
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 5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6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科  

学年（出発時本学での学年） 学部 3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。 

過去の先輩の留学報告書をじっくり読み、注意するべきことを確認し、現地で生活するイメージを膨らませて

いました。明治大学の海外留学事務室にメールをして過去にカフォスカリ大学に留学した先輩の連絡先を聞

き、その方には特にお世話になりました。留学中の現在でもたまに連絡してアドバイスをもらっています。イ

タリアの文化やイタリア語をもっと勉強しておけばよかったと思います。少しでもイタリアのことを知って

いると現地の人たちはとても喜んでくれます。 

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：交換留学ビザ 申請先：駐日イタリア大使館（東京） 

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：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？ 

パスポート、住民票、銀行の残高証明書、保険のコピー、イタリアの住居証明など、全部で 10 個ほど。（詳

しくはイタリア大使館の HP に載っています。） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館にメールを送り、申請日の予約をしました。申請日から２週間後に受け取りに来るように言われまし

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？ 

面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

申請は出発予定日から 3 週間前までに行う必要があります。必要書類の中には集めるのに時間がかかるもの

もあり、もっと早くから余裕をもって準備をしておくべきだと思いました。住民票は申請日の直近 1 週間に

取得したものという決まりがあったりもするので大使館の HP を細かくチェックしたほうがいいです。 

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） 

      
  



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 
Expedia 

※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 

大学の最寄り空港はマルコ

ポーロ空港。私はミラノ空

港着でした。 

現地到着時刻 午前 8:00 

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 空港からヴェネツィア駅まで 3 時間半ほど。 

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 

空港からミラノ中央駅までシャトルバスで 50 分（約 1000 円）、ミラノ中央駅からヴェネツィアサンタルー

チア駅まで italo（列車）で 2 時間半（約 8000 円） 

大学到着日 9 月 5 日 15 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（イタリア人の現地学生） 

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 現地大学 HP の寮一覧のページから気になる寮を見つけて寮にメールを送りました。 

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？ 

寮はすぐに埋まってしまうと聞いていたので早めに、いくつかの寮にメールをしました。寮によっては返信が

遅いところもありましたが、自分はすぐに返信が来たところに決めました。 

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 8 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？ 大学、ヴェネツィアについての説明、滞在許可証申請についてなど。 

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 27 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？ 

必要あり。到着後 8 日以内。郵便局で。ここでもビザ申請時の時のように必要書類があるので、事前準備が必

要です。また、郵便局員はイタリア語しか話さないことがあるのでスムーズに終わらせるためにもイタリア人

の友人についてきてもらうといいと思います。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

現地で口座を作るのは大変そうだったので作っていません。 

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？ 

携帯電話は日本で使っていたもの（必ず SIM フリー）をもってきて、イタリアで購入した SIM を入れて使って

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（4 月 15 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？  

授業登録用紙に取りたい授業を記入し、明治大学からサインをもらい、その後ヴェネツィア大学に送って許可

を得ました。留学生が履修できない授業を記入してしまったため、もう一度書き直すことになりました。 

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？ 

まだ時間割が出ていないときに履修登録をしなければいけなくて、留学生向けの授業（SIE）は後で増やすこ

とができないといわれたので多めに書いておき、現地に来て時間割が出てから消しました。授業は希望通りの

ものが取れています。イタリア語の授業のレベルが高いと思い、メールで交渉したら一つ下のレベルにしても

らうことができました。   



 

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 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

8:00 
勉強 準備 勉強 準備 自由 自由 自由 

9:00 
勉強 授業 勉強 授業 掃除 旅行／外出 旅行／外出 

10:00 
勉強 授業 自由 授業 勉強             

11:00 
昼食 授業 買い物 授業 昼食             

12:00 
買い物 授業 昼食 授業 買い物             

13:00 
散歩 休憩 自由 休憩 散歩             

14:00 
自由 授業 ボランティ

ア 
授業 自由             

15:00 
自由 授業 ボランティ

ア 
授業 自由             

16:00 
洗濯 授業 授業 授業 授業             

17:00 
勉強 授業 授業 授業 授業             

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食             

19:00 
自由 自由 自由 自由 自由             

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強             

21:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強             

22:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強             

23:00 
自由 自由 自由 自由 自由             

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 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。 

ヴェネツィア大学に 1 年間交換留学をしています。私の寮は 50 人を超える学生が暮らす比較的大きな寮で

す。毎月寮全体ミーティングがあります。まだ２か月しかたっていませんが、3 回ほど寮でパーティーがあり

ました。キッチンダイニングは全員で共有なのでそこで友達を作りやすいです。バスルームは 5 つをワンフ

ロアで共有です。男女関係なく同じところを使います。また、今年から電気代の問題で洗濯は週に一度しかで

きないということになりました。シャンプーリンス、化粧品や日用品はこっちでも買えるので服をもっと持っ

てくるべきでした。ルームメイトはローマのほうから来たイタリア人で、仲良く楽しく生活しています。授業

は、留学生向けに開講されている SIE というコースから取っていて、イタリア語、ヴェネツィアの歴史、ヴェ

ネツィアの芸術と建築を履修しています。イタリア語以外は講師からのレクチャーのみでディスカッション

がないので少しつまらないですが、興味深い内容です。宿題は出されないので、各自参考文献を読んで理解を

深めるという感じです。イタリア語はテキストもあり、宿題が出ます。毎日の生活の中でイタリア語を聞きま

すが、だんだん理解できるようになっている感覚があります。週末は友人と旅行に行ったり、イタリア本島や

近くの島に出かけたりすることが多いです。特に、ヴェネツィア本当は物価が高いのでメストレ（イタリア本

島）に買い物に行きます。 

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。 

留学に来る前は準備が大変で本当にイタリアでやっていけるのかとても不安でしたが、こっちに来てしまえ

ば周りの人に助けてもらいながら問題は解決できます。イタリアに来て 1 か月後くらいには新型コロナウイ

ルスに感染してしまいましたが寮の友人がご飯を作ってくれたり買い物に行ってくれたりと、たくさん助け

てもらいました。英語の勉強も大切ですが、自分が行く国の文化を知っていることもとても大切だと思いま

す。少しでもイタリア語を話したり、イタリアの文化の話をしたりするとイタリア人は目を輝かせて喜んでく

れます！自分の英語に自信がなくてうまく話せず落ち込むこともありますが、つたない英語でも伝えようと

する気持ちを見せれば相手も頑張って聞いてくれます。あきらめないでとにかく話すことが大切だと最近気

づきました。見ず知らずの人でも目があったらニコッと笑って挨拶を交わしたり、まるで絵の中にいるような

きれいな景色の中で暮らせたり、素敵な場所に来ることができたと思っています。 

 

 

 

 


