
ルーヴァン・カトリック大学（部局間協定校） 

 

 

１. ルーヴァン・カトリック大学の授業・留学情報 

 

1.1 ルーヴァン・カトリック大学 

 ルーヴァン・カトリック大学（以下，

KU Leuven）は 1425年に設立された。1968

年に当時のフランス語・オランダ語の言語

対立の激化に伴い，ブリュッセル近郊のル

ーヴァン（オランダ語圏）とブリュッセル

南東 80kmのルーヴァン＝ラ＝ヌーブ（フ

ランス語圏）にKU Leuvenは分割された。

神戸大学経済学部が交流協定を結んでい

るのはオランダ語圏の KU Leuvenであり，

世界大学ランキングでは毎年 50番台にラ

ンクインするヨーロッパでも屈指の名門

大学である。特に Faculty of Philosophyが

有名とされているが，人文系，社会科学系，

自然科学系どれをとってもレベルの高い総

合大学として，ヨーロッパ各国を中心にアジア，アフリカ，中東，アメリカ，アフリカ全

世界から留学生が質の高い教育を求めて集まる人気の大学である。 

 ルーヴァンは KU Leuven を中心とする小さな大学街で，街中にキャンパス，食堂，購買

などの大学の施設が散らばっており，日中は多くの学生の移動で街の中心部は混雑する。

学生天国という言葉がぴったりで，図書館，コピーセンター，自習スペースあるいはバー，

クラブが充実している。そのため昼夜問わず，街は常に活気に満ちている。普段の生活に

しても，スーパーマーケット，薬局，ファストフード店，（学生向け）レストラン等も豊富

に軒を連ねており，かなり住みやすい街と言える。首都ブリュッセルまで電車でたったの

20 分ほどで行けてしまうという点もルーヴァンの住み心地をいっそう良くしている。 

 

1.2 授業関連情報 

 KU Leuvenの場合，原則的には，プログラム（たとえば，Master of Economicsや Study Abroad 

Programme in European Culture and Society (PECS)）を選択し，その Core courses，Other courses

から授業を履修する。神戸大学経済学部から交換留学をすると，Faculty of Arts の PECSに

参加することとなる。経済学部のプログラムではないが，Other coursesを見てみると経済

学・経営学の授業も多く選択できるし，教授に自分のアカデミックバックグラウンドを説
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明し，許可をもらったうえで，その他の授業も履修することができるそうだ。 

 講義は大人数のものから少人数のものまでそれぞれだが，学部留学生が履修できる授業

は概ね 100人以上学生のいる大規模なものである。授業時間は最も長いもので 4時間，平

均して 3時間ほどと，神戸大学の 2~3倍の長丁場だが，実際は途中ブレイクと呼ばれる 10

分程の休憩が何度か挟まれる。また，学生はおろか教授まで時間に寛容なことが多く，た

いていの場合，予定時刻の 10分 15分後に講義が始まる。 

 授業は教科書あるいは事前に Toledo（神戸大学で言ううりぼーネット）にアップロード

されたスライドに沿って行われる。教授は英語を母国語にもたないことも多いが，むしろ

そういった英語の方がクリアで聞き取りやすい。予習に関しては，教授が Toledoにアップ

ロードした論文を指定し，学生に読んでくるように指導する多い。このように扱う論文を

学生に読ませつつ授業を進めるスタイルが一般的だ。 

 成績評価は授業への参加（participation），中間レポート（mid-term paper），グループ・個

人プロジェクト（project），選択式試験（multiple-choice exam），記述式試験（closed-question 

exam），論述式試験（open-question exam），期末レポート（final paper），持ち込み可・不可

（open/closed-book exam）など様々。中でも神戸大学には見られないタイプの試験として，

口頭試験（oral exam）も一般的で，試験当日に教授と一対一でテーマへの理解度が問われる。

どのタイプの試験にしても教授が口を揃えて指摘するのは，これらは英語の試験ではない

ということ。つまりある程度の英語の未熟さから生まれるミスは問題ではなく，むしろ授

業を理解できているか，学習到達度を評価の対象としている。 

 英語で開講される経済学の授業は学部レベルでは多くない。そのため難易度の高いマス

ターコースのものを中心に履修することになると思われるが，各授業のシラバス（ECTS）

の前提知識（Previous knowledge）を確認して，自分の学習状況と照らし合わせたうえで履

修するとよい（KU Leuven のホームページより閲覧可能）。あるいは早めにこういったこと

を確認したうえで，日本にいるうちから予習し準備するのが賢いだろう。モデルを用いた

理論に慣れ，特有の英語表現（たとえば，convex to origin とか derivative）を覚えておかな

くてはグラフや数式が出てきたとたん授業がわからなくなってしまう。留学以前の経済学

を英語で学ぶ練習が必須である。 

 

1.3 単位取得に必要な英語スキル 

 前述した通り，英語は単位取得の十分条件ではないが，必要条件ではある。日本人は訓

練していない場合すべての要素に不足がある。意外にも苦労するのが Reading で，テスト前

などは毎日毎日大量の教科書，論文を読むことになるが，なかなか集中できない。Writing

にしても学術的なルールに則って書けないと口述試験以外の試験を合格することはできな

い。普通，留学に来る日本人学生は Listeningと Speaking に関してはよく鍛えられているが，

Reading，Writing が盲点となっている。Reading の練習としては分厚い教科書を最後まで読

み通す体力をつけること，Writingについては，少なくとも 2,000 wordsほどのレポートを英



語で書けること，これでやっとスタートラインに立てる。 

 

1.4 履修できる授業の例 

 KU Leuvenで実際に開講されている授業を 2つ紹介する。 

 

［Agricultural Economics and Food Policy in Developing Countries (BKULI0Q23A) by 

Maertens Miet］ 

 農業経済学の中でも，主に発展途上国の開発・貧困・格差といった開発経済学のトピッ

クが授業のテーマだ。月曜日・水曜日各 3 時間，30 名程度の中小規模の授業であった

（2014-2015 前期）。前提知識としてはベーシックなミクロ経済学，マクロ経済学の知識が

求められる。単純なモデルから少々複雑なモデルまで扱い，マスター向けの授業だが学部

生にも無理はない難易度である。 

講義は以下のような 6部構成になっている： 

 

PART 1: Economic & agricultural development 

PART 2: Agricultural production & market imperfections 

PART 3: Agricultural research & extension 

PART 4: The farm-household & intra-household issues 

PART 5: Food markets & agricultural policies 

PART 6: Food security & hunger 

 

教科書は無く，講義資料は全て Toledo にアップロードされる。評価基準は 1/3 が中間レ

ポートで 2/3が口述の期末試験。中間レポートには最終締め切り以前にそれとは別にもう一

つ締め切りがあり，それまでに提出するとレポートにフィードバックをもらうことができ

る。早期に仕上げて提出することへの直接の加点はないが，フィードバックから最終締め

切りまで十分な時間があるため，それ踏まえたより良いレポートを提出できる。期末試験

はランダムに問題が与えられ 10分間ほどの筆記での解答作成の後，教授と一対一になりそ

の解答を用いながら問題について口頭で説明する。教授が時々ヒントを交えながら質問し

てくるため，口頭であるという点を除けば，普通の筆記試験よりも難易度は低い。 

 

［Economic Aspects of European Integration (BKULD0M09A) by Van Mourik Adrianus］ 

 ヨーロッパ統合の経済への影響がこの授業のテーマである。水曜日 2時間半，100名程度

の大規模な授業であった（2014-2015 前期）。いわゆるヨーロッパ統合史や各機関の役割等

の概論は初めの授業ですべて終え，以降モデルに基づいた分析が続く。前提知識としては

ベーシックなミクロ経済学，マクロ経済学に加えて国際経済学の知識が求められる。また

EU についての知識も押さえておくと良いだろう。複雑なモデルが多く予習は必須である。



学部生にとっては少々チャレンジングなレベルと言える。 

 授業の進捗度によって臨機応変に教授が対応しているが，おおむねトピックは次のよう

に週ごとに割り当てられている： 

 

Week 1: Introduction and overview of the course; the political dimension: history and 

institutions of the EU 

Week 2: Subsidiarity and the Opening up of markets 

Week 3: Economics of Preferential Trade liberalization 

Week 4: The Internal market and its effects (market size, scale and growth effects) 

Week 5: Labour markets, migration and social policy 

Week 6: Competition policy & state aids 

Week 7: The Common Agricultural Policy 

Week 8: Regional Problems and Policy in the EU 

Week 9: EMU: Monetary history of Europe and the EMS 

Week 10: The economics of the EMU 

Week 11: Fiscal policy coordination in the EU 

Week 12: The Common Trade & Aid Policy 

Week 13: EU preferential trading a greements, do they work?  

 

教科書（R. Baldwin and C. Wyplosz, The economics of European Integration, 4rd ed., McGraw 

Hill）に基づいて講義が行われる。成績評価は 3時間の論述試験一本勝負。授業で扱ったモ

デル・理論を自分で組み立てられるか，さらにそれらを現在の EU のトピック（たとえば

2014-2015 前期の場合，クロアチアの EU 参加や新たな Euro-Zone のメンバー）に応用でき

るかが合格の鍵を握っている。 

 

どちらの授業も毎回の講義の流れとしては，まず問題提起を行い，原因をモデルで明ら

かにする。そして実際のデータを参照した後に，データ・モデルを踏まえた総合的な政策

提言について議論する。 

経済学以外にも Brand Managementや International Managementなど経営学系の授業も履修

できるし，PECSの Core courses には主に留学生向けの易しい授業もたくさんある。経済学

に加えていろいろな授業をとってみるのも良いかもしれない。 

 

1.5 留学関連情報 

［留学時期］ 

 留学開始時期や期間は自分で開講科目を確認し，興味のある授業が開講されている学期

を選ぶと良い。アカデミックカレンダーは 9 月から始まるため 9 月の秋学期から留学を開



始するのが一般的で，オリエンテーションやパーティなど歓迎イベントが充実している。

ただし秋学期のベルギーの天気は最悪なうえとても寒い。春学期からの留学は気候や暮ら

しやすさを考えると良いのかもしれない。 

  

［住居］ 

 大学寮が充実している。さらに大学に Residence Office が常設されており，手厚い留学生

サポートを受けられ，寮探しを留学コーディネーターの方が助けてくれるので困ることは

まずない。家賃はだいたい 300 ユーロで，基本的にはキッチン，バスルームは共同で，プ

ライベートルームにはベッドと机と椅子とクローゼットと水道のみが備え付けてある。寮

や学期によって雰囲気は全く異なるが，おおむねどこの寮でも共用スペースでパーティが

しきりに開かれたり，様々なイベントが催されたりと，留学生活を充実させる基盤となる。 

 

［授業の登録］ 

 ネット上で（Toledo）授業の登録は行う。しかし，授業の登録に加えて試験日の登録など

その他テクニカルな処理が必要なため，留学生コーディネーターと一緒に登録するのが原

則となっている。履修できる授業には制約があるが，もし，どうしてもプログラム（PECS）

外の授業に興味があれば，留学生コーディネーターに相談すると良い。 

 

 

２. ベルギー，ルーヴァンの生活環境 

 

［KU Leuvenの学生］ 

 KU Leuvenの学生は全員英語が話せると言ってもいい。独特の訛りを持つ人もいるが，む

しろ日本人にとってはネイティブと比べてゆっくりでクリアで聞き取りやすいと感じるだ

ろう。ベルギー人はとても勤勉で，勉強と遊びのメリハリがしっかりついている。ルーヴ

ァンは学生の街で留学生も多いことから，ルーヴァンの人というと，ベルギー人だけでは

説明しきれない。実際に KU Leuven へ留学するとベルギー人よりもむしろ他の留学生との

交流が主になる。多様なバックグラウンドを持つ人々と交流できる。 

 

［オランダ語］ 

 留学生向けのオープニングセレモニーで，もしこの中にオランダ語を学ぼうとする者が

いるなら，その勇気を褒め称えたいと，自虐的な冗談が述べられた。上述したとおり，ベ

ルギー人の英語運用能力は高く，英語ができれば生活していくうえで困ることはないし，

主にオランダとベルギーといった小国でしかはなされていないことを考慮すれば，オラン

ダ語を習得するインセンティブは低い。ただし，やはりオランダ語を勉強していると現地

人からの受けはいいし，他の場で学ぶことはほとんど不可能なので，オランダ語を KU 



Leuven付属の語学学校で習う学生も少なくない。 

 

［ルーヴァン市内］ 

 ルーヴァンは City Hall を中心に広がっている小さな街だが，中世からの建造物がそのま

ま残っており，とても美しい歴史を感じる街である。名所的な建造物は City Hall くらいで

観光地ではない。特に学生にとって住みよい街と言える。学生たちは，昼には図書館，自

習室，講義室に集まり，夜になると Oude Marktという広場に集まり，踊り明かす。 

 

［ショッピング］ 

 小さな街のため中心部に住んでいれば，買い物に困ることはないだろう。よく利用され

るスーパーマーケットは Carrefour，Delhaizeで，毎週定期的に市場が開かれるため新鮮な食

材も手に入りやすい。またアジアン・スーパーマーケットも知っている限りで，3店舗もあ

り，少々値は張るが日本食も手に入る。その他にも雑貨屋（HEMA）や文房具店，本屋など

なんでも近くに揃ってしまう。 

 

［交通］ 

 ルーヴァンでの学生の主な交通手段はバスか自転車だ。バスの場合は一学期間 20ユーロ

で市内のバスが乗り放題になるバスカードを留学生も購入することができる。自転車の場

合 Veloという自転車レンタル・修理サービスを利用するのが一般的で，およそ 5ヶ月間 40

ユーロに 70ユーロのデポジットで借りられる。 

 また旅行等でほかの街に行く時は国鉄（NMBS/SNCB）を利用する。運賃がとても割高で，

本数も少なく，遅延することが少なくなく評判が悪い。学生におすすめのチケットは２つ

ある。１つは Go Pass 10という 26歳以下対象の回数券で，51ユーロで 10回分利用できる。

ベルギーの端から端まで行っても約 5ユーロしかかからない。もう１つは Campus Card とい

う学生向けの回数券で，たったの 7.5ユーロで一定区間（たとえば，Leuven-Brussels間）を

5 往復もできる。両方持っておけばかなりお得に電車を利用できる。 

 

［食事］ 

 ベルギーでは美食の文化からレストランの価格設定が日本の約２倍になっているため，

学生が外食することはほとんどない。一方，スーパーマーケットで売られている食材はそ

れほど高くなく（海鮮系は割高），自炊をすることで食費はかなり抑えられる。寮の共用キ

ッチンで自炊をしていると，いろいろな国からきた人がそれぞれ多種多様な料理を作って

おり，とても興味深い。実際に，ハンガリーやフィンランド，ベトナム料理のパーティが

催され，異国の食文化に触れることができた。 

 ベルギーといえばビールが有名だが，ビールを飲みながら食事はしない。夜に友人たち

と集まって Barに行く時は，たいていそれぞれ食事を済ませてから，だいたい午後 8時頃に



待ち合わせて飲み始める。ベルギービールはとても種類が多くどれも高品質であるところ

が特徴で，ベルギーは間違いなくビール好きにはたまらない留学先だ。ビールが飲めない

人もフルーツビール（アップル，チェリー，カシスなど）も充実しているためきっとお気

に入りの一杯に出会えるだろう。 


