
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 12月 12日 

留 学 先 大 学 リヨン第三大学 

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 2014年8月－2015年8月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科文芸メディア専攻 /      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。 

明治大学の過去の先輩の報告書だけでなく、他大学のものも参照したほか、Campus France が主催する留学オリエンテー

ションなどにも参加しました。2 月中に Campus Franceの手続きを終えていたため、その後手続きがスムーズでした。 

前年に一か月の短期留学プログラムに参加していたため土地勘もあり、文化の違いに大きく圧倒されることなく留学を始めら

れたと思います。 

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：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日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：50€相当の日本円 

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、証明写真（背景が白）、パスポートの原本・コピー 

入学許可証の原本・コピー（3 か月以上の登録の証明として） 

英訳した経済証明の原本とコピー、移民局提出フォーム、Campus France 手続き 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネット上で Campus Franceでの手続きを完了させ、振込が確認されると、ビザ申請の案内が Campus Franceマイペ

ージ内のメールボックスに送られてきます。大学間協定留学者は決められた曜日にアポイントメントなしで申請に行くことがで

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

前段階の Campus Franceの手続き、振込の確認に時間がかかるため、できるだけ早く済ませた方が良いです。 

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） 

クレジットカードの用意、またシティバンクの口座を開設しました。 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA 

航空券手配方法 
HIS店頭 

※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 
Aéroport de Lyon-Saint 

Exupéry  

現地到着時刻 16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 

パリからTGVを利用した                 

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 

リヨン空港から市内へはローヌエキスプレスという専用トラムがあります。 

キャンパスの最寄り駅は Manufacture-Montluc または Sans-Souciです。 

大学到着日 8月 25日 10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 7 月中旬にオンライン上で希望の住居形態や予算を入力して申し込みます。CROUS の場合、ど

の寮になるか自分で選ぶことができません。 

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？ 

私はすぐに入居できましたが、同じ建物でも 9月 1日まで入居を断られた人もいるようです。 

また早く申し込みを行わないと、希望する予算の住居を紹介してもらえないこともあります。 

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 8月 26 日～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：250€） 

内容と様子は？ 朝から晩まで FLEや学科の模擬授業、リヨン市内観光などのイベントが詰まっています。最後には

FLE のクラス分けテストがあります。耳を慣らすためには良いのですが、大量の手続きと両立させ

るのは大変であり、あまり必要性を感じませんでした。 

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 15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？ 

到着後 3 か月以内に OFFI で滞在許可の申請が必要です。個人で郵送、または大学を通して申請を行い、自宅に召集日

時が記載された手紙が送られてきます。決められた日時に 58€の切手、パスポート、召集状を持って OFFI事務局で健康診

断を受けるとパスポートに滞在許可証が貼られます。 

大学を通すと召集日時がテスト期間やバカンスと被り、延長しなければならない可能性が高いため、個人で郵送した方が良

いようです。 

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？ 

CAF（住宅補助）。オンライン上で必要事項を記入し、項目一覧をプリントアウト（一部大屋さんのサインが必要）、RIB のコピ

ー、住居証明のコピー、仏訳された戸籍謄本のコピー、パスポートのコピーを持って CAF事務局へ。 

戸籍謄本の法定翻訳はリヨン領事館で行っています。（9.5€、所要期間は 3日） 

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？ 

大学を通して BNPの口座を開設しました。記入した書類を持って支店で手続きを行い、自宅に送られてくるコードがカード引

き取り、そのまま暗証番号となります。 

住宅保険に加入していたことを知らず、債務者となっているトラブルがありました。顧客番号が誤っていたり、説明が足りなか

ったりと良い印象がありません。大学から近い LCLの方が評判が良いようです。 

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で本体を購入（20€）。Viriginの月 4€契約で SMS無制限、電話は 2時間まで。契約には住居証明とパスポートが必要

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（     月     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？ 

TDのクラスに関して、留学生は曜日時間を選ぶことができます。登録期間内に担当者にメールで、希望する TDのクラスの

名前や時間などを申し込む必要があります。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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                                     

9:00 
FLE                                     

10:00 
                  Theme                   

11:00 
            Version       Version             

12:00 
            Version                         

13:00 
Culture Francaise                                     

14:00 
            Litterature Litterature                   

15:00 
            Langue et 

societe 

Litterature                   

16:00 
      Culture  

Visuel Asiatique 

      Theme                   

17:00 
      Culture  

Visuel Asiatique 

                              

18:00 
      Pingpong                               

19:00 
      Pingpong                               

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。 

日本語学科があるため、日本に興味を持っているフランス人と出会いやすく、大学外にも日本人であることをきっかけにして

フランス人と知り合う機会が多くあります。お国柄、手続きなどのトラブルや不便な点を多いのですが、大好きな国、大好き

な街で充実した留学生活を送っています。 

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。 

留学生は学部や学科を問わずに履修を組むことができ、マイペースに取り組むことができます。 

また人との出会いのチャンスが多い大学です。 

リヨンもパリほど観光地化されておらず、田舎すぎず都会すぎない住みやすい場所です。 

 


