
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 23日 

留 学 先 大 学 プレハーノフ経済大学 

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）：International Business School 

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9月－2012年1月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部経営学科グローバルマーケティング専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部4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。 

ロシアへの協定校は 2 校あり、どちらか選ぶ必要があったので、それぞれの大学に留学している先輩や、ロシアからの留学

生に寮の状態や英語での授業、留学体制などについてかなり調べてから渡航した。先輩に留学先の環境についての話を聞く

のはとてもいいと思います。 

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：シングル 申請先：ロシア大使館（東京） 

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？ 

直接大使館に行った。ロシア大使館の HPに必要書類は載っているのでチェックした。 

http://www.rusconsul.jp/hp/jp/visa/visa.html#documents 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を全て揃え、ロシア大使館に行き、手続きが済むと引換券が貰え、後日引換券を提出して VISAを受け取った。 

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？ 

なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

大学の招待状は、ビザ取得の際の提出書類として提出すると、返却されないので、コピーを取っておく事。 

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） 

取得書類やパスポートなどは、全て数枚コピーを取っておく事、パスポートや VISAなどの書類は何かあった時の為に、スキ

ャナで PCに保存しておくか、USBに入れておく事。ロシアではコピーをしてもらえるところがあまりないので、日本に居る

時にパスポートは５、６枚白黒で印刷しておくとよい。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 HIS 

航空券手配方法 
HISの HP で調べて、窓口で購入。 

※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 シェレメチボ空港 現地到着時刻 2011/08/28  17:10 



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 1時間半 

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 

空港から 320ルーブルを払って空港直結の列車に乗り約 30分。そこからはメトロに乗ることになります。メトロはエレベー

ターなどが無く、エスカレーターや階段を使うことになるので、少し無理を言ってでも友達やバディの子に空港まで迎えに

来てもらうといいと思います。 

大学到着日 8月 28 日 18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       

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？ 

      

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１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？ マルチビザへの更新手続き、携帯電話や SIMカードの購入。 

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２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？ 

9 月の初めに留学生数人でグループになり、まとめて大学のオフィスで申請を行った。事前に必要なものとお金の金額が予

告されるので、心配しなくていいと思う。 

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？ 

しなかった。 

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？ 

私は、先輩から SIMカードを差し込んで使える携帯を譲り受けたので、SIMカードを購入したのみです。必要書類は、現金、

パスポート。すぐに受け取ることが出来ました。バデイの子が購入手続きを一緒にしてくれたので問題はありませんでした。 



 

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（     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３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？  

9 月の半ばごろに、取りたい授業の名前を書いた紙を Dean's office に提出。優先は特になかったが、取りたい授業は問題

なく皆取れる状態だった。 

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？ 

      

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。   
４科目２０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？ ９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 Doing Business In Russia 180分授業が週に 2回 ５ 

留学生は全員必須の授業。留学生のみの授業。ロシアでビジネスを行う際に知っておいたらいい事に沿って毎回違うテーマ

で授業が行われる。基本的にレクチャー形式。中間テストなし、期末テストはなし。レポートの提出とレポートに沿ったプ

レゼンテーションにより単位が与えられる。 

２ ロシア語/Ms. Cloudia 3コマの 90分授業が週 3回 ９ 

9 月の初めに、ロシア語のテストと口頭でのテストがあり、それに沿ってレベル別のクラスに分けられる。しかし、自分の

レベルが合わないと感じたら、先生に申し出てクラスを変えてもらえることも可能。私も、始めのクラスは難しすぎたので、

クラスを変更した。中間テストと期末テストあり。 

３ Marketing Research レクチャー、ゼミ共に 90分 ３ 

週 1回のレクチャーと、週１回のゼミ（1-9週まで）ゼミは 10人程度で、レクチャーのおさらいや質問にあてられる。毎週

課題が発表され、提出を求められる。発言と出席と課題が考慮される。中間、期末テストあり。 

４ Business Communication 90分 ３ 

プレゼンテーションや論文を書くにあたって必要な論理的な構造の作り方について勉強する。週何回か開設されている授業

のうち、時間が合う曜日に参加する。1クラスの人数は 15人程度と少人数。課題が中間テストとみなされ、期末テストはプ

レゼンテーション。 



 

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 
            授業 授業                   

9:00 
起床 起床 授業 授業                   

10:00 
      授業 授業 授業       課外活動～ 課外活動～ 

11:00 
      授業 授業 授業 授業             

12:00 
      授業 授業 授業 授業             

13:00 
      授業 授業 授業 授業             

14:00 
      授業             授業             

15:00 
授業 授業 課外活動～ 課外活動～ 課外活動～             

16:00 
授業 授業                               

17:00 
授業 授業                               

18:00 
授業 授業                               

19:00 
                                          

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。 

ロシアの協定校は２つありますが、私はプレハーノフ大学をお薦めします。プレハーノフ大学はとても有名で権

威のある大学として、ロシア人なら誰でも知っています。生活環境としてもとてもよく、赤の広場へ行くのも歩

いて 40 分程度（メトロなら 4 駅）で行く事が出来ます。メトロも近くに大きな駅が 4 つあります。大学と寮は

目と鼻の先にあり、3分程度で寮から大学まで行く事が出来ます。大学と寮の立地条件がとてもよいですし、周

りの治安もよいです（周りには、警察署、幼稚園などがある）留学生は 80 人程度おり、留学生支援制度がとて

も整っています。留学生 1人につき、1 人のロシア人学生がバディーとして付き、身の回りで困った事があれば

お世話をしてくれます。私も日本からの荷物が届かなかった時に、一緒に郵便局に行って荷物を確認してもらう

などとてもお世話になりました。授業に関しては、英語の授業が行われます。教授の英語は多少ロシアなまりも

ありますが、聞き取れる英語がほとんどですし、ロシア人学生も英語を問題無く喋る事が出来ます。 

 


