
２０１２年度協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2012年 11月 10日 

留 学 先 大 学 リヨン第三大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

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 2012年９月－2013年６月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科フランス文学専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部3年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     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。 

明治大学先輩方の留学報告、インターネットで入手できる lyon3 留学生の体験記をよく見ておく。留学生活が始まるとすぐに生活

に慣れないまま済ませなければ行けない登録がたくさんあるので、出来ればそういった報告書はコピーを取って留学に持って行くと

よい。（特に授業登録、電気の手続き、OFII（移民局）の登録、CAF（住宅補助）などは重要） 

留学先で専門にしたい分野が決まっている場合は専門用語を調べておくと授業の理解度が断然に違って来る。（例えば、フランス

語文法なら文法用語を調べておく） 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：学生ビザ 申請先：Campus France、フランス大使館ビザセクション 

ビザ取得所要日数：３週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：ビザ申請 58 ユーロ、戸籍謄本翻訳 4 千円、

Campus Franceの登録費 1 万 5千円 



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？また，どのように手配しましたか？ 

大使館サイトで指示された書類（留学先大学の入学許可書、住居証明、銀行の残高証明、戸籍謄本（とその翻訳）など） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

Campus Franceの登録（1万 5千円もこの時支払う）と同時進行で必要書類の収集、戸籍謄本の翻訳依頼→フランス大使館の

HP でビザ申請の予約をとる→必要書類そろえ大使館に申請に行く→申請完了のメールを受け取ったら再び大使館に赴きビザを

受け取る 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

協定校留学だったので面接は免除された 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

とにかく厄介。 

・留学先から添付ファイルで送られてきた証明書は無効。必ず原本を送ってもらうこと 

・住居証明は結構厳しい。入国日から 3 ヶ月間の正確な住所が記載されている必要がある 

・フランス大使館のビザセクションは直前になればなるほど混む。出発 3 ヶ月前から申請が出来るようなので早めに済ませた方が

良い。（ビザを待って飛行機のチケットを買いたいのなら尚更） 

・フランス大使館のビザセクションへの問い合わせはメールかファックスのみ。（電話、直接赴くことは不可能） 

・フランス大使館ビザセクションはアポイントメントがないと入室が出来ない 

・Campus Franceの登録は留学の動機や学業成績など厄介な記入が求められるが、前段階にすぎないのであまり時間をかけす

ぎないこと 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

留学全体でかかるお金については必ず出発前に確保しておくこと。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 British airways 

航空券手配方法 明治大学のリエゾンデスクで依頼した 

大学最寄空港名 サンテグジュペリ空港 現地到着時刻 １８時 

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                      

移動の所要時間 ６０分 

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 

空港→Part-Dieu（lyonの中心駅）rhônexpress,→大学 METRO 

大学到着日      月     日     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：8月 24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（     ） 

住居の申込み手順 大学のホームページ（lyon3から指示があった） 



 

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？ 

見つかった。入居当日電気会社を解約したが、調度混んでいたためかなかなかアポイントメントが取れず、入居後 2 週間電気と

お湯が使えずに大変困った。 

3.留学先での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 ８／２８〜９／７ 

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？ 留学生用ガイダンス、プレ授業、lyonのバスツアー、soirée等 

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 10日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の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？ 

OFII（移民局）の手続きが必須。自分ですることも出来るが１０月の上旬に大学から指示がある。（lyon3 はそういった留学生用の

手続き、サポート体制が整っていると感じる）指示された必要書類を持って指定された日時に OFII のオフィスに健康診断を受け

に行くと手続き完了。（健康診断は簡易的）５０ユーロ程 

＊日時をしたメールが届かないことがある。その場合必ず自分の日程を大学のオフィスで確認する 

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？ 

CAF（住宅補助）の手続き→OFIIの手続きが完了しないとすることが出来ない 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

した。大学の隣にある LCL だと職員が留学生の対応に慣れているため簡単に開設することが出来る。１週間程。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

した。携帯電話はプリペイド式のものであれば現地のお店（orangeが一般的）でその場で簡単に購入できる。本体価格は安いもの

だと 20ユーロからある。 

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（１０月５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？ 

登録期日が遅い等様々な面で正規の学生とは異なる。 

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？ 

      



 

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。   
９科目 32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られていますか？（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：2012年 10月から 2013年１月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ les Textes Fondateurs Autour De La Bible 90分、週１回 3 

TD（少人数ゼミ方式）。人数は 10人程で TDだが講義形式で授業が進められる。 

２ Géographie Régionale （Hors France） 120分、週１回 3 

地理学科 3 年生のクラス。CM（大人数、講義形式）朝一の授業だが教室はいっぱいになる。地理の内容なのでプロジェクターを

使って授業が進む。 

３ Fondements Natureles De L'Aménagement 120分、週２回 5 

同じく地理学科 3年生のクラス。同じ日に CM と TDの両方が行われる。CM と TDで取り上げる内容が大きく異なる。TDではパソ

コンを使ってグループになり課題をこなす。 

４ Anglais Grammaire  90分、週２回 4 

語学科１年生必修の授業。大教室で講義形式で行われる CM とグループに分かれた演習形式の TDがある。 

５ Japonais Littérature 60分、週１回 3 

日本語学科 3年生の授業。CMのみ。 

６ Japonais Littérature 1 90分、週１回 4 

マスター１年生の授業。CM。下記の litterature 2とセットの授業。最初の3回の授業で教授が講義を行い、その後は毎回担当の

生徒による発表で授業が進められている。発表は一人あたり 30分。留学生は発表かレポートを選ぶことが出来る。 

７ Japonais Littérature 2 90分、週１回 4 

litterature 1 同様 

８ FLE 120分、週１回 5 

留学生必修フランス語文法の授業。CM 演習方式。オリエンテーションの最後にクラス分け試験が行われ、レベルに分かれて授

業が行われる。先生に寄って授業の進め方は異なるようだが、定期的に試験や必修のプレセンテーションが課される。 

９ Culture française 60分、週１回 1 

留学生必修、CM大教室講義形式。フランス文化、歴史、政治などを幅広く学ぶ。節目節目で試験を行う。 



 

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 

7:00 
            起床                         

8:00 
起床 起床 geographie rigional  起床 起床             

9:00 
            geographie rigional                         

10:00 
FLE       fondamant 

natureles  

      スポーツ             

11:00 
FLE       fondamant 

natureles  

Anglais Grammaire スポーツ             

12:00 
昼食 昼食 昼食 culture français 昼食             

13:00 
                  japonais 

litterature1,2 

                  

14:00 
Anglais Grmmaire スポーツ japonais litterature japonais 

litterature1,2 

                  

15:00 
Anglais Grmmaire スポーツ       japonais 

litterature1,2 

                  

16:00 
      les textes fondateurs 

autre de la bible 

fondamant 

natureles  

                        

17:00 
スポーツ       fondamant 

natureles  

                        

18:00 
スポーツ                                     

19:00 
スポーツ             任意で参加している

授業 

                  

20:00 
      夕食 夕食 任意で参加している

授業 

夕食             

21:00 
夕食             夕食                   

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝             

Ⅶ. 現在までの感想  

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

リヨン第三大学は留学生が驚く程たくさんいる。日本人の留学生も多いが、逆に日本語を勉強している学生も多くそういった

学生と交流を持つことも出来る。国際交流の担当機関のサポートも整っており、自分から進んで動けば、いろいろな可能性

が自分なりに作れる環境にあるように思う。 

アパートについては最初の電気トラブルを除けば上手くいっている。 

リヨンには学生、留学生向けの催しが多いように思う。リヨンに限らないとは思うが、日本の文化が好きという人はとても多い。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

留学前もそうだが、留学中も手続きに追われることは多いので多少覚悟しておいた方が良い。 

留学中にどのように過ごすかは一人一人本当に異なってよいと思う。自分なりの過ごし方が出来るように、留学前に目標を

立てておくこと、それを見返すことが大切。 

 


