
２０１０年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2010年 10月 4日 

留 学 先 大 学 プレハーノフ経済大学 

留学先での所属学部等 

特定の学部等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：国際ビジネス学部，現地言語：IBS 

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2010年9月－2011年 6月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部経営学科     専攻 /      研究科     専攻 

学 年 （ 出 発 時 ） 4年生 

    

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の

学生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

以前に留学していた学生との情報交換、基礎的な情報はゼミの教授や仕事で滞在経験のある親戚からたくさん

の情報を頂きました。 

Ⅱ．留学のための渡航前手続き 

ビザの種類：留学ビザ 申請先：旅行会社 

ビザ取得所要日数：約 1週間 ビザ取得費用：5000円 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？どのように手配しましたか？ 

パスポート、HIV検査証明書 

その他に必要であった手続き・方法・料金など 

      

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アエロフロート 

航空券手配方法 
株式会社ユーラスツアーズ 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 シェレメチボ空港 現地到着時刻 17：00 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配

の出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー その他メトロ                 

移動の所要時間 メトロの場合は約 1時間だが、大学の送迎サービスならばもっと速かったと思われる。 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

タクシーはぼったくられる可能性が高いのでロシア語に自信がない場合は使用しない方がよい。メトロの場合

はまずアエロエクスプレスでベラルースカヤ駅まで移動(150ルーブル)。その後メトロに乗り換え、環状線で

ドブルイニンスカヤア駅で下車。駅構内を移動してセルプホフスカヤ駅に行き、そこから徒歩 5 分。 

大学到着日 8月 29日 10時頃 



 

2.住居について 

到着後すぐに住居入

居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮     アパート     その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋     その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した   その他（     ） 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

      

3.オリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 9月 2日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 大学全般の説明、履修方法、寮内の洗濯サービスなどの利用方法、マルチビザ取得や滞

在期間中の旅行時の諸注意。任意参加ではあるが出席しないとかなり苦労するので事実

上必須。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 9月 4日から 

    

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可申請の必要はありますか？ いつ、どこで、方法は？ 日数、料金は？ トラブルは？ 

大学にて留学登録。マルチビザの申請は約 2週間かけて大学側が行う。写真が必要になるので予め何枚か用意

しておくと良い。ただ大抵の学生が用意していないため、なくても全員で近くの写真屋に取りに行くので問題

はあまりない。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

      

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（９月１５日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 



 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

基本的に授業の内容を見てから登録するので問題はない。こちらでは 9 月末までに授業を選択して登録する必

要がある。 

2.履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
５科目 30単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？      科目／週（     時間）ぐらい 

3.授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進めれらていますか？（予復習，テスト準備など，ア

ドバイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2010年 9月から 2010 年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位

数 

１ Doing business in Russia 80分×2授業が週 2回 １２ 

IBS に所属する留学生全員必修科目として受講。数人の講師が２～３週間交代でそれぞれの専攻分野でロシアについて講

義し、最終的に数人のグループ単位でロシアにおけるビジネスプランを作成する。ロシアの歴史、消費動向、給与レベル

など実際の状況がかなりつかめる。 

２ Management 80分授業が週 1回 ４ 

経営学と思えばギャップは少ない。ただ全般に言えることだが経営系の授業のレベルは日本の方がはるかに高くまた書物

も充実しているので、ここで大きな発見をすることはないと思われる。テーラーの科学的管理法に始まる諸理論の発展の

歴史や意思決定などの諸事項について英語で学習する。期末テストと数回のアサインメントで評価される。 

３ Micro Economy 80分授業が週 2回 ４ 

100人以上の学生を一度に授業するレクチャーが週 1回、10～20人の小クラスに分かれ、毎週教科書の中であらかじめ指

定された範囲を予習し、その内容についてディスカッションするセミナーが週 1回で構成される。数度の小テストに加え、

今学期はアダムスミスの国富論の要約レポートを期末までに提出する事が求められている。 

４ Business Communication 80分授業が週 1回 ３ 

文章の論理的構成やパブリックスピーキングの方法について学ぶ。毎週レジュメがオンラインで配布されるのでそれを予

習し、そこに載っているエクササイズをクラスで実際に行う。1クラス 20人程度。中間、期末テストで評価。 

５ Russian Language 80分授業×2授業が週３～４ １０ 

文字通りロシア語の授業で、留学前に学習経験のある学生のみテストによるクラス分けが行われる。初学者は基本的に母

国語単位でクラス分けされる。英語を話せるスタッフが不足しているため自分はフランス語で授業を受けている。日本か

ら独学用のテキストを持ちこんだ方がよい。なお英語で書かれているが非常にいい教科書があるのでそちらの購入も検討

した方がよい。クラスは６～７人。 

６ Statistics 80分授業が週 1回 ３ 

統計学の授業だがまだ講義が行われていないため、詳細はのちほど報告します。 



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

8:00 
            Statistics                         

9:00 
            Statistics                         

10:00 
            Statistics ロシア語 ロシア語             

11:00 
ロシア語 ロシア語 Micro 

Economy 
ロシア語 ロシア語             

12:00 
ロシア語 ロシア語 Micro 

Economy 
ロシア語 ロシア語             

13:00 
ロシア語 ロシア語             Business 

Communication 
            

14:00 
ロシア語 ロシア語             Business 

Communication 
            

15:00 
Doing 
business in 
Russia 

      Doing 
business in 
Russia 

Micro 
Economy 

                  

16:00 
Doing 
business in 
Russia 

Management Doing 
business in 
Russia 

Micro 
Economy 

                  

17:00 
Doing 
business in 
Russia 

Management Doing 
business in 
Russia 

                        

18:00 
Doing 
business in 
Russia 

Management Doing 
business in 
Russia 

                        

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

 

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについてや、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

こちらで生活する上で一番重要なのは資金の出し入れが自由に行うことができる状況にしておくということ

です。僕の住んでいる寮の近くには VISA が使える ATM だけでなく、シティバンクの支店もあります。クレジ

ットカードでのキャッシングの場合上限額の設定によっては色々不自由する事があるかもしれないので、シテ

ィバンクの口座を持っておくと非常に安心です。またインターネットの環境は決して良くなく、原因不明で使

えなくなることがたまにあるのでその辺にも配慮する必要があると思います。 

 


