング理論を、グ

ループワークや授業のケーススタディを

通じて応用させていきます。予習復習は

もちろん、グループワークにかなりの時

間を取られます。

日本でいう人的資源管理にあたる授業で

す。内容は神戸大で履修したものの応用

という印象です。実在する企業や評価制

度に照らし合わせて、理論を検証するこ

とが行われます。

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

国際機関の概要や成り立ちについて学ぶ

授業です。入門編という感じで、予習や

予備知識は必要ありません。評価は講義

の知識に関する筆記試験と、グループ

ワークのプレゼンとグループレポートで

評価されます。

10
フランス

語

60

4

Marketing

Communicatio

n and Decusion

Making

3h 6ects 英語 50

3

Human

resource

Management

5

40

2
Intercultural

marketing
2.5h 6ects 英語 60

1
Internatioanl

organization is
2h 5ects 英語


