
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 01月 27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）：経営経済学部，（現地言語での名称）：IAE  

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 2013年9月－2014年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     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。 

      

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：長期学生ビザ 申請先：フランス大使館 
ビザ取得所要日数：３週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：¥6500 

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(原本)/証明写真/パスポート(原本・コピー)/留学先大学の登録証明書(原本・コピー)/経済証明(原本・コピー)/ 

OFII提出用フォーム(原本) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

各自ホームページから申請書と OFII 提出用フォームを出力し記入。大使館とアポイントをとり提出書類を全て揃えた状態で大使館へ提

出。その際パスポートを一度を預けます。後日ビザ取得後に大使館に直接受け取りに行くか、申請の際に封筒を渡すと返送してくれるそう

です。 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

早め早めにしておくことが本当に大事です。書類やコピーに不備があると却下され、再びアポイントをとらなければならなくなるそうです。ま

た夏休み前になると一気に申請しにくる人が増えるので、そのためにも時間のあるうちにいっておくべきです。 

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） 

      

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Aeroflot Russian Airlines 

航空券手配方法 
Skyscanner 

※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 10:00 

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 

私はパリ CDGから TGVに 

乗ってリヨンまで来ました。                 

移動の所要時間       

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 

      

大学到着日 8 月 30日     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 Nexty Studea という学生アパートのホームページから。ただし、このアパートは保証人としてフランス国内で仕

事をしている人が必要です。 

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？ 

      

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 5 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？ キャンパス内について、システムについて、履修登録の仕方など 

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９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 移民局。現地到着３ヶ月以内が必須です。手続きにおよそ１ヶ月かかるので到着次第すぐにやるべきこと。大学内にある Relations 

InternationalesでOFFI手続きのことについての張り紙があるので良く読んで、その事務の人に提出書類を併せて提出すると後日アポイント

の手紙が来ます。指定された日時に Perrache近くの OFFI移民局に行き、ちょっとした健康診断を済ませたら完了です。 

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？ 

      

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？ 

SOCIETE GENERALE。口座開設するためにもアポイントが必要です。まず直接銀行に出向いてアポイントをとって下さい。必要書類はパス

ポート、大学在学書、居住証明書岳だったと思います。口座開設時がキャッシュカード兼クレジットカードが発行されます。発行までに１週

間はかかります。 

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？ 

SFR。SIM カードを購入し日本から持ってきた自分の BlackBerry をロックフリー（10€）してもらい使用しています。SMS し放題、２時間通話

無料のプランだと 1 ヶ月 4.99€、私は 3G回線がついてるプランで 19.99€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（     ） 

到着後に（9月 20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（TDは直接オフィスで） 

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？  

Oh-o! Meijiのようなポータルサービスがリヨン第３大学にもあります。そこから履修登録は各自で行います。ただ TDはクラスがたくさんある

ので、指定された用紙に自分の空いている時間、希望するクラスの日時を記入し提出。後日決定版をオフィスに受け取りに行きます。 

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？ 

      



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 
FLE TD                                     

9:00 
FLE TD                                     

10:00 
            Economie 

Internationale 

CM 

                        

11:00 
Initiation de 

la culture 

francaise CM 

Anglais TD Economie 

Internationale 

CM 

                        

12:00 
      Anglais TD                               

13:00 
                                          

14:00 
                  Introduction 

aux strategie 

d'entreprise CM 

                  

15:00 
                  Introduction 

aux strategie 

d'entreprise CM 

                  

16:00 
                  Introduction 

aux strategie 

d'entreprise CM 

                  

17:00 
            Introduction 

aux strategie  

d'entreprise TD 

                        

18:00 
            Introduction 

aux strategie  

d'entreprise TD 

Anglais  

des affaires TD 

                  

19:00 
                  Anglais  

des affaires TD 

                  

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。 

FLE(フランス語)と Initiation de la culture francaise(フランス文化入門)は交換留学生必須科目です。 

授業は CM と TD にわかれています。CM は大教室で教授が講義を行う、比較的明治大学の授業に近いかたち。そして CM

で学んだことを実践してみる、といった意味で TD を設けている科目がほとんどです。TD は少人数クラス。出席も必須になっ

てきます。フランス人ばっかりの TD で最初は恐縮してしまうとは思いますが、思い切って取ってみると良いと思います。IAE 

Lyon3ではほとんどの科目、CM と TD があります。 

また居住補助制度でCAFというものがあります。申請すれば月々の家賃や居住形態にもよりますが、大体月々90€から160

€ほど給付してもらえます。ただホームステイの場合は効かないそうです。 

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。 

リヨンのいいところは住みやすいところと人が良いところ。街に出れば一切英語は通じないと考えていいと思います。パリとは

大違いです。しかしだからこそ住みやすく、リヨンに住んでいる人の良さが街にもにじみ出ているのだと思います。決して華や

かではない街ですが、私はリヨンに来て良かったと常に思います。 

 


