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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 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 3

  地理的な条件が良い 4

  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。

友人、大学のホームページサイト

VISAについて

　VISAの種類： 留学生ビザ

　申請先： ベルギー大使館

　必要日数： 1ヶ月

　VISA取得にかかった費用： 3万円程度(健康診断費用など)

　VISA申請のために求められた書類：
健康診断書・無犯罪証明書・パスポート・証明写真など

https://etias-web.com/belgium_visa/#belgium5

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。

健康診断の病院予約、大使館訪問予約などは予約が埋まりやすいので期間に余裕を
持って予約をした方がいいです。（1,2ヶ月前）

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。

神戸大学で勧められたもの

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： 現地15時

　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： 飛行機を含めると2２時間程度。料金は飛行機15万、その他2000円程度

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

特になし、強いていうなら、バスのチケットはバス内のみで買えるので、バスに乗る
際は券売機を探さなくても良いです。

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： D'Avroy Student House

　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： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 なし

　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

住居の周りの環境はどうですか。
比較的安全で大学に近いこともあり、学生が多いです。また、栄えているところにも徒歩で行

けるので
生活にも便利です。

毎日の食事はどうしていますか。 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。

特になし

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 任意

　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。 町探検、BBQなど

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。

市役所でIDカードを作る必要があります。（到着後１週間以内を目処に)

申請後からカードが届くまでは1,2ヶ月ほどかかるので長くなります。

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。

フランス語のコース（無料・1年間）

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： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

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

2-3

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？

はい

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？

はい

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？

はい

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： tasakayuma@icloud.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

留学してから約4ヶ月経ちましたが、想像していた通り、日本の違いが多くてとても驚いています。生
活面で言えば道に自動販売機がなかったり、駅に改札がなかったり（無賃乗車をする現地民もよく
います）、ストライキで頻繁にバスや電車止まったり、現金決済をする人はほとんどいなかったりなど
です。また授業面では日本での講義に比べ、事前に配布された動画や資料の解説が授業内容に含
まれるなど、予習を前提とした講義が多く、授業街学習に力を入れています。また、実践的な内容も
多く、自分が履修した講義の１つでは、架空の企業の経営シミュレーションを行い、自分たちの経営
判断がシミュレーション内の企業の業績に反映されるというものがありましたが、今まで学習してき
た、変動費や固定費、利益率といった概念を経営判断に活かすことができるため、自分たちが学ん
できたきたことに対する意義を再確認できてとても面白かったです。グループワーク内での生徒たち
の積極性も高く、自分の意見をかなり伝えているように思いました。自分は今まで、グループワーク
をする際に、「この程度の意見なら言わなくても良いか」、「この意見は〜さんの意見と似ているから
言わなくてもいいや」など、勝手に自分で判断して自分の考えを発言しない場面が多くありました
が、他の生徒はとにかく自分が思ったことは常に相手に伝えるようにしており、その結果重要な意見
やひらめきが生まれることがあったので私もこの点は見習いたいと思いました。
　このように日本との違いを多く感じており、私の留学の目的であった異文化交流を達成できること
ができとても満足しています。また、最近では生活に慣れ始めたこともあってより多くの文化を体験
するために頻繁に海外旅行に出かけています。最近はスイス、フランス、クロアチアなどに行きまし
た。実際に行ってみるとそれぞれの街や国ごとに特徴があり、とても興味深かったです。またこの違
いは実際に肌で感じてこそわかるものも多いので、この留学を通してこれからも様々な国に行きた
いと考えています。

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:tasakayuma@icloud.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 旅行 旅行
11:00 　授業 授業
12:00
13:00 授業 　授業
14:00 授業 授業
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00 ボルダリング ボルダリング ボルダリング ボルダリング ボルダリング

22:00 ボルダリング ボルダリング ボルダリング ボルダリング ボルダリング

23:00

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（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
授業のほとんどは50人から七十人程度のほど。授業時間自体は短いものでも、予習前提のものが多いため、授業外学習に取り
組んでいる。こちらのテストのMCQは答えると-1点になるので、曖昧な記憶では答えられないので注意が必要。

6

この授業は11つまでに終わり、評価のメ

インは授業の最後に行われる、4日間の経

営趣味レーションのグループワークがメ

イン（4日間は一日中グループワーク）。

会計などの事前知識が必要だが、基礎的

でも大丈夫なのでもし興味があるのなら

参加したら良いと思う。

Strategic

Human

Resources

Management

Fran ç ois

Pichault
2 5

2 5 英語

テスト100 %。授業は毎週、事前にあっプ

ロードされているビデオの視聴を前提に

進むため予習復習がかなり必要

経済学の方は、基礎的のレベルではある

と思うが、かなり数学を使うので苦手な

人にはあまりお勧めしない。（自分も苦

手で頑張っている。笑）。またこの授業

は2つの講義がセットで１コースとなって

いるため、どちらか一つを落とすと両方

とも落とすことになるので注意が必要。

評価はグループプレゼンテーション50

パーセント。テスト(MCQ)50パーセン

ト。テストを受ける際はスライドのかな

り細かいところまで聞かれるため、しっ

かり復讐することが大事。しかし極端に

難しいわけではないので準備をしていれ

ば大丈夫なはず。

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

テスト100 % (MCQ＋OPEN)日頃の授業

の内容とスライド両方からテストが出

る。スライドだけでなく授業のアーカイ

ブも見ておくと良い。

英語

4

Digital

Transformatio

n

- Digital

Strategy,

- Economics of

Internet,

Axel

Gautier
4 5 英語

3

International

Relations

Organizations

Madelein

e- Marie

Hubin

5

2
Business

Simulation

CHANTE

UX Anne
3 5 英語

1

Entrepreneurs

hip and

Innovation

Prof. Fr é

d é ric

Dufays

3 3 英語


