
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年     10 月 8日 

留 学 先 大 学 リヨン政治学院 

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：Certificate of French and European studies のコースを取っている 

留 学 期 間 2016年9月－2017年5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。 

リヨン政治学院に通う、明治大学に留学に来ていたフランス人の友達や、リヨンに住む友達、フランスの大学に留学経験の

ある明治大学の先輩などにコンタクトを取って様々な情報を集めておいた。リヨン政治学院に 1 年間の交換留学をする学生

は私の代が初めてだったが、大学によって校風が違うことやフランスでの生活においてどのようなことが大変なのかを知るこ

とができてよかった。クレジットカードやデビットカードの手続きを日本で急いでしまったので、上限や送金方法など、日本で確

認しておいたほうが良い。私は英語で授業を取るつもりでここにきたのだが、フランス語の語学力もある程度ないと受付の 30

—40代のフランス人と手続きをしなければいけない時は苦労する。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

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：3週間ぐらい 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：5,747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？ 

- 長期ビザ申請書 

- OFFI 

- Passport 

- ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE 

- CERTIFICATE OF BALANCE（HPに書いてあったが実際はいらなかった） 

- 証明写真 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

キャンパスフランスでアカウントを作り、個人情報や学歴の登録をし、受理されたら大使館に行く 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

親にアルファベットでサインしてもらったら日本語で書かなければならなかったらしく、後ほどその書類だけ郵送することになっ

た。やはり時期なのか並ぶので、開館時間の少し前に行ったほうが良い。 

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） 

ネット上の口座を作る（私はキャッシュパスポート） 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 トルコ航空 

航空券手配方法 
DeNA TRAVEL 

※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 サン=テグジュペリ空港 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                      

移動の所要時間 20h 

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 

空港や鉄道の駅からはメトロ、バス、トラムがある。券は共通なので、私は 10 枚 14 ユーロぐらいで最初に買った。スリがいる

ので注意。 

大学到着日 8月 29日 17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 本当はリヨン政治学院の持つ寮はないので自分で探さなければならなかったのだが、渡航 1〜2 ヶ

月前にリヨン政治学院から一人部屋を予約してあるとの連絡があり、それでよければ申請手続き

を行う形だった。各種必要な書類を準備し、スキャンしてメール添付して送った。その後自宅に入

居許可証が送られてきた。 

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？ 

間違った住所を書かれ、入学許可証や入居許可証の原本が家に届かなかった。メールで先にもらっていたので、新しく書き

直してもらい再送してもらった。 

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 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？ 履修登録やテストなどについての説明 

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 12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？ 

OFFI の書類を書き留めでリヨンの領事館に郵送、今後召集があり次第訪ねる。 

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？ 

特になし 



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？ 

銀行に向かい Rendez-vous（予約）をとり、1 週間後書類を持って再来。パスポート、学生証、住居証明書、住宅保険加入

（59 ユーロ）、など。住宅保険にはまだ加入していなかったのでその場で加入。1〜2 週間後に ID が届き、それを持って銀行

にカードを受け取りに行く。 

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？ 

中古の携帯ショップで SIM カードつきで 42 ユーロで購入。月 20 ユーロでフランス国内の通話と SMS が使い放題、ネットは

4G まで。並ぶのにも作るのにもそれを使えるようにするのも時間がかかり、ひたすら待つことが必要       

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 28    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？  

取りたいものは取れるので特に問題はなかった。 

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？ 

      

 

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 
Français Français             Français             

9:00 
   Français        Français                 Français             

10:00 
授業      授業       Français 授業             

11:00 
授業 授業       Français 授業             

12:00 
昼食 昼食 フリー（勉強） 昼食 昼食 フリー（勉強） フリー（勉強） 

 

13:00 
昼食 昼食       昼食 昼食             

14:00 
授業                                

15:00 
授業                                     

16:00 
                        授業             

17:00 
                        授業             

18:00 
授業                                     

19:00 
授業                                     

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。 

シアンスポーはグランゼコールといい、大学とは違い高級官僚を目指すようなエリートが集まるところなのですが、もちろんフ

ランス国外からの留学生も特に ERASUMS できている学生はたくさん勉強してきています。授業の内容もものによっては難し

く、理解できないものもありますが友達にノートを借りたり授業を録音したりして復習することでなんとかなっています。フランス

語は出発前の春学期にフランス語の初級の授業を取っていたぐらいなのでこちらでもフランス語には苦労していますが、少し

ずつわかるものが増えていくのは楽しいです。Face Book上でも寮のポスターでも友達伝いでも何かとイベント情報がたくさん

あるので、友達はすぐにできました。シアンスポー自体が小さく、私の登録した Certificate のコースの人数も 25 人前後と少

ないので仲良くなりやすいです。私の住む寮はたまたま 9 月にオープンしたばかりの新しい寮で、比較的綺麗ですが洗濯機

がまだだったり家具の設置が不十分だったりと準備が整っていない部分もありました。 

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。 

英語で授業を取るとはいえ、日常生活や手続きの際にはフランス語が必要になります。せめて旅行できる程度のフランス語

の能力でもあることが望ましいです。あまり馴染みのない内容が英語で講義されるとさらにわからなくなるので、普段からの学

習を深め英語でも説明できるようになっておくといいと思います。 

 


