
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 11月 29日 

留 学 先 大 学 ヴェルサイユ大学 

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 2014年09月－2015年à&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（出発時本学での学年） 学部２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。 

大学の担当者のメールアドレスをもらっていたので、調べても見つからなかった英語での授業のことを質問したり、年間予定

表をもらうようにしておきました。寮に住むなら大学から案内が届きますが、夏休みに入るのが早いので、早めに連絡するの

が良いと思います。 

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：フランス大使館 
ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：50ユーロ（日本円）＋58ユーロ（渡仏後） 

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？ 

事前に Campus Franceのアカウントを作成する必要があります。 

申請時には申請書類チェックリスト、長期ビザ申請書 1 部、証明写真 1 枚、パスポート（原本、コピー）、ビザ申請料金（50

ユーロ相当の日本円、支払は現金のみ）、大学の仮登録または登録証明書、経済証明（銀行で英語で作ってもらいまし

た）、移民局（OFII）提出用フォームが必要です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

1. パスポートの期限を確認 

2. Campus Franceのアカウントを作る 

3. 経済証明を作ってもらう（一週間ほどかかります） 

4. 大学の留学許可証をもらう 

5. 大使館で必要書類を持って申請（書類はリスト順に並べること） 

6. ネットで進捗を確認し、ビザ取得を確認できたら、大使館にパスポートを受け取りに行く 

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？ 

面接というほどではないですが、手続きの話などはしました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

月曜日から金曜日の 9:00～11:30 となります（日本の祝祭日を除く）。申請はフランス入国予定日の 3 ヶ月前より可能であ

り、少なくとも 3週間前までに行うこと。7月～8月は大使館が申請者であふれるので、早めに用意しておくべきです。 
 
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） 

住む場所のこと（寮、賃貸、ホームステイなど）、移民局の手続きのための資料、住居支援をもらうならその資料、どこの銀

行にするか、その際必要なものについて、携帯について（会社、種類） 
 



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
JALホームページ 

※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 シャルル・ド・ゴール空港 現地到着時刻 20:14 

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 1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 

空港からパリ市内まで、バス、電車、タクシーがあります。電車は危険な地域を通ることで有名、加えてパリメトロはトランクで

の移動がしづらいのでおすすめしません。バスはネットで事前予約も可能です、タクシーの場合、大体は現金支払いのみで

す。 

大学到着日 9月 4日 9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（ホームステイ） 

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（ホストファミリー） 

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 日本語のサイトだと高かったので、フランス語で検索し、コストを比べて選びました。インターネット

上で個人で行っている募集もありましたが、ホームステイを商売として受け入れている家族もいる

ので、信頼できそうなエージェントに依頼しました。事前にアレルギーや食事のこと、家族構成につ

いて聞いておき、入居日や持ち物についても話し合いました。 

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？ 

特になし 

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 ９月１４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：150€：有料のオリエンテーションは任意参加） 

内容と様子は？ 無料：授業の選択の仕方やフランス語の授業について。保険についての説明を受けた後、校内

見学がありました。 

有料：授業開始の 2週間前から始まり、フランス語の授業を受けたり、近くの施設で運動したりしま

した。最終日にはフランス料理のお店に行き、食事会をしました。これをきっかけに他の留学生と

話す機会が生まれ、他の人の携帯電話や移民局の手続きの進捗状況を知ることができました。

また授業の選択についても、お互いの持っている情報を共有することができました。 



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 16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？ 

外国人の入国管理を行っているのがフランスの労働局（OFII： Office français de l'immigration et de l'intégration）。フラン

ス入国 3 カ月以内に、自身が住んでいる管轄地域の OFII に必要書類を提出する必要があります。管轄の OFII については

サイトで調べられます。 フランスの郵便局は書類をなくすことも多いので、コピーをとって、追跡できるように送ると安心です。

一ヶ月後ぐらいに OFII から自宅に通知が届き、OFII に出向く日時が書いてあり、当日持参する必要のある書類についても記

載してあります。OFIIへは 58ユーロの小切手も必要で、ネットでも支払えます。指定された日時に OFIIに行き、そこで健康診

断を受けた後、滞在許可証がもらえます。 

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？ 

移民局の手続きの一環で健康診断があります。健康診断は普段の服装のまま行いました。時間はだいたい一時間から一

時間半ぐらいかかりました。 

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？ 

LCL ピラミッド支店で開設しました。日本人の方が働いているので日本語で開設でき、何かトラブルになった時用にここを選

びました。フランスでは口座維持費や前金も必要なので、注意して下さい。 

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？ 

B&YOU というフランスの会社で購入し、契約しました。すべてネットでの契約で、家に SIM フリーのカードが送られ、携帯に差

し込めば使えるような仕組みになっています。料金はネットし放題の国内電話制限なしで、14 ユーロで契約していました。 

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 20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？ 

一般生徒の履修登録の時期より遅かったので、じっくり選ぶことができました。 

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？ 

すべて取れました。 

 



 

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 
                                          

8:00 
経営                                     

9:00 
経営                                     

10:00 
                                          

11:00 
英語                                     

12:00 
                                          

13:00 
      映像                               

14:00 
      映像                               

15:00 
      フランス語文法 フランス語文法 フランス語文法                  

16:00 
      フランス語文法 フランス文化 フランス語文法                   

17:00 
                                          

18:00 
                                          

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、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

ヴェルサイユ大学はあまり日本人が多い大学ではないので、日本人だけで終わらせたくないという人にはいい大学だと思い

ます。大学近くにはパリ市内にはないくらい大きなスーパーもあるので、買い物も楽しいです。 

フランス人の友達はもちろん、留学生の友達も多くでき、フランスだけではなく、多くの国のことを知るきっかけになります。 

ソワレという飲み会（パーティ）は深夜から始まり、大学近くで行われることが多いです。それらに参加するのも楽しいですよ。 

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。 

明治大学に留学生が来ると、その国のことをいろいろ聞きますよね。同じように留学すると日本のことをよく聞かれます。その

ためにもフランス語だけではなく、しっかり日本のことも知っておくべきだと思います。 

自発性が大事です！しゃべれないかもと思わず、がんがん話しかけてみて下さい。最初はうまく意思疎通ができないかもし

れませんが、伝えようとすると相手もしっかり聞いてくれますし、助けてほしいというと助けてくれます。自分から言わないと何

も始まらないので、一歩踏み出して下さい。日本ならこうしてくれるのにと思うかも知れませんが、留学先ではそういう考えを

捨てて進んで下さい。有意義な留学生活を送れることを願っています。 

 


