
神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式1）

リエージュ大学
経営学部

交換留学生

2022年９月から2023年６月

経営学部

三回生

2022/12/4

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 4

  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） 3

  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

VISAについて

　VISAの種類： D学生ビザ

　申請先： ベルギー大使館

　VISA申請のために求められた書類：

・申請書2 部

・ 添付用カラ－写真3 枚

・パスポート（有効残存期間12 ヶ月以上)及び顔写真のペ－ジのコピ－2 部

・入学許可証 オリジナル１部コピー2 部

・無犯罪証明書 オリジナル1 部、コピー1 部

・英文健康診断書 オリジナル1 部、コピー1 部

・英文履歴書 オリジナル1 部 コピー1 部

・宣誓書 オリジナル1 部 コピー1 部（書式は添付ファイルにあり）

・在籍中の学校からの英文在学証明書,既卒の場合は最終学歴の卒業証明書 オリジナル１部コピ

－1 部

・交換留学や奨学金などを受ける場合は当該機関、学校などからの英文証明書、オリジナル1 部

コピ－2 部（奨 学金の額が月額617 ユ－ロ相当以上ある場合は保証書、保証人、保証人関係書類

は不要）

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。

病院の予約や警察署に行かなければならないので、学校が決定次第できるだけ早めに準備をする

べきだと思います。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 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。

OSSMA

現地でCAAMI

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等
健康診断に３万円

+申請料

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： ブリュッセル空港

　空港到着時間： 13時20分

　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： 6.50 €

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

荷物が多いと大変なため、リエージュ駅から自宅までは誰かが迎えに来てくれるならお願いした

方がいいと思います。バスは日によってはかなり混んでいます。

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。 レジデンス（キッチンのみシェア）

　住居（寮、アパート）の名前： L’uni

　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。 現地学生と留学生

　住居の探し方： 大学の斡旋

　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： 徒歩十分

住居の周りの環境はどうですか。
大変便利

大学も近いし、

毎日の食事はどうしていますか。 基本的に自炊

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。

出発前（すぐに見つけた）現地到着後（ホームレスが玄関にすみ着いているのに対応してくれな

いなど、トラブルが多数）

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。 履修期間の説明やキャンパスツアーなど

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。

必要

到着８日以内にオフィスに申請し、その後は指示に従う

発行料；25€　取得日数；三か月

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。

警察が指定された日に住所確認に来なかったり、必要書類の確認を問い合わせても適当な返事しか
返ってこなかったりした。三回オフィスに行かなければならない、毎回2-3時間程度待たなければならな

かった

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。

フランス語の授業（通年、無料、週に４時間）

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： ayu20010520@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

留学に来て最も感じるのは、自分と向き合う時間が増えたということです。日本で生活していたときは、授業や部活動、アルバイトと日々忙しく活動していました。留学
に来て最初の一ヶ月はすべてが新しいことばかりで気が張っていましたが、３ヶ月経ち、かなりこちらの生活に慣れてきました。授業が全て英語かつ日本の授業よりレ
ベルが高いものもありますが、それなりに楽しんで受けています。日本での生活に比べて時間がある分、自分の将来や自分自身について考える時間が持てるように
なりました。友達と話をしていてもみんな大学に入るかなり前から将来のことを考えていて、その目標に向かってゆっくり進んでいるという印象を受けます。欧州の学生
は、日本で受験勉強をして就職活動をするのとは違い、それぞれがしたいことを見極めてから将来の職を探しています。勉強している内容が自分にあっていないと思
えば、年齢関係なく学び直す環境があって、自分が強みにできる分野を見つければ専門としてとことん勉強する、といった感じです。私自身ある程度将来のことを考え
ていていたつもりでしたが、日本にいるときは日々なにかに追われるように生活していて自分と向き合う時間が少なかったということに気づきました。文化や価値観が
違う人と過ごすことは、自分が日本にいても気づかなかったことに気づくことだと改めて感じます。将来のことをしっかり考えるといった、日本にいてもできそうなことで
も、環境を一新した今だからこそできることがあると思います。海外にいるからできることをすることはもちろんですが、今できることを見つけながら残りの期間を過ごし
たいと思います。

ベルギーに来ての気付きは、街中ではフランス語しか喋らない人が多いということです。授業で会うのは留学生がほとんどのため、友達との会話は全て英語で問題あ
りません。私の住んでいるレジデンスはキッチンがシェアですが、そこではみんなフランス語しか喋りません。ベルギーの学生と留学生がほとんどですが、リエージュ大
学に来ている経営学部以外の生徒はフランス語を勉強しに来ている子が多く、授業もフランス語で受けているため、周りのフランス語のレベルはかなり高いです。ま
た、フランス人の割合がかなり高いため、ほとんど英語を喋れない、という子もいます。せっかくフランス語圏に来たのでこの際フランス語を少しは頑張ってみようと思
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:ayu20010520@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 起床 起床 起床 起床 起床
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00 夕食 夕食
20:00
21:00 夕食

22:00
23:00 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝

友達とワールド
カップ観戦

授業プレゼン

友達と外食

英会話テーブル
授業ミーティング

授業

自習等
ジム

日仏会話テーブル

授業

授業のミーティング
自習等

買い物等
授業

授業

6

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

英語でとれる授業を履修しているのはほとんど留学生が多い。学生のレベルや取り組み方は人によって大きく異なると感じる。基本的にどの授業もグループワークがあるため、積極
的に参加することが求められる。成績評価はテストの割合が最も大きい。
多く授業を最初に取って、自分にあったものを選ぶ、ということもできたようだった。

友達と旅行 買い物、自習等授業

この教授の授業は今年で最後

Digital transformation

(digital strategy)
2h30min/週

3h/ 週 5 英語

economics と授業は完全に分かれてい

るが、両方のテストに合格しなければ

単位はもらえない。

先生の発音がかなりフランス語の癖が

ある。数学的要素が多い

授業とグループワークを別に行うた

め、かなりボリュームのある授業。

マーケティングの基礎から教えてく

れ、面白いがかなり範囲が広いため復

習が必要。

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

ほとんどの授業がオンデマンドで、そ

れを理解したうえで授業に参加しなけ

れば全然ついていけない。また、かな

り自己学習にゆだねられるため、コツ

コツ勉強する必要がある。

60英語

40

4
Digital transformation

(economics of Internet)
2h30min/週 ５（下の授業＋） 英語 50

3
marketing concept and

decision making

5

100

2 Organizational Analysis
3-4h/ 週

（オンデマンド）
5 英語 40

1
Strategic Human Resource

Management

Q&A-2h/３週間

他はオンデマンド
5 英語


