
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 7日 

留 学 先 大 学 ヴェネツィア大学 

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 2015年9月－2016年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

出発前にはビザの手続き、ヴェネツィア大学の事務室との連絡（寮）、イタリアに住んでいる友達との連絡を行いました。 

ビザは出国する前に大使館で手続きを行うのですが、提出すべき書類は何枚もあるので、十分に時間を持って準備するこ

とをおすすめします。 

ヴェネツィアでは最初寮に住むつもりだったので、ヴェネツィア大学の事務室に連絡し、寮の手続きを進めました。また同じサ

ークルで知り合ったイタリア人の友達がヴェネツィア大学に通っていたので、その友達に連絡をし、イタリアに持っていくべき物

などを教えてもらったり、空港のお迎えをお願いしたりしました。 

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：留学 申請先：韓国にあるイタリア大使館 

ビザ取得所要日数：２週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：なし 

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？ 

大使館のホームページに詳しく書いてあると思いますが、例えばヴェネツィア大学の acceptance letter、passport copy、家

族関係証明書、住民票、残高証明書、証明写真、明治大学の留学確認証明証などが必要となります。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

全ての書類を揃え、大使館に持っていく→大使館で書類を確認し、不備がなかったらビザの受け取り日を指定される→ 

指定された日にビザを受け取りに大使館に行く→明治大学国際教育事務室にビザのコピーを送る 

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？ 

面接はなかったです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ヴェネツィア大学からもらった acceptance letter に印鑑がなく、一度でビザをとる事ができませんでした。 

その時はとても不安になってヴェネツィア大学に連絡をしたのですが、一週間の夏休み中だったため、すぐに新しい

acceptance letter をもらうことができませんでした。次の週にヴェネツィア大学から連絡があり、新しい acceptance letter を

送ってもらったので大丈夫でしたが、念のために早めにビザの書類を揃え、大使館に行くのをおすすめします。（イタリアとの

時差や夏休みが長くなる時もあると思うので） 

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） 

・国際カード作り 

・日本での携帯電話の rock を unrockにする 

（日本の携帯は rock されていてイタリアの SIM カードを買っても作動しないので、出国する前にきちんと携帯ショップに行き、

携帯を unrock していくのをお勧めします） 

・９月からいきなり寒くなる日が頻繁にあるので、少し厚い上着を何着か持ってくるのをおすすめします。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 etihad airplane 

航空券手配方法 

http://www.cheaptickets.com/ 

帰国日を変更することができないので、注意が必要です。 

※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 
Marco polo airport 現地到着時刻 13:35 



 

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 14hours（待機時間込み） 

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 

入国審査を終えて外に出ると、すぐ隣にバスチケットを売っているところがあります。そこで Venezia 行きのバスチケットを買

い、エアポートバスに乗ります。 

Venezia（P.le roma）についたら waterbus場に行き、またチケットを買います。Junghans(大学の寮)に行く人は 2番や他の番

号のバスに乗り、Giudecca-palanca で降ります。Palanca で降りたら、橋が見えるところまでまっすぐ行って橋を渡り、コインラ

ンドリーの小路を通り、まっすぐ行けば Junghansが見えます。 

バスのチケットは空港→P.le Roma(ピアチャレローマ)：８ユーロ、P.le Roma→Giudecca Palanca: 8ユーロでした。 

大学到着日 9月 1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（     ） 

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 大学から連絡が来る→寮に住むことを申請→デポジットを払う→メールで居住確認証が届く 

→印刷して持参 

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？ 

寮にキッチンがなく、部屋にいる時にご飯をつくることができなかったため、二ヶ月間毎日パンを食べたのは、少し辛かったで

す。また、ドイツ人のルームメイトが二ヶ月後にいきなり何も言わず引っ越したのは、少しショックでした。寮にいると様々な国

から学生が来るので、12 時過ぎてもうるさい時が多いですが、それでなのか他の理由で引っ越したのか、理由も言わずにい

きなり部屋に帰ってきたらルームメイトも荷物もなかったのはショックでした。 

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 9月 11 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？ キャンパス見学、教授陣紹介、happy hour(ワインを飲みながら皆んで交流) 

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？ 

ありました。 

①まず、大学と appointment をとり、クレジットカードのコピー、パスポートのコピー、保険書類を用意しておきます。 

②appointment をとった日に大学の事務室に上記の書類を揃えていくと、事務室の方が書類を用意し、記入してくれます 

③大学の方が記入してくれた書類と上記の書類、現金を持って郵便局に行きます。 

④全ての書類を郵便局に提出すると、郵便局の人から警察署に行くべき日が書いてある紙をもらうので、その紙に書いてあ

る日に写真と accpetance letter などの書類を揃えて警察署に行きます。 

郵便局の方には英語ができない方が多いので、自分の buddy やイタリア語ができる友達と一緒に行くのをお勧めします。 

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？ 

Fiscal code。いわゆる住民コードですが、大学にメールするとすぐに申請することができます。（申請してからもらうまで二週

間ほどかかります）無料です。 

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？ 

大学の学生証に master がついているので、それを持って銀行にいき、activated すると、銀行口座を開設しなくても使うこと

ができます。その時必要な書類は fiscal code、パスポート、学生証だけでした。（無料です） 

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？ 

しませんでした。その代わりに TIM で pocket wifi を一年分買いました（機器代込みで 200euro) 

必要書類：パスポート、一ヶ月 10Gb 

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（4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 10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？  

どの授業でも登録することはできますので、大学ホームページからとりたい授業を選び、learning agreement に書いて大学に

提出すると登録することができます。 

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？ 

出発前に登録した授業は summer school（夏休み用）だったので全て変更し、大学のホームページを確認しながらとりたい

授業を登録しました。 

希望通りに授業をとることができます。ただし、事前にオンライン登録しないといけない授業もあるので、事前にホームページ

を確認するのをおすすめします。 

 



 

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 

7:00 
                                          

8:00 
      起床       起床                   

9:00 
起床 他校の友達との 

勉強会 

起床 他校の友達との 

勉強会 

      起床       

10:00 
学校に行く準備 ー       ー 起床 友達と旅行 or

オペラ鑑賞 

      

11:00 
寮を出る ー       ー 図書館             

12:00 
授業 ー 授業 ー             起床 

13:00 
      ー       ー 友達とのランチ       休憩 

14:00 
      イタリア語 

レッスン 

友達とのランチ ボランティア             教会 

15:00 
      ー 勉強       図書館             

16:00 
ボランティア イタリア語授業       イタリア語授業                   

17:00 
ー ー ボランティア                   ボランティア or 

友達の地元訪問 

18:00 
      ー             ホームパーティ

ーorパーティー 

            

19:00 
図書館 図書館       図書館                   

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                              寮       

23:00 
寮 寮       寮                   

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。 

寮にキッチンがなく、料理をすることができなかったため、主食がお米の私としてはお米を炊けないのはとても大変でしたが、

イタリア人と住むアパートを見つけたので、12 月から引っ越します。やはり様々な国から学生がきて、夜遅くに歌を歌ったりす

る人もいて時にはうるさいと思う時もあります。それで最初の一ヶ月に引っ越す人も多いらしいです。私は最初住居に対する

情報が何もなかったので寮にしましたが、このホームページに登録し、ルームメイトを募集している人にメッセージすると、イタ

リアに行く前に家を見つけることができるので、イタリア人と一緒に住みたい人や料理がしたいという人には是非おすすめしま

す。 

https://www.facebook.com/groups/23017758882/?fref=ts 

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。 

私は韓国生まれなので日本も留学先ではありましたが、もっと色々なことに挑戦したいと思い、留学することを決めました。一

人でどこかに行くこと、しかもアジアとは全く違うヨーロッパに行くのはとても不安で心配だと思いますが、その分成長できます。

もちろん文化が違いすぎて最初はカルチャーショックを受けたり、挫折もたくさんしますが、挫折するからこそ学べることがたく

さんあって、それが自分の成長にもつながると思います。留学するのを悩んでいるのであれば、自分はなぜ留学したいのか

をもう一度考え、最後まで諦めずに頑張ってほしいです。 

 


