
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 12月 5日 

留 学 先 大 学 リヨン政治学院 

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 2016年9月－2016年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科フランス文学専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部２年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     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。 

留学先のサイトで講義のシラバスを読み、明治大学にリヨン政治学院からの留学生がいたので、授業の様子、生活全般、リ

ヨンについて聞きました。また、リヨンに住んでいる日本人のサイトを見て、携帯事情・移民局の手続きなど、到着後にすべき

ことをまとめました。到着後は慣れない環境の中、手続きや授業の選択などしなければいけないことが多いので、出発前に

把握しておくといいと思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：長期学生ビザ 申請先：在日フランス大使館  
ビザ取得所要日数：1か月  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：5747円 

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？ 

申請書、提出書類一覧、証明写真、経済証明（615€×滞在月分の証明を郵便局にて発行）、パスポート、移民局提出用

フォーム、留学先の受入れ証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ネット上で campusfrance にアカウントを作り、アカウント番号を取得後、提出書類を揃えて大使館に出向きました。 

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？ 

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

渡航日より 1 か月は余裕を持って申請することをお勧めします。特に夏休みはこれから留学する人が多い時期なので、ビザ

が交付されるまで時間がかかりました。 

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） 

・現地でお金を下ろせるように prestia で口座を開設しました。代理人カードを作り、両親が日本円を入金すると現地でユー

ロで引き出せるようにしました。 

・フランスでは住宅手当がでるため、その申請に必要な戸籍抄本を取得しておくことをお勧めします。     

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 全日空、ルフトハンザ航空 

航空券手配方法 
トラベルコちゃんという格安航空比較サイトを使って最安の航空券を調べ、DeNA トラベルで手配し

ました。 



大学最寄空港名 Aéroport de Lyon Saint Exupéry 現地到着時刻 10 時 20 分 

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 1 時間 

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 

到着先は大学ではなく入寮手続きを行う場所でした 

空港から rhône expressで Part-Dieuまで行き（13.20€約 30分）、メトロ B線のGare d’Oulins方面に乗り換えて Place Jean 

Jaurèsで降り(1.80€,10分)、歩いて 5分ほどでつきます。 

大学到着日 8月 29日 13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（     ） 

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 リヨン政治学院の寮はない為、自分で探す予定でしたが、渡航 2 か月前ぐらいに留学先の大学よ

り寮を予約できるとのメールが届いたので、メールで予約をお願いしました。 

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？ 

 

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 8日間 

参加必須ですか？ 必須   ☒ 任意参加 

参加費用は？ 無料   ☒ 有料（金額：275€約 3万円） 

内容と様子は？ 最初に行う試験でレベル別にクラスが編成され、フランス語を主に勉強し、図書館の活用法と任

意でのリヨン観光が 1度ありました。最後に試験があり、証明書が貰えます。 

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 1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？ 

移民局からの滞在許可を取得して初めて正式な滞在となるため、申請が必要です。日本でビザを申請時に提出する移民

局提出フォームがビザの付いたパスポートと一緒に返されるので、フランス到着後、パスポートのコピー（顔写真のページ、ビ

ザのページ、入国スタンプが押されたページ）と共に移民局に書留で送ると、呼び出し状が届きます。指定された日時に印

紙60€分と住居証明を持って移民局で健康診断を受けると、滞在許可がおります。普通は1か月ほどで終わるそうなのです

が、私の場合、9月に送ったにも関わらず呼び出し状が届いていない状況です。 

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？ 

・在留届の提出：ネットで住居などの情報を入力して提出しました。 

・出生証明書の発行：戸籍抄本とパスポートのコピーを持参し、在リヨン日本領事館で 9€で出生証明を出してもらいました。 

・CAF（住宅手当）の申請：銀行開設時にもらう RIB（口座証明）と住居証明をもとにネット上でアカウントを作り、出生証明・パ

スポート・滞在証明のデータを送付しました。 

・学生保険への加入：リヨン第 2大学で在学証明を見せて 215€払い加入しました。加入すると学生証を受け取れます。 

・住宅保険への加入：SMERRA という保険会社で 50€ほど払って加入しました。 



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？ 

フランスの大手銀行である BNPPARISBAS で口座を開設しました。リヨン市内には 16 店舗あります。寮から近い店舗で、ま

ずパスポートを持って開設の予約をし、予約日に在学証明・住居証明を持参して書類に必要事項を記入し口座を作りまし

た。開設費、維持費共に無料です。1週間ほどでカード引き換えの手紙が届きました。 

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？ 

本体と sim カードを別々に購入しました。Sim カードは Free という格安携帯会社のものを使っています。毎月 20€がクレジット

カードから自動引き落としされる仕組みです。クレジットカード以外必要なものはありませんし、その場で発行してもらえます。

登録料 10€かかります。     

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（     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（9 月 28 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？  

オリエンテーションの際に授業一覧表をもらい、その中から選んで指定の用紙に記入し留学先の国際事務室に提出しまし

た。選択期間は約 3週間あったので、講義を受けた上で選択することができました。 

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？ 

 

 

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 
                                          

8:00 
      Français       Géographie de 

l’Amérique 

latine 

                  

9:00 
                              

10:00 
Système 

politiques du 

monde arabe 

      Etat société 

afrique du Sud 

Théories de la 

globalisation 

      アルバイト       

11:00 
                  

12:00 
                                          

13:00 
                                          

14:00 
Territoire et 

société de 

l’Europe 

Les institutions 

politiques 

culuturelles 

                              

15:00 
アルバイト                         

16:00 
      Economie 

politique  

                        

17:00 
                                    

18:00 
日本語授業のアシ

スタント 

      Commerce et 

mondialisation: 

L’exception 

africaine 

                        

19:00 
                              

20:00 
                                          

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。 

リヨン政治学院はヨーロッパ、ラテンアメリカ、アメリカアジア、アフリカ、アラブについてのデイプロムのコースがあり、私はアフリ

カについて学びたくこの大学を選んだのですが、前期はアフリカに限らずに授業を選択しました。やはり、地域ごとにその地域

の学生の割合が増え、ただ学ぶのではなく、そこで生活していた学生の意見が聞ける分、更に理解を深められると思いま

す。ゼミはもちろんのこと、講義形式の授業でも学生が意見を言い、そこから学生同士の討論が始まるなど、学生のレベル

の高さに圧倒されましたが、同時にモチベーションの向上に繋がりました。ただ、まだフランス語を話す機会が少ないと感じて

いるので、理系のグランゼコールで行われている日本語の授業のアシスタントをするなど、今は日本に興味を持ってくれてい

るフランス人と交流を持つようにしています。 

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。 

今、授業を受けている上で、基礎知識がまず授業のレベルに追いついていないこと、経済などの専門用語を知らないことで

つまずいているので、留学先で何を勉強したいかを明確にして、文献にあたり、学ぶ言語での単語を知っているだけでも、授

業の理解度が変わると思います。 

 


