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 留 学 報 告 書  
記入日：2020 年 7 月 16 日 

所属学部／研究科・学科／専攻 法学部      

留学先国 スペイン 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： バレンシア大学 

現地言語： スペイン語      

留学期間 2019 年 9 月～2020 年 5 月 

留学した時の学年 3 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 4 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
法学部      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 4 月 9 日 

明治大学卒業予定年 2021 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 月上旬〜1 月中旬 2 学期：1 月下旬〜6 月下旬  

3 学期：ー 4 学期：ー 

（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 55000 人 

創立年 1499 年 

 

留学費用項目 現地通貨 

(€  ) 

円 備考 

授業料       968,300 円 明治大学の学費年額 

宿舎費 
      419,000 円 

最初の 12 日間 4,4000 円＋毎月 50,000

円×7.5 ヵ月 

食費       240,000 円 毎月 30,000 円×8 ヵ月  

図書費       10,000 円       

学用品費       5,000 円       

携帯・インターネット費 80€ 11,200 円 毎月 1400 円×8 ヵ月 (9.95€×8) 

現地交通費       4,500 円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費       10,000 円 学内スポーツレッスン 

被服費       50,000 円       

医療費       0 円 スペインは保険適用により医療費無料 

保険費       79,655 円 形態：プラン② 10 ヵ月分 

渡航旅費 
      250,000 円 

往路:50,000 円 復路:200,000 円（コロナ拡

大で減便の為帰国費用が高額に。） 

ビザ申請費       0 円 日本国籍の場合無料 

雑費 
      100,000 円 

帰国後検査結果陰性だが念の為自費で 2

週間ホテル滞在 

その他       30,000 円 ビザ取得の為の健康診断（保険適用外） 

その他       300,000 円 旅行費用 150,000 円×2 回 

合計       2,477,655 円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：東京 目的地：バレンシア 経由地：大阪、ミュンヘン 

復路 出発地：バレンシア      目的地：東京 経由地：マドリード、ロンドン      

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：ANA 

料金：50,000 円 (往復でこの料金だが、復路使えず。） 

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：TaxiValencia, JAL 料金：200,000 円(内タクシー45,000 円) 

   ∴合計：250,000 円 

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：往路は ANA マイレージクラブ。復路は JTB。     ） インターネット（サイト名：     ） 

その他（     ） 

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： 

Spotahome 

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） 

シェアハウスにすればよかったです。ほとんど一人暮らしのような感じで学生がおらずかなり心細かったです。おじさん

やカップルや家族しか住んでおらず遭遇することもほとんどありませんでした。 

反対に、良かったポイントは、少し割高だけどスペインにしては珍しく一人でシャワーやトイレを独占できたところです（そ

のためにここを選んだので）。 

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：   現地の病院     ） 

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：現地の友人、日本の家族、友人、先輩、先生など ） 

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？ 

友人やインターネット 

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。） 

アパートやステイ先の Wi-Fi は帯域幅が弱かった。 携帯の sim は良好。     

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ 

手数料は高いが、海外からでもおろせる日本の銀行口座・カードを作り、その口座に親から送金してもらった。   

   

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。 

日本語の教材 

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。 

ー 
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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。 

証明書がまだ来ていないので不明だが 4.5 以上単位 
未定単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

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？ 事前にメールで提出するが到着後事務室で変更させられた。 

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）： 

Derecho Intenacional Penal 国際刑法 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 １学期間      

単位数 4.5 

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

授業形態 講義・グループワーク・プレゼン（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 120 分が 2 回 

担当教授 Maria Torres 

授業内容 国際的な刑事問題を取り扱う。      

試験・課題など 出席、筆記試験、プレゼン 

感想を自由記入       

 
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）： 

Teoria de la democràcia  民主主義の理論 

科目設置学部・研究科 法学部      

履修期間 １学期間（後期なのでてテスト受けていない）      

単位数 4.5 

本学での単位認定状況 ー単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義・論述（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 120 分が 2 回 

担当教授 ROSA MARI ROIG BERENGUER 

授業内容 講義の回と論述の回交互に行われる。 

試験・課題など 60% examen 
30% practica y trabajos 
10% Asistencia  

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）： 

Instituciones jurídicas de la Unión 
Europea 

EU の法的機関 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 1 学期間 (後期なのでテスト受けていない） 

単位数 6 

本学での単位認定状況 ー単位認定（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 2 回 

担当教授 LUIS JIMENA QUESADA 

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

Dret del comerç internacional 国際商法 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 １学期間 

単位数 4.5 

本学での単位認定状況 未定単位認定（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 2 回 

担当教授 PEDRO TENT ALONSO 

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

Dret penal econòmic i de l''empresa 会社と経済に関する刑法 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 1 学期間 

単位数 4.5 

本学での単位認定状況 未定単位認定（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 2 回 

担当教授 IGNACIO COMES RAGA 

授業内容       

試験・課題など テスト一発 

感想を自由記入       

 

  



International Student Center, Meiji University 

 5

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）： 

Drets humans 人権 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 １学期間（後期なのでてテスト受けていない） 

単位数 4.5 

本学での単位認定状況 ー単位認定（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・グループワーク（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 120 分が 2 回 

担当教授 ANDRES GASCON CUENCA 

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

Dret penal polític i de la funció públic 政治と公共機能に関する刑法 

科目設置学部・研究科 法学部      

履修期間 １学期間（後期なのでてテスト受けていない）      

単位数 4.5 

本学での単位認定状況 ー単位認定（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 2 回 

担当教授 FRANCISCO JAVIER MIRA BENAVENT 

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

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                                                         

マッチャー 

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。  

      

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。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思

い，留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえて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。 

      

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 
1 月定期試験。 

４月～７月 
4 月新学期開始。 

7 月 DELE A2 受験し合格。7 月末定期試験。 

８月～９月 
8 月から協定留学出願準備開始。志望理由書等作成。 

9 月スピーチ原稿作成。 

１０月～１２月 
10 月スペイン語スピーチコンテスト出場。 

11 月協定留学面接。 

２０１９年 

１月～３月 

1 月定期試験。 

2 月 3 月スペイン（サラマンカ）留学(DELE B2 レベルの学習)。 

４月～７月 
4 月新学期開始。 

5 月 6 月 OBOG 訪問たくさん・志望理由書等作成。 

7 月頭インターン面接。航空券購入。7 月末定期試験。 

８月～９月 
8 月健康診断・ビザ申請。ビザ間に合わず航空券の日にち変更。 

9 月ビザ発給・スペイン（バレンシア）へ出発・授業開始。 

１０月～１２月 12 月末友人とポルトガルへ旅行。 

２０２０年 

１月～３月 

1 月定期試験。1 月末新学期開始。 

2 月親が来西。 

3 月友人とスペイン国内旅行。 

４月～７月 
３月後半ひたすら航空券手配（購入した航空券３便欠航し４便目でやっと飛んだ。）。 

４月頭に帰国。帰国後しばらく向こうのオンライン授業受講していたが、5 月で辞め、明治の

授業受講開始。 

８月～９月 
7 月末〜８月頭 定期試験。 

８月院試。 

１０月～１２月 11 月 12 月院試。 
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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。 

 
なぜ私はバレンシアを選んだのか 5 つ理由がある。1 つ目に、サラマンカは短期留学で行けるプランがたくさんあった

が、バレンシアはあまりなかったので興味が湧いたからである。二つ目に、食事だ。パエリアが好きなのでパエリアの発

祥の地であるバレンシアに行きたかった。また、テレビ番組でバレンシアが紹介されており雰囲気がよくオルチャタも飲

んでみたいと思ったから。三つ目に、海だ。海などの綺麗な景色が好きなので地中海のすぐ近くに住んでみたかっ

た。四つ目に、留学生などの外国人が少ないのでよりスペイン人と関わって現地の空気を味わえると思ったから。実

際に日常でスペイン人以外を見るのは稀だった。皆基本英語もできない。五つ目に、バレンシア大学がスペイン国内

で三本の指に入るトップレベルの大学だからだ。後から知った話だが、特に法学部はスペイン国内でバレンシア大学

が一番とされているらしい。 

裏目にでてしまったなと思ったのは四つ目の理由についてだ。特に法学部は難易度が高いので留学生が非常に少な

く、現地の学生も留学生に全く興味を示さない人ばかりでとても大変だった。二学期目になってから、一人だけ話しか

けてくれて熱心に教えてくれるスペイン人がいて助かったが二学期目のテストを受けずに日本の授業に切り替えたの

で（コロナ流行のため帰国したのを機に）単位は取得していない。カフェでたまたま知り合ったフランス人でバレンシア

大学の歯医者になる学部の人もバレンシアは直航便もないしみんな外国人に慣れてなくてオープンじゃないから友

達つくるのが難しいよねと話していた。だがその中でも法学部は桁違いに大変だ。まず法学自体専門用語ばかりで難

しいのに人間関係もどこの学部よりも難しいので遊びたい人には決してお勧めできない。 

バレンシアについて私が一番気に入ったのは、気候とみかんの木だ。本当に気候がちょうどよくて雨もほとんど降らな

いし暑くもなく寒くもなく日本ほどジメジメもせず。街路樹がみかんの木なのでみかんの時期には町中にみかんがなっ

ていてカワイイ。 

ここには書ききれないので聞きたいことがあったらなんでも聞いてください。 

 

 


