
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 11月 7日 

留 学 先 大 学 ヴェネチア大学 

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 2017年9月－2018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。 

留学のことは1年,２年前に来ていた先輩から聞いていました。イタリア語は少し勉強していましたがもう少し時間を作るべきだ

ったと思います。 

 

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：イタリア大使館 
ビザ取得所要日数：２週間ほど 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：6500円程度 

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？ 

パスポート、 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大学側からの入学許可証や住居証明、保険などを用意して大使館に提出しに行き、２週間後に取りに行きました。 

 

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 

ヴェネチア大学から送られてくるはずの書類がなかなか来なかったので、自分で問い合わせました。 

 

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） 

携帯は SIM カードを入れ替えて使っています。荷物は到着後送ってもらいました（5日〜３ヶ月と期間はめちゃくちゃです） 

 



 

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 
インターネット 

 

大学最寄空港名 

ヴェネチア・テッセラ空港 

（先にローマに行ったのでここは使

っていません） 

現地到着時刻 １０時 

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 
乗り継ぎも含め２０時間程度です 

 

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 

バス、トラム、電車があります。料金は１.5€程です 

 

大学到着日 
9月 7日 15時頃 （ヴェネチアについた日です） 

 

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：９月１０日から入居可能だった。 

住居のタイプ ☑寮       ☑アパート        その他（11月からアパートです） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（寮は２人部屋で、アパートは１人部屋です） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（寮のルームメイトは日本人でした、アパートは

ギリシャ人とシェアしています。） 

 

住居を探した方法 ☑大学の斡旋 自分で探した    その他（アパートは親戚が紹介してくれました。） 

住居の申込み手順 大学側から寮のお知らせが来て、申し込みました。寮はいくつかありますが、勝手に振り分けられ

ます。 

 

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？ 

寮にはキッチンがないです。 

 

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 8日、15 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？ 留学生用のコースの説明がメインでした。 

 

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１８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？ 

滞在許可証が必要です。書類を申請中です。これから警察署に行き、まだ手続きがありますが、詳細は分かりません。 

 

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？ 

      

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？ 

イタリア語を話せないと口座開設が難しいと聞いたため、日本の口座を使っています。 

 

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？ 

携帯は買っていません。SIMカードは TIMのものを使っています。TIMはやめたほうがいいです。すぐに使えなくなったり、余計

にお金取られて、トラブル多いです。 

 

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（ヴェネチアに来てほとんど

変えました、イタリア語の申し込みだけはやってください） 

☑到着後に（１０月１３日締め切り） 

    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（書類のスキャンを送って履

修登録します、またテストの前にもテストを受ける登録をしました。） 

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？  

留学生用の history of Veniceや Italian design などの授業が取れます。 

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？ 

出発前は授業の時間など全く分からないので、最初の登録はあまり意味がないです。週に 3日ほど授業があるので、希望の

授業同士が被っていると取れません。 

 



 

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 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

8:00 
朝食、準備 朝食、洗濯 朝食、準備 朝食、準備 朝食、準備 旅行 旅行 

9:00 
↓       ↓ 登校 登校 買い物 買い物 

10:00 
登校 自習 登校 授業 授業 勉強 勉強 

11:00 
授業 ↓ 授業 ↓ ↓             

12:00 
↓ 昼食 ↓ ↓ 自習             

13:00 
移動       移動 ↓ ↓             

14:00 
自習       授業 移動 授業             

15:00 
↓       ↓ 自習 ↓             

16:00 
授業 授業 図書館で勉強 日本語クラスの

TA 

↓             

17:00 
↓ 授業 ↓ 図書館で勉強 図書館で勉強             

18:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 ↓ ↓ ↓             

19:00 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓             

20:00 
帰宅 帰宅 帰宅 帰宅 帰宅             

21:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食             

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
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。 

寮にはキッチンがないので、レンジでパスタを作っていました。ヴェネチアは土地が限られているので家を探すのは大変でし

た。 

授業は 1 コマ９０分、週３回、６週間が 1term です。授業によっては 1semister(2term 分)です。 

夜は勉強する日もありますが、友達とご飯を作ったり、イタリア人と飲みに行くことも多いです。日本人留学生と日本語を勉強

しているイタリア人でのご飯会、飲み会は頻繁に行われています。また生活面や学校のこと、イタリア語の勉強で分からない

ことがある時は、日本語学科の buddy に相談しています。 

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。 

ヴェネチアはイタリアの中でも特殊な歴史や文化を持った街です。街中に見るべき場所がたくさんあり、歩いているだけでとて

も楽しいです。授業以外でも学べることが多い街だと思います。 

日本に比べ全てにおいて遅い国ですが、いつか返信は来るので気長に待ってください。たまに忘れているので、その場合は

粘り強く質問してみてください。 

イタリア語は少し勉強しておくと便利です。大学の授業の合間を縫って勉強するのは大変だと思いますが、圧倒的にこっちに

来てから楽です。私もオンラインの講座をやっていました。 


