
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 11月 23日 

留 学 先 大 学 ランス大学 

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）：法学部，（現地言語での名称）：Faculté de Droit science politique  

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 2018年9月－2019年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 法学部法律学科国際法コース /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３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。 

色々なことが重なり、急いで情報を集めなくてはならなかったので、かなり色んな情報を後から知ることになった。余裕をもってなにごとも

取り組んでちょうどいいくらいになる。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：学生長期ビザ  申請先：フランス大使館  

ビザ取得所要日数：10 日ほど  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：50€相当の日本円  

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、パスポート、証明写真、銀行残高証明書、大学の入学許可書、移民局提出フォーム 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

キャンパスフランスに登録後、交換留学生は水曜日の午前中のみ予約なしで受け付けできる、その他は予約が必要。 

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？ 

交換留学生は面接免除 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

キャンパスフランスの対応が遅い点 

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） 

スマートフォンのシムロックを解除し、現地で SIM カードを入れてすぐ使えるようにしておくと色々便利 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エールフランス航空 

航空券手配方法 
インターネット予約 

※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 パリ シャルルドゴール空港 現地到着時刻 8 月 25 日 19 時 30 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 12 時間半(飛行機)＋パリ市内で一泊＋パリからランスまで TGV で 45 分 

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 

パリの東駅の前のホテルで一泊 タクシーはだいぶぼられたが安全につくことを優先した(北東駅周辺は治安が悪い) 

大学到着日 8 月 27 日 10 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：9 月 6 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 不動産サイトに条件を登録し、ランス市内の家を端から廻った。 

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？ 

事前の住居に連絡がうまくいかなくて一週間ほどアパートホテル暮らしだった。その間に別のアパートを探した。 

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 8 月 27 日－8 月 31 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？ 午前中は語学学校、午後は書類申請やピクニックなど 

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 10 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？ 

三か月以上の場合は移民局に申請しなくてはならない フランスの事務は遅く、記入日現在まだ行えていない(トラブル) 

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？ 

移民局で健康診断等を受けることになっているが、まだわからない料金は 60€ 

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？ 

まだしていない 

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？ 

SIM カードを購入、自動販売機で問題なく買えた。 



 

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（6 月中旬頃） 

    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 14 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？ 

１少人数向けゼミ形式の授業は留学生は任意でとれる 

２フランスの学生は名前順にクラス分けされるが、留学生は好きな科目を取ることができ、修正期間内であればいくらでも替

えることができる。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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？ 

出発前に行ったが、色々修正した方がいいと現地のコーディネーターの人に言われ、変更した。 

 

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 

6:00     起床   

7:00 
      起床 起床 起床 朝ごはん 通学        

8:00 
起床 朝ごはん 朝ごはん 通学 朝ごはん 国際関係論 起床 起床 

9:00 
終日勉強か旅行 勉強 通学 刑法総論 勉強 通学 国際関係論 買い出し 終日勉強か旅

行 

10:00 
      政治学入門 刑法総論 法制史 国際関係論 終日勉強 or 旅

行 

      

11:00 
      政治学入門 刑法総論 法制史 国際関係論             

12:00 
      政治学入門 刑法総論 法制史 図書館で勉強             

13:00 
      政治学入門 自宅か図書館

で勉強 

法制史 図書館で勉強             

14:00 
      自宅か図書館で

勉強 

同上 自宅か図書館

で勉強 

憲法             

15:00 
      同上 同上 同上 憲法             

16:00 
      同上 同上 同上 憲法             

17:00 
フランス語教室 フランス語教室 フランス語教室 同上 憲法 買い物             

18:00 
フランス語教室 フランス語教室 フランス語教室 同上 帰宅             

19:00 
フランス語教室 フランス語教室 フランス語教室 食事準備 食事             

20:00 
帰宅 食事 帰宅 食事準備 帰宅食事準備 食事 皿洗い 風呂             

21:00 
食事 皿洗い 食事 皿洗い 食事 皿洗い 家事 風呂 のんびりする or 

パーティ 

            

22:00 
風呂 風呂 家事 風呂 家事 就寝 のんびりする

or パーティ 

            

23:00 
就寝 就寝 就寝        就寝 就寝 

24:00 
                        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。 

私の場合は少し訳ありで、急にランスに決まったこともあり色々大変でしたが、コーディネーターの人がとても親身にしてくださ

いました。他にもケーキを焼いてくれる大家さんや授業中にノートを貸してくれる人がいたりなど親切な人が多いです。留学

生同士、特にイタリア人とスロバキア人とドイツ人と仲良くなり、週末に出かけたりパーティがあったりします。彼らと知りあえた

のはオリエンテーション期間で、お互い慣れないながら力を合わせて問題を解決しました。SNS での交流もあるので、孤立し

ないようにしてくれてとても心強かったです。ランスもフランスにしては治安もよく、生活しやすい一方で気温の変化が激しい

ので体調不良にならないように気を付けています。 

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。 

ランスは人が少なく居心地の良い街です。大学もフランスにしては清潔で心地いいです。しかし日本人は自分以外誰もいま

せん。法学部に限って言えばアジア人もほとんど見かけません。何事もフランス語で行わなければならないことは大変です

が、その大変を放っておくと、もっと大変なことになります。またある程度の生活リズムができると時がとても早く進みます。週

末はなにか目標を決めて行動することを推奨します、自分は三連休が毎週あったので、遠出することができました。親切な

人が多い街なので、気後れせず果敢に挑んでみるといいと思います。 

 

 


