
協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2014年 2月 1日 

留 学 先 大 学 ランス大学 

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）：littérature 

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8月－2014年2月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科フランス文学専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３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。 

大学のサイトである程度どんな授業があるか調べておいた。着いてからシラバスは見れるが、身近に相談できる日本人の先生がいるうち

に大まかに知っておくといい。保険や住居援助のことをもっと調べておくべきだった。日本から戸籍謄本を送ってもらうことになった。 

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：フランス大使館 

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：失念 

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、親のパスポートコピー、所得証明（英語）、留学先の住居証明、留学先の認定書、大使館指定申請書、証明写真（全てコピ

ー・原本が両方必要） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類を揃える→大使館に行く→写真撮られる、質問されるなど手続き→後日受け取り、何故か水曜しか受け取りができない 

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 

手続の際２時間待った 



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） 

戸籍謄本を取る（CAFや保険申込みのために提出する acte de naissance取得に必要） 

寮でWi-Fiが使えるのか確認、使えない場合、ケーブルを買うことを頭に入れ、設定方法を覚えておくこと、虫歯治療 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 大韓航空 

航空券手配方法 
リエゾンにお任せ 

※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       現地到着時刻 昼 

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  その他トラム                 

移動の所要時間 20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 

空港：CDG パリからランスまで TGV(日本からチケット手配できます) トラム 

大学到着日 ８月２７日１４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 大学に提出する書類に「寮を希望するか」という欄があり、そこを埋めれば後はほとんど何もしないで大丈夫

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？ 

最初寮 Aの住居証明が送られてきたのに、次に寮 Bの住居証明が送られてきて混乱した 

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 10 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？ 授業説明会のようなものはあったが何の知らせもなく開かれるので、責任者に直接聞いた方がいい 語学学

校の方ではオリエンテーション、親睦会があった。 

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 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？ 

OFII移民局の申請・検査がありますが、自分は６か月だけの滞在だったので検査はありませんでした・ 

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？ 

保険申込み、CAF申込み、どちらも出生証明が必要なのでパリの大使館まで赴く 



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？ 

LCL という大手。だいたい一週間でカードをくれます。書類：住居証明、身分証明書等 

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？ 

Bouygue というところで一番安いもの（28€）をチャージ型で一番安いプラン（月 20€）で。その日から使えます。 

トラブル：失くしました。その場合買ったお店に行って電話番号をとめてもらいます 

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１３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？  

授業説明会の何日か後、責任者との面談があり、渡航前に書いた Learning agreement をもとに登録。 

あまりにフランス語ができなかったので特別措置として語学学校・学部半々で通う許可を貰い、学部授業は３つしか受けていない。 

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 
                        学校がない日       図書館も学校も店も

たいがい開いてない

日 食料を買い忘れる

と飢える 

8:00 
                                          

9:00 
Géographie 

urbaine 始まり 

語学学校始まり       Histoire 

littéraire 

買い物 郊外の大

型スーパーで一

週間分食料を買う 

            

10:00 
.                         復習 復習 

11:00 
.       語学学校始まり His litte       復習 復習 

12:00 
Géo U 終わり 語学学校終わり       Histoire des 

représentation 

      復習 復習 

13:00 
語学学校始まり 復習 語学学校終わり       復習 復習 復習 

14:00 
      語学学校始まり 自習 His des rep 復習             

15:00 
                  復習 復習             

16:00 
語学学校終わり 語学学校終わり       復習                   

17:00 
自習 自習       復習                   

18:00 
            自習 復習 友達と遊ぶ 友達と遊ぶ       

19:00 
会話 

（任意参加） 

会話 

（任意参加） 

たまに学生タダ

で映画がある 

                        

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。 

大学：この大学に来るのは私達の代が初めてなので、相手方も対応に少し困っているように見えた。ただ日本人、というのが

珍しいらしく、興味で話しかけてくれる人も多かったので、悪いことばかりではない。この問題ならここ、と問題の系統によって

相談機関を使い分けるとやりやすい。 

授業：とにかく難しい。3 時間ほぼ休みなく難易度が高いリスニング状態で最初は全くわからなかったが、IC レコーダ―に録

音して書き起こす、という作業で専門用語はだいたい覚えた。ただ１時間半の授業で書き起こしに３時間、復習に４時間か

かるので効率が悪い。最終的に３つのうち２つは他の人のノートを見せてもらっていた。それでも復習に５時間かかるので、覚

悟を決めた方がいい。 

寮：複数あるが、自分がいた場所について。最初入った部屋は電気が通っていなく、着いた次の日に引っ越しとなった。布

団・調理器具・食器、部屋によってはシャワーカーテンや便器のふたもないので自分で買いそろえる。 

生活：留学生向けのイベントがあるので、最初だけでも参加しておけば顔見知りが増える。ただフランス人と友達になる機会

があまりない。バディプログラムという留学先大学の学生がパートナーになって助けてくれるので、そこから輪を広げていくの

がいいと思う。 

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。 

基本的に大学の機関、受付、またその他保険会社などは、自分の担当外のことは一切してくれません。話しかけると嫌そう

な顔さえする人がいますが、嫌がられても自分がわかるまで、納得するまで食い下がりましょう。後で情報が足りず身動きが

取れないよりかはその場で嫌がられたほうがまし、と思えば苦にはなりません。相談機関、頼れる人を書き出しておき、問題

によって頼りわけるのがいいと思います。 

授業はなかなか辛いので、適度にガス抜きをしましょう。自分は他の国の文化を知るために、何回か食事交換会を開いてい

ました。フランスだけでなく、普段身近でない文化に、また宗教に触れる大変いい機会となりました。 

 


