
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 9月 20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 2022年9月－2023年2月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科 クリエイティブ・マーケティング専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部 4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。 

大学から送られてきたバディリストから連絡し、渡航までずっと連絡を取り合っていました。こっちでの生活

で困ったこと、大学の仕組みなどいろいろ助けてもらっています。絶対にバディはつくったほうがいいと思い

ます。バディがいなかったら絶対留学できませんでした。 

当たり前ですが、大学からのメールはしっかり目を通しましょう。人に教えてもらうより確実です。ですが、

人の繋がりはとても大事だと思います。ビサの申請も出国も全部友達と一緒だったのでとても心強かったで

す。 

もっと英語の勉強をしておけばよかったなぁとは思いますが、使うことで覚えようと日々奮闘しています。就

活を理由に若干英語の勉強をサボっていたのがダメでしたね。英語を話す機会を日本でも持っておくとこっ

ちにきて生活しやすいのかなとは思います。 

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：タイプ D 申請先：在京イタリア大使館 

ビザ取得所要日数：14 日(２週間) 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料 

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？ 

ビサの申請用紙、カラー写真(申請用紙に貼付)、パスポート、直近(１週間以内)の住民票、 

住居に関する書類→入学許可証に HousingOffice が保証すると書いてあるので、なくても通ります。私は提出

できていません。 

資金証明の口座の通帳とコピー→名義人によって変わるので注意 

UniversItaly から印刷した出願記録と入学許可証→所定の手続きをすれば、メールで送られてきます。 

明治から大使館宛の英文ビザ発給依頼書、交換留学協定書のコピー→大学でもらえます。 

保険の契約書の原本とコピー→保険は早めに手続きすることをお勧めします。 

https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/in-linea-con-utente/modulistica/document-checklists.html  チ

ェックリストの URL です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

 メールで出発日等を大使館に送ると、申請の日程が向こうから指示されます。(9/1 出発で、8/12 9:30~を指

定されました。) 

その日時に申請書類を持って大使館で申請をし、2 週間後以降に取りに行けます。(この２週間パスポートは

大使館が持っています) 

 

  



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？ 

面接はなし。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし。9:30 の開館の少し前に行ったら、待ってろと言われました。イタリアですね。 

友達はすごくトラブってました。(彼の留学近況報告書で確認してください。) 

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） 

クレジットカードの海外キャッシング枠の設定はしました。まだキャッシングはしてないです。最初に空港で

両替した 230€しか現金は持ってないですが、ほぼほぼクレジットカードが使えます。友達との割り勘で使う

ので、現金はもう少しあってもいいと思います。クレジットカードはできればタッチ決済できるやつがおすす

めです。毎回 PIN を入れるのがかなりめんどくさいです。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エティハド航空 

航空券手配方法 
エティハド航空公式サイト 

※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 

ヴェネツィア・テッセラ空

港 

(私はマルペンサ空港を利

用) 

現地到着時刻 8:00 ミラノ・マルペンサ空港に到

着し翌日 15:00 頃にヴェネツィア

に到着 

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 22 時間(成田空港-アブダビ国際空港-ミラノ・マルペンサ空港) 

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 

空港から初日のホテルにたどりつくまでが大変でした。しっかり下調べしましょう。私は携帯が使えない中謎

の駅に降ろされて、いろんな人に道を聞きまくり、ようやく辿りつきました。 

ミラノ中央駅(MilanoCentro)からヴェネツィア(Venezia SantaLucia)までは大体 2 時間半で 30€くらいでした。 

大学到着日 9 月 3 日 16 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 6 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（イタリア人） 

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 内見の翌日にサイン＆引越し 

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？ 

実は渡航前に決まっていた住居がこっちにきたらありませんでした…詐欺に遭いました。1400€を取り戻すべ

く奮闘しています。最初の三日間はホテルに滞在し、バディの友達の大家さんが持つアパートを見つけて契約

しました。家賃は光熱費込みの 400€で、Mestre にあります。夜は若干治安が悪いですが、大通りを歩き、な

るべくバスを使い、今のところ怖い思いはしていません。Mestre も結構いいところですよ！物価も本島より

安いです。 



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       

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？       

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 13 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？ 

Permesso di Soggiorno という滞在許可証を 8 日以内に提出する必要があります。 

郵便局に行って、キットを受け取り記入し、必要書類とともに郵便局に提出するまでを 8 日以内に行います。

私はバディや他の日本人留学生と共に記入しました。必要書類はパスポートのコピー(書いてあるページ全

部)、保険のコピー、入学許可証のコピーでした。加えて、16€の収入印紙(Marca da Bollo)が必要なのですが、

これはタバッキ(たばこ屋)で買えます。Mestre の郵便局で 100.48€払ったので、全部で 120€くらいの現金が

必要になります。 

郵便局の申請が終わった後に、警察署でまた手続きがあり、ようやく許可証をもらえるのですが、半年くらい

かかるみたいです。留学期間中に受け取れるのか不明です。 

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？ 

定期の購入 

UNICA カード(5 年間有効)というカードが 20€で発行でき、その中に定期(25€)を入れられます。UNICA カード

があれば 9.5€の水上バス(ヴァポレット)に 1.5€で乗れます。定期は水上バス、バス、トラムに乗り放題の優れ

ものです。このカードの発行にはかなり列ができていて、中には 3 時間かかった子もいるそうです。発行に

必要な書類は入学許可証のコピーで、これは回収されてしまうので日本で多めに印刷して持っていた方がい

いと思います。 

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？ 

していません。 

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？ 

ミラノ中央駅の TIM で契約をしました。 

ミラノ中央駅の店員さんは英語が話せたので、英語で契約できましたが、ローカルなところはイタリア語でし

かできないと思います。会話無制限、70GB、SMS1000 通で初月はアクティベートの手数料込みで 35€、以降

は９,89€です。プリペイド SIM なので、毎月チャージ(リカリカ)が必要ですが、アプリを入れればアプリ上で

手続きが可能です。余談ですが、イタリア人はボイスメッセージが大好きです。 

(Vodafone を使っている人もいますが、Vodafone のアプリはイタリアの AppStore にしかないのでイタリアの

アカウントを作ったり、最初に無駄なプランがついていたりするので個人的には TIM がお勧めです。)      

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（     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（そもそも履登録とい

うシステムはないです。） 

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？  

      

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？ 

この大学のシステムがかなり特殊なのかよくわからないですが、履修登録はありません。 

Learninng Agreement という書類を日本にいる間に書いて、HomeUniversity と Ca'Foscari のサインを一応もらい

ますが、何度でも書き直しが可能で、試験登録をする時までに完成してれば大丈夫みたいです。 

出席するのに登録は何もいりません。 

 

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 起床                         

9:00 
起床             起床 授業 起床 起床 

10:00 
      会社の研修

(Zoom) 
            授業             

11:00 
                  昼食                        

12:00 
昼食             日本語 

ボランティ
ア 

昼食       昼食 

13:00 
ショッピン
グ 

昼食 昼食 日本語 
ボランティ
ア 

      バディの家
でランチ 

      

14:00 
                  日本語 

ボランティ
ア 

授業         

15:00 
      ガイダンス

(Zoom)  
授業(Online) 日本語 

ボランティ
ア 

授業             

16:00 
      日本語 

ボランティ
ア 

授業(Online)                   日本の友達
と 
Zoom 飲み 

17:00 
      日本語 

ボランティ
ア 

                              

18:00 
                                          

19:00 
      夕食 夕食 夕食      夕食 夕食            

20:00 
カザフスタ
ン料理 ( パ
ーティー) 

                                    

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。 

協定校留学だからといって住居は保証されない、ということを肝に銘じておいた方がいいです。 

Housing Office 全然機能してないです。国際連携事務室もできることが限られていて、結局自力で探すことに

なると思います。特に半年間の留学の人は本当に気をつけてください。最短 1 年契約はたくさんありますが、

6 ヶ月はなかなかないです。こっちについてから家を探している留学生もたくさんいます。詐欺も多いです！

大使館の人曰く、不動産屋を通しても詐欺に遭うこともあるらしいので、十分に注意してください。家決まら

ないのは精神的にきついです。まずは衣食住ですね。。 

生活は日本の常識が通用しないことが多くて、面白くも大変でもあります。扉が開きっぱなしでも音がならな

いので、冷凍庫に霜が降りそれを溶かすのに 1 時間くらいかかりました。シミができてしまった服をつけ置

きしたら一枚ダメになりました。 

 

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。 

英語の勉強をするのにはちょっと向いてないかもしれません。みんな第二言語で話しているので大変なこと

も多いです。第二言語なのにペラペラ英語を話す人を見て落ち込むこともあります。イタリア人の英語はかな

り聞き取りにくいかもしれません(アメリカ人留学生の英語めっちゃわかりやすい)。スリも多いし、詐欺も多

いし。。 

でも、本当に景色が綺麗です。どこを撮っても絵になります。日本学科があるので日本人にフレンドリーな人

も多くて楽しいです。Welcome Program の集合時間に集合場所に行ったら、門が開いてないとか、昼からお酒

飲んで午後勉強するとか、本当に文化が違って毎日が新鮮です。留学生も多いので、いろいろな国の文化が知

れて本当に面白いです。 

内定先の会社が海外売上比率向上に取り組んでおり、その施策に対する生の声を聞けるのも非常に面白いで

す。内定者の期間をこの国で過ごすことで、日本のポップカルチャーの浸透度の高さ、ローカライズの凄さを

日々感じ、勉強になっています。 

 


