
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 11日 

留 学 先 大 学 ヴェネツィア大学 

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 2015年9月－2016年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

留学出発前には、自分の一期前に実際にヴェネツィア大学に留学していた先輩の連絡先を国際教育事務室で教えていた

だき、スカイプやメールでのやり取りを通して、非常に親切に様々な情報を教えていただきました。実際に現地にいる方から

の情報でしたので、学校の雰囲気や生活スタイル、授業や試験機関の進み方等、非常に有益な情報を知ることができまし

た。もし可能であれば、留学を志す方は興味のある学校に留学している先輩にコンタクトを取ってみてください。 

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：学生ビザ 申請先：在日イタリア大使館 
ビザ取得所要日数：二週間 

（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？ 

1. パスポート本券 

2. パスポート内の写真があるページのコピー 

3. パスポートサイズの写真を貼り付けた就学ビザ申請書（大使館のサイトからダウンロード） 

4. 入学許可証の原本とコピー 

5. 生活費の保証書など 

（家族が生活費を保証する場合は保証人の実印付の書類が必要、大使館のサイトからダウンロード） 

6. 住民票 

（本籍が西日本にある方は大阪の領事館に行くか、東京の大使館で申請する場合は直近の 6 か月分の公共料金の支払

い証明書を提出） 

7. 留学期間をカバーする保険証の原本とコピー 

8. 留学先の住居の受入れを証明する書類の原本とコピー 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

上記すべての書類を揃えて大使館に提出し、指定された受け取り日時に再び大使館に行き、受け取ります。 

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 

イタリア大使館のビザ申請を受け付けるところが平日の朝９-１１時までしか開いていないので、行ける日が限られてきます。

早めに準備をするようにしましょう。 

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） 

イタリアの郵便は非常に難しく、荷物が届かない場合すらあります。どうしても必要になるものは郵便ではなく、自分で持って

いきましょう。  

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アエロフロート 

航空券手配方法 
skyscanner というサイトで非常に安く手に入ります。 

※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 マルコ・ポーロ空港 現地到着時刻 午後１０時頃 

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 約一時間半から二時間 



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 

空港からバスでローマ広場まで移動し、そこからの移動手段はすべて水上バスまたは徒歩になります。定期がないと料金が

非常に高くつくので、できるだけ早く定期を購入しましょう。 

大学到着日 ９月１日２４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 大学の住居課がメールで指示をくれますので、それに従います。 

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？ 

渡航前にすべての手続きを完了しました。 

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 12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？ 申請書の書き方や学生証の使い方、各キャンパスの施設や位置などの説明 

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 5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？ 

入国後～日以内に取得しなければいけないなどの情報がありますが、イタリアの場合はその期間内に取得することは不可能

ですので、心配せずに大学の指示に従いましょう。料金は、２００€ほどかかります。 

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？ 

      

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？ 

携帯電話は購入しました。イタリアの携帯電話はプリペイド式ですので、毎月自分の使用量に合った分の値段を支払いま

す。また、ＳＩＭカード自体の値段は平均的に４０€ほどです。SIM フリーの携帯を持っていれば、本体を買う必要がないので安

く済みます。 

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（     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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

特に定員がある授業はありませんでした。 

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？ 

国際オフィスの仲介を通して、授業登録の変更・追加が自由に行えます。 

 

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 
                  起床                   

8:00 
            起床                    

9:00 
      起床 図書館で勉強または 

友人の日本語学習の 

手伝い 

授業       授業       

10:00 
起床                               週によって勉強

もしくは外出 

11:00 
      図書館へ移動し、 

授業の予習や復習 

      キャンパス 

移動時間 

                  

12:00 
授業             授業 授業             

13:00 
                                          

14:00 
空き時間 

復習など 

            授業の復習       授業終了       

15:00 
                        授業 友人と外出など 

自由時間 

      

16:00 
授業       授業                         

17:00 
                                          

18:00 
                  授業                   

19:00 
授業終了 帰宅し、友人たちと 

サッカー 

授業終了       授業終了             

20:00 
夕食や 

友人と外出 

      勉強 自由時間 自由時間 勉強       

21:00 
                                          

22:00 
イタリア語 

などの勉強 

                               

23:00 
                                          

24:00 
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。 

世界中から集まった学生と授業の中や外で関わる機会を多く持つことができ、非常に貴重な体験をすることができていま

す。実際にその国から来た学生から話を聞くことで、ニュース等では知りえないような情報を知ることができたり、自分が気づ

いていなかった偏見にも気づかされるなど、ここに来なければわかり得なかったことに多く気づかされ、実のある期間になっ

ていると感じています。 

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。 

ヴェネツィア大学は非常に多くの国から留学生が集まるため、様々な文化や価値観を持った学生と多く交流する機会を得

ることができます。世界の色々な国についてもっと知りたいと考えている学生にとっては、ぴったりの場所だと思います。また、

日本語教育に非常に力を入れているため、そのような分野に興味がある学生にとってもすごく面白い、貴重な体験をするこ

とができると思います。 

 


