
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年  10    月    28  日 

留 学 先 大 学 ヴェルサイユ大学 

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 2022年9月－ 202年2月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部 商学科  

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

寮などの手続きが複雑で、予約だけで終わっていましたが、国民保険の登録をしないと寮に入れず、３泊ほどホテルで宿

泊した点が準備不足でした。 

英語の学習は常日頃からしていましたが、フランスの学習に力を入れていなかったため苦労した。 

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：  ２～３週間    

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：申請料１万円前後＋大使館で８千円前後 

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？ 

保証人の口座残高証明書、パスポートコピー、身元証明書（保証人の分も）など 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

Oh-meiji のグループにて案内された campus franceの手順に従って申し込んだ。大使館は予約がいっぱいで取れなか

ったので水曜日の予約のいらない日にいきました。 

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 

わざわざ大使館まで行っているのに職員の人たちは、書類の不備が一つでもあるとすぐに「来週来てください」と言います

が、実家が遠い旨などを伝えるとメールでのファイル送信で許可してされるので何度も大使館に行くことにならないよう

（一度目は必須）気を付けてください。 

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） 

SIM ロックの解除。使用の iPhoneのキャリアによって異なりますが、SIM ロックを解除することが必要これをしなければ SIM 

交換ができず現地のネットワークにつながりません。   



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エールフランス航空 

航空券手配方法 
公式サイト      

※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 
 シャルル・ド・ゴール空港 or

オーリー空港     
現地到着時刻 15時前後 

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 

私の大学は、事前に飛行機の到着時刻を知らせておけばタクシーの送迎サービスを受けることができました。 

大学到着日 ９月 ３    日  17   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：９月９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 CROUS というフランスの公的なレジデンス。大学から５つほどの寮の写真と特徴が送られ、希望

を書いて送信する仕組みでした。（11 月からは自分で探したプライベートレジデンスに引っ越し

ます。こちらは自分で探しました） 

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？ 

基本的には希望を書いて送信し、届いた支払いにカードで払うのみです。希望の住居があればそれ以外の希望を書かず

に第一希望のみとして提出すると希望が通ります。真面目に１～５まで書くと、不人気なハズレ寮に充てられます。 

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 9/4 

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？ たくさんの交換留学生が１つの教室で集まります。最初は勝手にコミュニケーションを取ってとい

う感じで、その後オリエンテーションがあったのちに昼食も食べました。 

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 12 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？ 

住宅補助に申し込むのに保険の加入が必要であったので申請しました。 

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？ 

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？ 

開設した。 直接銀行を訪ねる 

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？ 

      



 

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 16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？  

英語で行われるコースが表になって送られたのでそこからみんな探しています。そこに入っていない授業をオンラインで

見つけたのでそれは直接教室で体験してから先生にメールアドレスと名前を紹介し、最終的に国際オフィスに提出した。 

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？ 

      

 

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 
            出発                         

8:00 
        起床   授業                            

9:00 
      出発  授業   起床                   

10:00 
      授業  図書館   朝食                    

11:00 
      授業  図書館   授業準備                    

12:00 
      授業  授業   出発                   

13:00 
      授業 授業＆軽食

  
授業                     

14:00 
      授業 授業 授業                    

15:00 
      授業  授業  授業                    

16:00 
      帰宅 帰宅 or友達

と出かける 
授業                     

17:00 
      復習       授業                     

18:00 
      復習       終わり帰宅                    

19:00 
      夕食  夕食  日本語チュ

ーター 
                  

20:00 
      自由       終わり                      

21:00 
      自由  勉強   勉強                   

22:00 
               就寝                      

23:00 
      自習  自由                           

24:00 
      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。 

ヴェルサイユ大学（UVSQ）は交換留学生が多くいて非常に仲良くなりやすい大学であると思います。というのも、パーティ

ーなどのイベントも多くあることに加えて、９月の上旬には留学生向けにパリの観光などのアクティビティが開かれているか

らです。授業に関しては英語での授業はあまり多くないので（国際学部の授業や、経済、歴史、文学の一部の授業が英

語）フランス語を上達させてから行くとより充実させられると思います。FLE という留学生用のフランス語クラスがあります

が非常にレベルが高いです。 

宿舎は当たり外れが大きいです。Vauban(キャンパス内の寮)かViroflay（パリに近く大学へも遠くない寮）をお勧めします。 

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。 

留学はまさに「住めば都」です。はじめは不安に思うことがたくさんあって早く帰りたいと思うことがあると思いますが、友人

ができ、町に慣れてゆくにつれて非常に楽しくなってきます。しかしその友人を作るということは英語力なくして叶うものでは

ありません。留学生活を充実させるためにも出発前から語学の勉強をすることをお勧めします。また、学習する分野につ

いての基礎知識を知っていないとかなり大変になってきます（文化背景や常識が異なる）のでそちらの学習も必要です。 

最後に、フランスでの留学生活は非常に充実していて、週末は国外にも旅行へ行っています。勉強が大変でストレスフル

なイメージですが、それだけでなく夢のような生活や見たことのない風景、感じたことのない感情が待っています。どれも

新鮮でかつ勉強になると思うのでぜひこの機会をつかめるよう頑張ってください。 

 


