
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 29日 

留 学 先 大 学 リヨン第３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）：文学部，（現地言語での名称）：lettre moderne 

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 2011年8月－2012年7月 

明 治 大 学 で の 所 属      学部     学科     専攻 / 文学研究科仏文学専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程２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。 

主にインターネット、留学経験のある人、先生から情報を集めた。留学体験記・ブログなどは非常に参考になる。ビザの申

請方法に関しては毎年変わっているようなので、体験談を参考にしつつ、自分で調べた方がよい。この程度の情報収集が出

来ないと留学した後に苦労するので、なるべく他人の力は借りずに自分一人ですべての手続きを済ませる位の意気込みでい

た方がよい。１年間留学する前に、１ヶ月間のフランス語学研修に参加していたことが役に立った。ある程度の生活に関す

る予備知識があり、街は違ってもフランスであることに変わりはないので、不安感も薄らいだ。しかし、語学力が充分では

なかった。留学する前にもっとボキャブラリーを増やし、研究に関する知識をフランス語でもっと覚えておくべきだったと

痛感。 

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：Campus France / フランス大使館ビザセクション 
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：約 6500円 

（Campus France の登録料を含めると 22,000円ほど） 

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？ 

主に大使館のサイトに記載されている書類、入学許可書、居住証明、残高証明は必須。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

CampusFrance に登録→必要事項の記入→必要書類収集→フランス大使館ビザセクションに申請予約→大使館で申請 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

居住証明（家賃の先払いの控えがあった方が安全）を手に入れるのに一苦労する。まず居住先が決まるのに時間がかかる。

フランスについてから３ヶ月間の居住先（一日たりともはずせない）を証明しないといけない。居住先が決まっていない時

点でビザの申請予約するのは無茶である。居住先が決まっても、家主との交渉、居住証明の受け取りと時間がかかる。早い

時期に出発する場合はきちんと余裕を持って準備を進めること。 

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） 

本や冬物など送る荷物があれば、出発または入寮の２週間前くらいに送ると、自分の到着と同時くらいに荷物を受け取れる

（SAL 便の場合）。Citibank に口座を持っているとよい。フランスの場合一回の引き出しで 210 円の手数料がかかるが海外

送金を考えれば断然手数料が安くすむ。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 マレーシア航空 

航空券手配方法 
インターネット：freebird 片道航空券購入可 

※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 リヨン サンテグジュペリ 現地到着時刻       

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 メトロ                 

移動の所要時間 約 ５０分 

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 

メトロ・トラムの券売機でお札が使えないのでカード(ICチップが付いているもの)または小銭を持っていた方がよい。一回

券 1.60€  10回券 15.00€ 

行き方：サンテクジュペリ空港→（rhône express）→Part-Dieu 駅→（メトロ B線）sax gambetta →（メトロ D線）sans 

souci→（徒歩）キャンパス 

大学到着日 8月 22 日 12時頃（国際センターの休み時間 12h-14h) 

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 大学のインターネットサイトで指定日（６月半ば）から希望の寮を第３希望まで入力する 

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？ 

インターネットで申し込んでから１ヶ月以内に決まったが、「ビザの関係上ですぐに居住証明が必要である」というメール

を送った。そしたら 2、3日後に寮が決まったとの連絡が来た。      

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 ８月２９日-９月９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：約 300€） 

内容と様子は？ FLE (français langue étranger), classes de la culture française, de l’histoitre de la 

littérature française, de l’histoire de la france、履修の勧め、soirée 

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？ 

必要：パスポート、ビザ、居住証明のコピーを OFII(移民局)に郵送する。一ヶ月ほどすると健康診断の呼び出し状がくる。

指定日に５５€分の収入印紙をもって各地域の移民局に出向く。 



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？ 

EDF（電力会社）の契約（電話）、CAF（住居手当）の申請（インターネット）、保険の契約（銀行） 

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？ 

開設した。大学指定の銀行に行った。書類：身分証明書、居住証明書。カードを受け取るまで約 2 週間。ATM でカードの暗

証番号を３回間違えるとカードが吸い込まれてしまい、手元に戻ってくるまでに１ヶ月ほどかかる。その際に手続きをする

支店でたらい回しにされる可能性が高い。まずはカードが吸い込まれた ATM近くの支店に報告しに行く。 

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？ 

購入した。プリペイド式：住所を登録する。必要書類：身分証明書。即日。携帯本体 20€～、チャージ 5€～ 

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（10 月 17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？  

普通の学生と同じように 

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？ 

      

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
５科目     単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？      科目／週（     時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2011年 9月から 2011年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ éléments stylistique générale (CM, TD)  120分授業が週 2回 6 

CM（大人数での講義式授業）と TD（中人数でのゼミ式授業）両方をとらなくてはいけない。テストは examen final 一回の

み。CMで理論を集中的に学び、TDでテキストを解読する。 

２ littérature comparée 1h30(TD) 1h(CM) total 2 

毎回、指名された学生または自主的な発表がある。semestre中に発表しなかった学生はレポートを提出。テストは先生の配

慮で留学生用の簡単なものが用意される。 



 

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 
                                          

9:00 
                                          

10:00 
            stylistique                         

11:00 
culture 

franaise (必須） 

      stylistique                         

12:00 
FLE (必須）                                     

13:00 
FLE (必須）       stylistique                         

14:00 
            stylistique litterature 

comparée L3 

                  

15:00 
      litterature 

comarée L2 

      litterature 

comparée L3 

                  

16:00 
      litterature 

comarée L2 

                              

17:00 
      littérature 

comparée L2 

                              

18:00 
                                          

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食                   

20:00 
自習 自習 自習 自習                   

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
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。 

必須科目のブッキング、教室のブッキング、予告されない履修登録開始日締め切り日、予告されない履修登録方

法、予告されない教室変更、などなど。留学初めからかなりの問題にぶつかりました。幸い日本人の留学生も多

く、まめに情報交換をしてなんとか乗り越えました。フランスでは情報はやってきません。自分から情報収集し

ないと大変なことになります。友達も自ら進んで行かないとなかなか出来難いです。幸いなことに、日本語学科

の先生が日本語の授業中にフランス人学生の前で紹介してくれたので、多くのフランス人と知り合うことが出

来、遊びにも誘ってもらえます。しかし、自分から連絡しなかったために音信が途絶えてしまう場合もしばしば。

勉強も友人関係も自ら動くことが大切だと感じております。 

 


