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 留 学 報 告 書  
記入日：2021 年 8 月 5 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： フランス国立東洋言語文化学院（イナルコ） 

現地言語： Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales 

留学期間 2021 年 2 月～2021 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 3 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2021 年 5 月 15 日 

明治大学卒業予定年 2023 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 月中旬〜12 月下旬 2 学期：1 月下旬〜5 月中旬  

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       

創立年 1669 年 

 

留学費用項目 現地通貨 

(€) 

円 備考 

授業料 ０ ０円 協定校留学のため     

宿舎費 ０ ０円       

食費 ０ ０円       

図書費 ０ ０円       

学用品費 ０ ０円       

携帯・インターネット費 ０ ０円       

現地交通費 ０ ０円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 ０ ０円       

被服費 ０ ０円       

医療費 ０ ０円       

保険費 ０ ０円 形態：      

渡航旅費 ０ ０円       

ビザ申請費 ０ ０円       

雑費 ０ ０円       

その他 ０ ０円       

その他 ０ ０円       

合計 ０ ０円 オンライン留学のため 
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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。 

18 単位 
     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？       

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）： 

Correction phonétique  発音訂正      

科目設置学部・研究科 留学生向け 

履修期間 前期 

単位数 3 

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 オンデマンド式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が１回 

担当教授 M.Prime 

授業内容 フランス語の発音をより正しく直す。 

試験・課題など 毎週動画や資料が貼られ、それについて音声を使った課題が出る。 

感想を自由記入 オンデマンドでしたが、提出した課題のフィードバックと正しい発音が先生の音声で送ら

れてくるため良かったです。 

 

 
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）： 

Français Oral フランス語会話 

科目設置学部・研究科 留学生向け 

履修期間 前期 

単位数 ６ 

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 オンデマンド式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 Mme.Prime 

授業内容 フランスの動画や資料をみて、それについて話したり書いたりする。      

試験・課題など 毎週資料や動画が貼られ、課題を提出する。 

感想を自由記入 オンデマンドだったため、会話をすることはできませんでしたが、動画や資料を解釈し

自分なりの意見をフランス語で考える力はついたと思います。 

 

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）： 

Français écrit フランス語作文 

科目設置学部・研究科 留学生向け 

履修期間 前期 

単位数 ６ 

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 zoom でのリアルタイムオンライン（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 



International Student Center, Meiji University 

 3

担当教授 Mme.Callet 
授業内容 フランス語の文法を確認し、作文をする。 

試験・課題など 毎週学んだ文法を使って作文を作り、教授にメールで送る。 （テーマは与えられる）

期末試験があり、内容は前期で扱った文法問題と作文。     

感想を自由記入 zoom で教授や他の学生と話すことができて良かったです。わからないことや質問が

あれば、すぐに先生に聞くことができ、丁寧に教えてくれました。リアルタイム授業でし

たが、フランス時間で行われるため、生活リズムを自分で調整する必要がありました。 

 

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）： 

Langue et société 言語と社会      

科目設置学部・研究科 留学生向け 

履修期間 前期 

単位数 ３ 

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 zoom でのリアルタイムオンライン（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が１回 

担当教授 Mme.Brumelot 
授業内容 様々な社会問題や文化を取り扱い、文法や語彙を確認すると同時に、それについて

話し合い、考える。 

試験・課題など 毎週の課題と期末試験 

感想を自由記入 様々なテーマを取り扱い、とても面白い授業でした。少し難しい内容も扱うため、授業

中にしっかりメモを取ったり、復習しておくことが期末試験に向けてより大切だと思いま

す。 

 

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                                                         

リクナビ、マイナビ、ワンキャリア 

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。 

オンライン留学であれば、就職活動に支障をきたすことは特にないので安心して大丈夫です。 

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 

２０１９年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月 明治大学での留学志願の準備 

２０２０年 

１月～３月 
      

４月～７月 コロナウイルス感染拡大に伴い、留学は延期 

８月～９月       

１０月～１２月 オンライン留学を決断 

 

留学体験記 

私ははじめ、オンライン留学ではなく、渡仏する予定でした。イナルコを選んだ理由は、唯一日本語学部のある大学

で、たくさんのフランス人と日本語や日本文化を通して交流を深められるのではないかと考えたからです。また、イナ

ルコには元々フランス人の友人がおり、とても留学生に手厚く、良い大学だと聞いていたため、安心して留学できると

思ったからです。残念ながら、コロナウイルス感染拡大の影響で、渡仏することができなくなってしまいました。初めは

延期という選択をとりましたが、状況はなかなか変わらず、最終的にオンライン留学という決断に至りました。前代未

聞の留学形態だったため、事例もほとんどなく、始まる前は履修登録はちゃんとできるのか、相談できる現地の教授

はいるのか、直接コミュニケーションが取れない中で授業についていけるのかとても不安でした。しかし、授業開始前

にオンラインでの留学生説明会があり、履修登録のやり方等については丁寧に説明してくれました。大学には留学担

当の方がおり、メールでわからないことや不安なことを質問した際、すぐに返事をくれました。そのため、授業開始前に

不安は和らぎました。オンライン留学では現地の方とメールのやり取りをする場面がとても多いので、失礼のないよう

にフランスのメールの書き方や敬語、使える表現について事前に学習しておくと良いと思います。授業については、オ

ンラインとはいえ、直接顔を見て話すことができたため、安心して受けることができました。内容はしっかりと聞いて勉

強していればついていけると思います。留学生向けの授業にもいくつかレベルがあり、初めは最初に受けるテスト結果

によって振り分けられますが、授業を受けてみてレベルが高すぎると感じた場合は、クラスを変更することもできまし

た。オンデマンド授業については、もしも提示された課題を理解できなかった場合、教授にメッセージを送って質問す

ることになります。定期的に大学のマイページで連絡が来ていないか確認することが大切だと思います。それから、オ

ンライン留学では基本的にオーメイジのような大学専用のサイトを使用します。初めは使い方に苦戦しましたが、徐々

に慣れました。最も大変だったことは、日本にいるにも関わらずフランス時間のリアルタイムで授業が行われることでし

た。フランスとはとても時差があるため、自分でしっかり日本時間に変換して開始時間を間違えないようにすることが

重要です。特にサマータイムになると時差が１時間ずれて授業時間が早くなっていることがあったため、注意が必要

でした。また、オンライン留学では、留学期間中に明治大学の授業も同時進行で履修できるため、無理のない程度

に履修を組むことが大切だと思います。全体を通して、自分のスケジュールをしっかり立てて管理することがとても重

要でした。留学を志望する方、オンライン留学では、得られるものが限られてしまうのも事実です。しかし、そのような

状況だからこそ得られたことがたくさんあると私は思います。どんな状況になっても、挑戦する勇気は絶対に自分を成

長させてくれます。今後留学する学生の皆さんが安心してに渡仏できる世界になっていることを願います。 

 


