
 

ルーヴァン・カトリック大学協定校ガイド  

 

0.初めに                                                       

  筆者が留学に行ったのは 2016 年 9 月から 2017 年 1 月末までの 1 セメスターの

間であり本稿を書いているのは 2017 年 11 月である。そのためここに書かれてい

る内容は最新のものではなく、またできる限り正しい情報を書いたでいるが記憶

違いから誤った情報を記載している可能性があることをあらかじめ了承していた

だきたい。 
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1. 大学情報                        

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(仏: Université Chatorique de Louvain)はベルギ

ーのルーヴァン=ラ=ヌーヴ(以下 LLN と表記することがあります)に位置する総合

大学です。元々はベルギー北部、オランダ語圏にあったルーヴェン・カトリック

大学が母体となっていましたが 20 世紀中盤以降のベルギー言語戦争の激化に伴

い、大学新都市であるルーヴァン＝ラ

＝ヌーヴ（フランス語圏、ブリュッセ

ルの南東 20km）に新しく建設された

ルーヴァン・カトリック大学にフラン

ス語を母語とする教員・学生が移動し

大学が分離した、という過程を経て今

の形になっています。大学新都市に建

設された、という記述からも分かるよ

うに街自体が大学のために存在してい

る、もしくは大学の中に街が存在している、というとイメージしやすいでしょう

か。総合大学なのでいくつかの学部があり、それぞれにキャンパスがありますが

それらの距離は近く大学内は徒歩で十分に移動が可能です。また大学生のための

街であり数々のレストランやスーパー、駅の隣にはショッピングモールもあり小

さな街ですが生活必需品は簡単にそろえることができます。都市部からは離れて

いますが学生には生活しやすく、静かで勉強に集中することのできるフランス語

圏の大学となっています。  
 

1.2 授業と試験について 

 ルーヴァン・カトリック大学の学部生向け授業はフランス語が主体であり留学

生は主に大学院生向けの英語の授業を履修することになります。例年 1 学期に開

講される学部生向けの英語の授業は一つ、多くても二つなのでフランス語を理解

しない限りは大学院生向けの授業を取ることになります。覚悟しましょう。授業

は上級ミクロ・マクロに始まり計量経済学から上級産業組織論、経済学と倫理、

といった授業まで様々な分野の授業が開講されています。授業は平均して 1.5~2

時間ほどのものが 14~15 回、リーディングアサイメント(予習)を読んで授業に臨

み各自復習するという形が一般的です。また授業によってはグループ課題が課さ

れます。多くの学生が Facebook のメッセンジャーでやり取りしながら協力して課

題に取り組むので Facebook のアカウントがあると安心です。 

9 月中旬から 12 月第三週くらいまで授業があり、そこから 2 週間ほどのテスト



準備期間のあと 1 月第二週くらいから試験期間が始まります。ベルギーの学生は

準備期間に授業の総復習を行うようですが多くの留学生はこの期間に旅行をしま

す。愚かではありますが私もドイツとイギリスにたっぷり滞在しながら単位は取

得することができたのでテストも警戒しつつ楽しむのがいいと思います。 

注意事項として、授業の中にはリサーチがメインのものがありますがこれらは

留学生を対象として設計されておらずレベルが高いです。その他授業の中には高

い基礎知識を要求するものがあります。Moodle(後述)でシラバスを確認して不安

なら担当の教授にメールをして相談するのが良いでしょう。また留学生は経済学

部の授業しか履修できずその他の社会科学系の授業を取ることができません。 

一部の授業はナミュール大学という電車で 20~30 分の場所にある大学で開講さ

れます。履修手続きや定期券の発行等が煩雑なので半期の留学を考えているので

あれば慣れない中いろいろするのは大変なのでこの手の授業を取ることはあまり

お勧めできません。 

また大学の授業の一環として語学の授業を受けることができます。様々な言語

から選べますが留学生は主にフランス語を勉強します。A1−C3 までのレベルがあ

り自分に合ったものを履修しますが全くの初学者であれば A1 から受けることにな

ります。A2 以上のレベルの授業を受けるためには学力試験を受ける必要がありま

すが試験に落ちても先生にフランス語の知識があると認めてもらえれば上のレベ

ルの授業に参加できます。 

 

1.3 履修と授業の連絡 

  授業の履修や授業連絡の確認は Moodle というウェブページにて行います。神戸

大学におけるうりぼーねっととほぼ同じものです。また資料のダウンロードやレ

ポートの提出も主に Moodle から行います。神戸大学の beef の役割も兼ねている

のです。見習って欲しいね。自身の Moodle のページは留学生向けのガイダンス

(授業開始日の少し前にあります)の後、学籍番号とパスワードをもらってから使え

るようになります。 

  履修可能な授業は上述のガイダンスで履修可能な授業のリストをもらえるので

そこから選ぶ形になります。初めの 2 週間ほどが履修登録期間なので気になる授

業に実際に出席してから決める余裕があります。日本にいる間の留学準備で

Learning Agreement 等の書類の中に履修する授業を書いて提出する必要があると

思いますが実際に履修する授業は大学で授業が始まってから確定します。必ずし

も日本にいる間に授業を決めておく必要はありません(提出する書類は仮のものな

んだと思います)。また履修可能な授業をネットで探しても授業一覧がなかなか出

てこない上取れるかと思っていた授業がリストに載っていないこともあったりす

るので参考程度に考えておきましょう。 



 

1.4 単位とその取得のためのスキル 

単位は大体「1 つの授業で 2 単位」という神戸大学でのルールと一緒だと思って

おけば大丈夫です。成績評価は A,B,C,D,E,F(不可)の 6 段階になっています。E(日

本における可)の取得は日本のように最終成績の 60%以上ではなく 50%以上となっ

ていますが記述式の試験がメインのためしっかり勉強して試験に臨む必要がある

でしょう。 

単位取得のために必要なスキルですがまずはミクロ・マクロ経済学についての

全般的な知識です。特に大学院の授業では当然のものとして要求されるので可能

な限り英語でこれらの内容について理解している必要があります。逆にいえばミ

クロとマクロさえしっかりやっていれば基本的には大丈夫です。もちろん時系列

が勉強したい、など特に勉強したい内容がある場合はそれらについて日本にいる

うちから英語で学んでおくことが望ましいです。 

また英語のスキルは授業を理解するためにリスニング、論文・教科書内容を理

解するためのクリティカルリーディング、グループ課題に取り組み円滑なコミュ

ニケーションをはかるためのスピーキング、レポートの提出・1.5~2 時間の記述試

験できちんとした解答を書くためのライティング、という具合にどれもある程度

のレベルが要求されます。ただ単位の取得という観点で言えば上の 4 つのどれに

しても「経済学で用いられる英語」さえ使いこなせれば十分に対処できます。上

にも書きましたが日本にいるうちから専門分野を英語で勉強することでトレーニ

ングを積んでいれば英語はそこまで大変なことではありません。 

その他、日本にいると気づきませんがアジア人はやはり数学が得意みたいで

す。理論的な数式・証明が理解できないということはあまりありません。もしそ

うだとしたら周りの人も大概分かってないはずです。むしろたくさんのものを短

時間で読む力や論理的に筋の通った自分の考えを書く力、大量の情報を自分の中

にストックし必要なことを書き出す力はトレーニングを積んでおく、もしくは留

学中に磨くべき能力になると思います。 

 

2.5 年間のスケジュール 

  年間のスケジュールは以下の表の通りになっています。これは文学部の予定で

すが経済学部も大体同じです。秋学期が 9 月−1 月、春学期が 2 月−6 月で、8 月に

年間の授業の再試験(救済措置のようなもので 1 回目の試験で思わしくない成績だ

った場合にもう 1 度試験を受けられる制度っぽいです)がありますが留学生にはあ

まり関係のないものです。後の寮についての項で詳しく書きますが、寮の鍵を受

け取る日とガイダンス(Information session)の日が被ったりするので余裕を持って

ガイダンスの数日前に渡航しておくのがいいと思います。 



Important dates 2017-2018 
Term 1 

Information session (mandatory) Friday 15 September 

Teaching begins Monday 18 September 

Teaching ends Saturday 23 December 

Winter Examinations Friday 5 - Saturday 27 January 

Terms ends Saturday 27 January 

Term 2 

Information session (mandatory) Friday 2 February 

Teaching begins Monday 5 February 

Spring Break Monday 2 - Friday 13 April 

Teaching ends Saturday 19 May 

Summer Examinations Monday 4 June - Saturday 30 June 

Term ends Saturday 30 June 

Term 3 

Third (resit) Examinations Thursday 16 August – Tuesday 4 September 

 

2. 生活関連情報                        

2.1 住居について  

  ルーヴァン大学の留学生は大学寮に住むことがほとんどです。神戸大学から留

学する場合、留学が決定した段階でインターネットで寮の予約をしておくことが

できるので寮が見つからないということはまずありませんが、万一そうなってし

まった場合は寮のキャンセル待ちをする必要があります。他の大学と違って周り

に不動産屋が提供している住居がたくさんあるわけではないので大学寮に入れな

かった場合はホテル住み、もしくは大学から離れた場所に自分で住む場所を見つ

けなければいけません。寮の予約を忘れず行ったうえで、その予約がちゃんと有

効になっているかをメールで問い合わせておくと良いでしょう。またインターネ

ットで寮の予約をした場合、決められた日時までに寮のオフィスで本契約をする

必要があります。なんの連絡もせずに期日までに本契約を行わなかった場合、予

約は自動的にキャンセルされてしまいます。気をつけましょう(筆者は見事に予約

がキャンセルされて大変でした)。 

  寮は一部屋 3〜4 人でそれぞれの個室と共用のキッチンとトイレが付いていると

いうのが一般的です(筆者は上述のトラブルによりなぜか 1 人部屋でした)。家賃は

電気代込みで 1 ヶ月 250 ユーロほどです。家賃は銀行振り込みで行います。その

ため LLN 市内で銀行口座の開設の必要があります。向こうも慣れているので「口



座を開きたい」と窓口で言うと結構すぐ作ってくれます。 

  寮は「契約の期日の平日 2 日前」に鍵を返さなければいけません。例えば 1 月

27 日(月)が期日だった場合 1 月 23 日(木)に出て行く必要があります。文句を言う

と少し伸ばしてもらえますが帰りの飛行機はこれを考慮して取っておく必要があ

ります。 

 

2.2 移動について 

  大学の存在する LLN は小さな街です。市内にバスやトラムは走っていませんし

自転車等も必要ありません。その代わり都心からは離れているためお出かけしよ

うと思うと電車に乗る必要があります。Go Pass 10 という 51 ユーロの 10 回券で

何処へでもいけますし、週末は Weekend Ticket というチケットがあって通常の半

額でチケットが購入可能です。うまく使い分けましょう。また SNCB/NMBS とい

うアプリで電車の乗り換えや時刻表の確認ができるので活用すると良いでしょ

う。 

 

2.3 食事について 

  食事はカフェテリアであれば日替わりプレートにパンを付けて 5ユーロほどで

す。市内にはケバブやマカロニの入ったカップ、ファストフードと色々ありま

す。午前と午後の授業の合間に色々と食べてみるのは楽しいので是非。しかし物

価は安くないので時間があるときは自炊をすることをオススメします。飲料水に

ついて、蛇口から出てくるものは硬水であり日本のもの(軟水)よりもミネラルを多

く含むため飲み続けるとお腹がゆるくなったりします。普通に飲めるものですが

筆者は硬水の味が苦手だったのでスーパーで軟水を買うようにしていました。レ

ストランでは水とビールが同程度の値段で提供されることもあり、ビールの種類

も様々です。お酒が好きならトライしましょう。 

   

2.4 買い物について 

LLN 駅の隣には大型のショッピングモールが併設されています。食用品から日

用品まで大抵のものは揃えることが

できますが日曜日は閉まっているの

で必要なものは日曜までに買うか、

もしくは日曜日にも開いているコン

ビニのようなお店もいくつかあるの

でそこが利用できます(若干割高で

す)。一部アジア人向けの調味料など

を売っているお店もありますが LLN



市内には多くありません。きちんとした日本食を揃えようと思うとブリュッセル

などの大きな街に出る必要があります。 

 

2.5 通信について 

  ケータイですが LLN 市内は大学の wifi 電波が飛んでいるため日本から持ってい

ったものでも十分に利用可能なのでわざわざ買う必要もないです。電話がしたい

等必要と思ったら買えばいいと思います。寮には wifi が通っていません。同居人

と折半して家電量販店で契約するのが一般的です。 

 

2.6 言語・治安・人々 

  LLN はフランス語圏にありますが多くの人が流暢に英語を話すことができま

す。若干のフランス語訛りがありますがスピード、発音共に聞き取りやすい部類

だと思います。一部ショップの店員は英語を話しませんが極一部ですから英語で

コミュニケーションが取れれば問題ありません。 

  治安は非常に良くおそらくヨーロッパ内でもトップクラスに安全でしょう。学

生の街ということもあり変なゴロツキみたいなのは見かけませんし、夜遅くに歩

いても怖いということはありませんでした。財布やクレジットカードを落として

もお店に届いています。ただ若者が多いので祝日の前など深夜帯に騒ぎ声が聞こ

えてきたりすることはあります。 

  ベルギー人は陽気なイメージのラテン系(スペインとか)とは違い、日本人に近い

感じです。一見冷たいですが一度仲良くなると気さくに接してくれます。また何

か困ったことがあったときはこちらから積極的に質問すれば丁寧に応対してくれ

ます。臆せず話しかけることが大事です。 

 

 

 

 

 


