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 留 学 報 告 書  
記入日：２０２０年８月２６日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 文学部文学科フランス文学専攻 

留学先国 フランス 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： ヴェルサイユ大学 

現 地 言 語 ：  Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines 

留学期間 2019 年 9 月～2020 年 3 月 

留学した時の学年 2 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 2 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
国際関係学部 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 3 月 25 日 

明治大学卒業予定年 2022 年 3 月 

留 学 先 大 学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1 学期：9 月～２月 2 学期：２月～７月  

3 学期：      4 学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 19000 

創立年 1991 

 

留学費用項目 現地通貨 

(ユーロ) 

円 備考 

授業料 ０ ０円       

宿舎費 ５０００ ６２５０００円       

食費 ２０００ ２５００００円       

図書費 ３０ ３７５０円       

学用品費 ５０ ６２５０円       

携帯・インターネット費 ８０ ９６００円 free という携帯会社 

現地交通費 
３００ ３７５００円 

navigo という定期券でメトロ乗り放題（ 大学ま

で徒歩・自転車） 

教養娯楽費 １００ １２０００円       

被服費 ９００ １１２５００円       

医療費 ０ ０円       

保険費       ９３０００円 形態：留学生用保険（明大サポート） 

渡航旅費       ２２００００円 エールフランス航空 

ビザ申請費       ６０００円 時期により異なる 

雑費 ５００ ７２５００円       

その他 １０００ １２５０００円 旅行やお土産や雑貨代 

その他            円       

合計       １０１１６００円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：羽田 目的地：パリ（シャルルドゴール空港） 経由地：      

復路 出発地：パリ（シャルルドゴール空港） 目的地：成田 経由地：      

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：エールフランス航空 

料金：２２００００ 

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：      料金：      

復路 航空会社：      料金：        ∴合計：      

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：     ） その他（株式会社エムシーティー

ジャパン     ） 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート，大学の宿舎など） 

学生寮（寮の名前：     ）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

インターネットサイト 

5）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

ホームステイを探す場合は、留学先の大学から近くで探すことをおすすめします。 

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：        ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：                                      ） 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

留学前に安全に関する防犯講座が大学でありました。ジプシーの少女たち５，６人に駅をでたところで囲まれ、身体を

つかまれてお金を盗まれました。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI 接続が可能であ

ったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

全く問題なかったですがメトロ内では接続が悪かったです。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ 

日本からクレジットカードを３種類もっていきました。基本的にはカード支払いで生活していた。定期券購入や住居費支

払いなどのために銀行口座が必要だったので、現地到着後すぐに開設した。大学に勧誘に来ていた caisse 
d'epargne という会社で開設した。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

タッパーやビニール袋、ジップロックなどはフランスで買おうとすると高かったです。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。 （例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

８単位 

     単位 

単位認定の申請はしません(理由：卒業要件単位は取

得していたため) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ ありません 

3)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は，A4 用紙で別途作成し，添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

FLE Grammaire TD1 フランス語文法１ 

科目設置学部・研究科 Relations internationales  

履修期間 １学期 

単位数 ２ 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 チュートリアル（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が１回 

担当教授 Diana solmat 
授業内容 フランス語の文法について学ぶ 

試験・課題など 試験はペーパーテストと発表 

感想を自由記入 発表が大変だった。 

 

 
履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

FLE Grammaire TD２ フランス語文法２ 

科目設置学部・研究科 Relations internationales  

履修期間 １学期 

単位数 ２ 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 チュートリアル（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が１回 

担当教授 Diana solmat 
授業内容 フランス語の会話について学ぶ 

試験・課題など 試験は口頭試験とディベート 

感想を自由記入       
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

culuture et humanite 文化人類学 

科目設置学部・研究科 国際関係学部 

履修期間 １学期 

単位数 ２ 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が１回 

担当教授 Jean civardi 
授業内容 神話について読み解く 

試験・課題など ペーパーテスト 

感想を自由記入 本を何冊か読んでのぞむので大変でした 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Histoire littéraire française 2 (XIX -
XXIème siècle) 

フランス文学史 

科目設置学部・研究科 文学科 

履修期間 １学期 

単位数 ２ 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が１回 

担当教授 Serge linare 

授業内容 19.20 世紀のフランス文学史 

試験・課題など 発表 

感想を自由記入 少人数クラスで先生が目をかけてくれるのはよかったがなにしろ発表が大変でした。 

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2 以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など                                                         

マイナビ、リクナビ、ワンキャリ 

3)就職を選択した方は，差し支えなければ内定先を教えて下さい。また，その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内

定を得た企業すべての名前，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

未定 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。※就職活動をこれから始める

場合は，留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の変化等を教えてください。 

コロナウイルスの関係でほとんどのイベントが中止になってしまったりオンラインになってしまったのでまだわかりません。 

5)進学を選択した方は，差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

 

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備，試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，試験勉強，留学中，留学後，特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確

保，留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

201８年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月 出願・選考 

２０１９年 

１月～３月 
      

４月～７月 ビザ申請・航空券購入 

８月～９月 出発・授業開始 

１０月～１２月 １学期授業 

２０２０年 

１月～３月 
１学期試験・帰国 

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       
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留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由

に記入してください。 

 

留学することに不安もとてもあると思いますが、日本にいては絶対にできない経験ができ

ますし、かけがえのない思い出になると思います。留学なので語学の上達や大学での勉強

はもちろんですが、それ以上に色々な場所に出向いたり、色々な人と話して刺激を受ける

ことが１番だと思います。また、留学生はみんな様々な夢を持っていて、法律関係の仕事

に就きたい人、通訳になりたい人、音楽や料理、ファッションの勉強をしに来ている人な

ど、色々な人と知り合うことができるのもとても面白いです。 
留学をしたら少なからず自分が今まで持っていた考えが変わるだろうし、本当にいい経験

になると思います。 
パリで出会った人の中では本当に色々な理由でフランスにいる人がいて、型にはまった進

路を進んで行くことが当たり前の日本で過ごしていたけど、そんな必要ないのかなと思う

ようになりました。そして、今までは外見に関しても、自分の考えについても、人の目を

気にすることが多かったのですが、多様な人々が暮らすフランスで生活しているうちに、

以前より良い意味で人の目を気にしなくなりました。 
もし留学に迷っている方がいたら、ぜひ留学するチャンスを逃してほしくないと思います。

また、これから留学をするけど不安に思っている方は、もちろん大変なことはたくさんあ

りますが、それすら楽しんでしまえばいいと思います。上手くいかないことや、思い通り

に上達しないということもあるかもしれませんが留学している期間に得ることは必ず今後

の人生に大きく関わると思います      

 


