
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 ２０１６年 １１月 １８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 ２０１６年９月－２０１７年７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。 

しておいてよかったこと 

・ガイドブックをそろえておく（イタリアのガイドブックではなく、地域ごとのガイドブックがあると便利） 

・イタリアの文化について調べておく。 

しておいたほうがよかったこと 

・Residency Permit の必要書類確認（パスポートサイズの証明写真 4 枚が必要、日本で撮ってくるほうが手間がかからなく

てよいと思う。しかし、駅前でスピード写真が撮れる。） 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：就学ビザ 申請先：在日イタリア大使館 
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：6000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？ 

ビザ取得のためには、以下の書類が求められます。変更があるかもしれないので、大使館の公式ホームページを見てくださ

い。 

下線の引いてあるものは、ホームページよりダウンロードできます。「所定の保証書」に関してはページリンクが切れているた

め、大使館に直接問い合わせてください。 

1）パスポートサイズの写真（近影・カラー）を貼付したビザの申請書（ビサ申請書 D タイプ） 

2）パスポート（帰国予定日より数えて 90日以上の有効期間が必要）とそのコピー  

3）住民票  

4）イタリアに滞在する全期間を通じて医療費を完全にカバーする（医療費の項目が無制限の）海外傷害保険の契約書  

5）留学の資金が入っている本人名義の預貯金口座の通帳とそのコピー（留学資金の提供者が親の場合、親の通帳、所定

の保証書、実印印鑑登録証明を提出してください）  

6）住居に関するいずれかの証明書（賃貸契約書、または、家主からの受入れ承諾書（承諾書）、または、受け入れ先学校

の住居提供証明書） 

（注意：二回目以降の就学ビザ申請の場合は過去に取得したビザで通った学校の修了書・出席証明書の原本） 

＊実家住まいでない人は、現在暮らしているところに 6 か月住んでいるという証明を提出しなければいけません。私は水道

局で 6か月分の領収書をもらいました。電気・ガスでもよいと思います。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

・ホームページで必要書類を確認（必ず早めに準備） 

・書類を準備  

・準備した書類を全部持って大使館へ 



＊書類に不備があるかもしれないので、何事も早めに準備することが大事だと思います。  

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？ 

面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

一回目大使館に行ったのですが不備があったため、その後メールでのやり取りを複数回行いました。早め早めの準備が必

要だと思います。 

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） 

国際キャッシュカードがあると便利 

携帯電話は SIM カードを変えるなり、現地で調達することができる      

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エミレーツ航空 

航空券手配方法 
公式ホームページで予約 

※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 
ヴェネツィア・テッセラ（マルコ・ポ

ーロ）空港 

現地到着時刻 13:45 

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 20時間（東京→ドバイ→イタリア） 

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 

空港前のバス停は見えにくい所にあるので、バスを使うのであれば下調べをしてから使用するのがいいと思います。 

大学はバディという留学生を手助けしてくれるイタリア人学生のリストを送ってくれるので、その人たちに連絡して迎えに来ても

らうのも手だと思います。 

大学到着日 9月 6日 13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（イタリア人学生） 

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 大学に住居申請の紙を提出後、大学から寮の案内が来る。気に入らなければその旨を返信して

別の寮を紹介してもらう。部屋を借りるための手続きにおいては、オーナーと直接やり取りする。 

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？ 

大学からのメールの返信が遅いので、早め早めに行動した方がいいです。また、私の滞在している Gesuiti という寮では、入

寮時に健康診断証明書を提出し「感染症を持っていないこと」を証明しなければいけませんでした。全感染症を持っていな

いことを証明するのはほぼ不可能なので、「日比谷クリニック」で検査できる感染症の検査を一通り行いました。 

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 16 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？ 大学生活の概要説明と、軽食を取りながらの懇親会 

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１９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？ 

Ca’ Foscari の international officeが手続きを手伝ってくれるので、手伝ってもらう方がいいと思います。 

・パスポートサイズの写真４枚 

・旅行保険のコピー 

・パスポートのコピー 

などは日本で調達してきた方が楽だと思います。 

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？ 

インターネットでの在留届 

ミラノの日本大使館ホームページから簡単にできます。 

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？ 

      

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？ 

購入しました。 

必要なものはパスポートだけです。 

私が利用した Wind には、英語を話せる店員さんがいたのでスムーズにやり取りできました。      

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（６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１９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？  

現地到着後、International officeに履修する授業を記載した learning agreement を提出しました。 

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？ 

上記に書いた learning agreementで変更や追加ができます。希望通りの授業が取れています。 

 

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 
                                     

8:00 
起床 起床       起床                   

9:00 
授業 授業 起床       起床             

10:00 
↓ ↓       授業       起床 起床 

11:00 
↓ ↓       ↓                   

12:00 
            授業お手伝い ↓    



13:00 
            ↓               

14:00 
                                          

15:00 
      授業       授業 自習 自習 自習 

16:00 
      ↓       ↓ Or Or Or 

17:00 
授業お手伝い ↓       ↓ 外出 外出 外出 

18:00 
↓ ↓       ↓                   

19:00 
↓                                     

20:00 
夕飯 夕飯 夕飯 夕飯                   

21:00 
自習 自習 自習 自習                   

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。 

私は、Ca’ Foscari と Venice International University(VIU)の二つの教育機関に通っており、どちらも国際色豊かです。前者

では英語の授業があまり多くなく、後者はすべての授業が英語で行われます。VIU に興味のある方は、Ca’ Foscari のホー

ムページにあるリンクから登録してみるといいと思います。寮に関しては、イタリア人学生が寮生の大半を占めておりほとんど

の人がフレンドリーなので現地学生の友達が作りやすい環境でした。ヴェネツィア島内にも、ヴェネツィアからバスで２０分ぐら

いの場所にも、日本食が置いてあるお店があります。日本食が恋しくなったり、日本食パーティーを開いたりする折に便利で

す。また、Ca’ Foscariでは日本語の授業が盛んに行われており、ボランティアとして参加することが可能です。単位が出る

かはまだわかりません。 

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。 

Ca’ Foscari、ひいてはヴェネツィアはとても素敵なところです。通学路を歩いているだけでも、美しい街並みにとてもワクワク

します。少しでも Ca’ Foscariに行ってみたい、ヴェネツィアに行ってみたいと思う方がいたら、ぜひ目指してみてください。イ

タリア語を少し勉強しておくと、やはり良いと思います。ですが、授業についていく上で英語能力は必須ですので英語ももちろ

ん勉強してきてください。生活に関しては、そこまで大変なことはありません。何度も言うようですが、書類の準備・メールの返

信などは素早く行ってください。Ca’ Foscariは日本の大学に比べてメールの返信が遅いので、疑問点があれば些細なこと

でも即聞いてみてください。また、日本の文化や歴史（伝統文化・ポップカルチャーなどなど）を勉強しておくと、日本語を勉

強している学生たちとの会話がより盛り上がるのではないかと思います。それでは、楽しいヴェネツィア生活目指してがんばっ

てください。 

 

 


