
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 12月 14日 

留 学 先 大 学 ヴェネチア大学 

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）：     ，（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 2018年8月－2019年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科     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。 

どの書類も２、３枚づつコピーして持って行くといいと思います。 

留学前の情報集めは前年に留学していた方にメールで聞いたり、ネットに個人で掲載している留学体験記などリアルな内容が詰まってい

て役に立つと思いました。 

比較的、冷え込みが早く始まるのでもっと暖かい洋服を持参したほうが良かったと感じています。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：就学ビザ  申請先：東京イタリア大使館,三田 

ビザ取得所要日数：３週間  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：かからなかった  

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？ 

長期（９１日以上）D タイプのビザ申請用紙 パスポートサイズの証明写真（申請用紙に貼付）パスポート（三ヶ月以上の有効

期限、２ページ分の未使用ページ）パスポートのメインページのコピー 日本国籍所有者：直近（１週間以内）住民票 それ

以外の国の国籍保有者：在留カードとその両面コピー 住居に関する書類（私の場合は書類リストに掲載させていませんでし

たが求められました）留学資金の証明できる銀行口座の書類 入学許可書 明治大学と留学先のやりとりが示された留学

協定書のコピー 保険の契約書 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

全ての書類（記入が必要なものは記入を済ませ）を大使館に提出しに行く。 

書類不備がない場合は黄色い紙を受け取るので、その紙に記載された日時を確認しパスポートを大使館に受け取りに行く。 

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 

書類提出リストに記載していなかった書類を求められ、申請に時間がかかってしまった。なので、ビザ申請は早めに始めたほ

うがいいと思います。 

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） 

私は sim カードを抜き、イタリアに来てからイタリア（Vodafone）の携帯会社でプランを組み、新たに sim カードを入れ買いまし

た。その場合、日本で契約している携帯会社から解約する手続きが事前に必要です。 

カードはクレジットカードを合計２枚持参しましたが、1 枚は渡米前に作りました。このようにクレジットカードを新しく作る場合は

前持って準備をする必要があります。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 トルコ航空 

航空券手配方法 
色々なサイトで比較しながら到着の時間帯、また値段を中心に考えながら航空券を購入しまし

た。     ※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 マルコ・ポーロ空港 現地到着時刻 午前８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 
マルコ・ポーロ空港からバスで Piazzale Roma までいき（30 分）、そこまでフラットメイトが迎えに来てくれまし

た。 

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 

特になし。 

大学到着日 ９月７日９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（イタリア人の学生） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    ☑その他（前に住んでいた日本人の方からの受け継ぎ） 

住居の申込み手順 特になし（以前住んでいた方との連絡のやり取り） 

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？ 

特になし 

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 ９月７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？ クラスの履修方法、また 1 年間の主なスケジュール 

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１４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？ 

あります。まず、大学先（Welcome unit）で予約を取り必要な書類の確認をします。そこで、書類一式をまとめた黄色い封筒

を受け取り、その封筒を家の近くにある郵便局に出しに行きます。この時、８０ユーロほどお金がかかります。封筒を出した

ら、レシートと一緒に地元の警察署（Immigration office）に行く日付と時間（郵便局から書類を出した３、４ヶ月後）が書かれ

た紙を受け取ります。最後に、封筒に入れた同書類を警察署に提出しに行きます。 

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？ 

特になし 

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？ 

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？ 

していない 



 

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（５月１１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（１０月２０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？ 

優先かどうかは定かではありませんが、取りたい授業は取れました。 

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？ 

最初の週に気になる授業を履修登録関係になく受講することができるので、そこで授業の変更が出た場合には新しく履修

登録を変更することが可能です。 

 

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 
      起床 

朝食 

                              

8:00 
      Applied 

Anthropology  

(２and half hrs) 

                              

9:00 
起床 

朝食 

      起床 

朝食 

起床 

朝食 

起床 

朝食 

            

10:00 
勉強                   History and 

Design of Glass 

in Venice 

(２and half hrs) 

起床 

朝食 

起床 

朝食 

11:00 
            昼食                         

12:00 
      勉強 

昼食 

History of 

North American 

Culture  

(１and half hr) 

勉強 

昼食 

      勉強またはお出

掛け 

昼食 

勉強またはお出

掛け 

昼食 

13:00 
                        昼食             

14:00 
            勉強                         

15:00 
                                          

16:00 
                        Historyof 

Venice 

(２and half hrs) 

            

17:00 
                                          

18:00 
イタリア語授業 

（２時間半） 

日本語 TA 

(１時間半) 

      イタリア語 

（２時間半） 

                  

19:00 
                                          

20:00 
      夜ご飯 夜ご飯       夜ご飯 夜ご飯 夜ご飯 

21:00 
夜ご飯             夜ご飯                   

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 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。 

私の住んでいるアパートは２つ大きな部屋があり、それぞれ４人ずつ住んでいますが、私以外全員イタリア人です。よく、８人

全員でパーティーをしたり、映画鑑賞をしたりします。とても賑やかで楽しいです。 

授業も学部にとらわれず自分の興味があるクラスを受講できるので熱心に取り組むことができるのではないでしょうか。 

 

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。 

正直、留学の手続きは志望理由書を始め、ビザ申請など留学に行くまでの手続きがとても大変で追い詰められることも多々

ありました。しかし、留学で得られるものはそれ以上に人生の中でかけがえのない思い出になることは間違いありません。留

学して３ヶ月が経ち、今過去の自分に伝えられるアドバイスがあるとするならば、イタリア語の勉強をもう少し行っておくべきだ

ったと言うことです。確かに、本格的に言語習得に身が入るのは現地に行って授業を取り、また現地の人との交流を始めて

からだというのは事実です。しかし、いずれ習う必要がある言語なのであれば、現地で初めてゼロから始めるより、少しその言

語に慣れた状態で始めたほうが良いのは言うまでもありません。最近では、インターネットの無料サイトで気軽に始めることが

できる教材も多くあります。ストレスにならない程度に毎日少しずつイタリア語に慣れて行くのも１つの手だと感じます。 

また私は比較的、留学を漠然と考えていて、留学する国や学びたいことが特に最初から決まっていたわけではありません。

しかし、留学のパンフレット、ウェブサイトでみる留学体験記や大学の情報、キャンパスの写真を見ているうちに、私も留学を

通して大学で自分の選択肢を広げてみたいと思うようになりました。もし、私のように留学を漠然と考えていたり、あるいは、

「留学」という考えが何と無く心の片隅にあり気になっているという学生は実際にパンフレットやネットを通して留学について調

べ、それが大学生活を有意義にする１つの選択肢であるがどうか改めて考えてみてください。 

私は今、美しく人々の活気で溢れ返る「水の都」、ヴェネチアで過ごす夢のような生活を送るキッカケを与えてくれた自分の

「留学」という選択肢に心から感謝しています。 

 


