
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 パリテック大学 

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：修士号／交通論と持続可能な開発 

留 学 期 間 2012年9月－2013年12月 

明 治 大 学 で の 所 属      学部     学科     専攻 / 理工学研究科建築学専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程2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。 

マスターで学ぶ内容に関して全く予備知識が無かったため、関連する参考書（日本語）を読んだ。それでも初めて学ぶことを母国語でな

い言語で受けることは難しく、理解に時間と労力を要するので、渡航前に講義リストを得られるなら、日本語で入門書等に目を通しておくと

理解が早まると思う。語学については事前に準備せずに臨んだ。 

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：      申請先：フランス大使館 

ビザ取得所要日数：約三週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

入学許可書、滞在先証明書、パスポート 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

フランス大使館の HP上で個人情報登録後、書類提出のための大使館訪問日時を予約。審査後、書類不備が無ければ HP上で審査通

過の連絡があり、ビザを取得出来る。 

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？ 

面接無し 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

私が申請手続きをした 6,7 月頃は留学等で申請者が多く、訪問予約がなかなか出来ず取得までに、予想以上に時間がかかった。書類

が整い次第すぐに手続きを始めた方が良い。 

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） 

      

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ブリティッシュ・エアウェイズ 

航空券手配方法 
HIS 

※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 CDG 現地到着時刻 17:00 頃 



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 約 2 時間 

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 

郊外電車を利用するため、決して雰囲気の良くない区間を通過するため初めての渡仏であれば多少お金がかかってもタクシーをお勧め

する。ただ私は大学側の指定日よりも早く渡仏した（7/15)ため個人移動したが、通常は空港から寮までのタクシーが手配される。 

大学到着日 2012 月 08日 20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２０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 ルノー財団が全て手配してくれたため、詳細不明。 

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.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 8/31-9/5 

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？ プログラムの内容、全体スケジュール等について 

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 6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？ 

必要。OFII（移民局)に訪問予約をし、必要書類を持参の上、健康診断、面接を受ける。入国後三ヶ月以内に行う。学生の場合 53€が必

要。 

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？ 

大学で健康診断。在仏フランス大使館で居住先の申告。 

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？ 

財団のサポートを受けて開設（BNP PARIBAS）。入学許可書、パスポートコピー等が必要。所要一週間以内。 

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？ 

財団のサポートを受けて購入(iPhone)。月額 50€、口座情報、パスポートコピー等が必要。所要約一週間。 



 

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（事前に設定されている） 

到着後に（     月     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？ 

語学、体育の授業は授業開始後に web 登録。 

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。   
     科目     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（30-35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 9月から講義による年     月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ économie de l'environnement 3時間の講義、全8回を約一ヶ月 4 

環境経済学の基礎を学ぶ。授業は講義形式で、中間と期末試験がある。宿題は無し。 

２ TIC 3時間の講義、全8回を約一ヶ月 4 

交通情報通信技術について。4,5 人でのグループワーク。最終授業時にプレゼン、質疑・改善点等を受けた上で小レポート(20p)を提出。

講義形式、宿題無し。 

３ Well to Wheel 3 時間×全 6 回。二週間 3 

オリーブ油等資源の栽培から配送に至るまでの行程に要する電気エネルギーや、二酸化炭素排出量等の計算。最終講義から一ヶ月後

にグループプレゼン。 

４ Défis et définitions de la mobilité durable 3 時間×全１１回 ４ 

持続可能な交通システムについて、主に都市計画との関係から学ぶ。講義形式。最終授業で筆記試験（予定） 

５ Transport des marchandises 3 時間×全１１回 4 

商業交通について。輸送手段やそれに関わる技術について学ぶ。講義形式。最終授業で筆記試験（予定） 

６ français 2 時間、週一回 2 

語彙、文法以外に専門用語やプレゼン方法を学ぶ。月に一度個人プレゼン。学期中に２度筆記試験。 

７ Analyse de cycle de vie 3 時間×6 回 ２ 

ライフサイクルアセスメントについて。講義＋演習。最終授業から２週間後に課題提出。 

 他にもありますが、まだ始まったばかりのものなので省略しています。             



 

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 

7:00 
起床(6:00) 起床(6:00) 起床(6:00) 起床(6:00) 起床(6:00)             

8:00 
講義 講義 講義 講義 講義 起床 起床 

9:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

10:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

11:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

14:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

15:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

16:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

17:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

18:00 
講義 講義 講義 講義 講義             

19:00 
夕飯 夕飯 夕飯 夕飯 夕飯             

20:00 
グループワーク グループワーク グループワーク グループワーク グループワーク             

21:00 
グループワーク グループワーク グループワーク グループワーク グループワーク             

22:00 
復習 復習 復習 復習 復習             

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 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。 

通常よりも短期間で行われる修士号のため、平日は基本的に朝から夜まで授業。また課題も多く、その大半がグループワー

クのため、非常に大変なプログラム。一方で留学生を対象としたプログラムなので、毎日大半の時間を一緒に過ごすことで

授業で学ぶこと以外にもたくさんのことを吸収し、また私自身もクラス内で唯一の日本人として意見を求められ充実した生活

を送っている。 

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。 

上述したように非常に大変だが、日本にはない構成のプログラムだと思うので、テーマに関心があれば是非参加してもらいた

い。授業内容に関して、必ずしも事前の専門知識は求められないが、全てフランス語で行われるため、一定の語学力が必

須。 

 


