
協定留学近況報告書 

記 入 日 ２０１９年 １１月 １日 

留 学 先 大 学 ヴェネツィア大学 

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 ２０１９年９月－２０２０年６月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部公共経営学科     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。 

学部間共通のイタリア語初級 A を履修したことはとても良かったと思います。授業の言語は英語ですが、日常生活で簡単なイタリア語が

分かると便利です。 

また、留学報告書を読んでおくといろいろな情報がゲットできるので重宝していました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：タイプ D(交換留学用)  申請先：イタリア大使館  

ビザ取得所要日数：約 2 週間  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料  

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？ 

大使館指定のビザ申請用紙、留学期間分の十分な資金が確認できる銀行口座のコピー、パスポート、パスポートコピー、住民票、住居に

関する書類(必要ですが Acceptance letter に大学側が住居探しを保証すると書いてあったのでなくても大丈夫でした)、派遣先大学から

の入学許可書、両校の間で取り交わされた交換留学協定書のコピー、海外傷害保険の契約書(日本語・英語どちらも) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館のホームページから予約(予約が結構先まで埋まっているので早めに予約することをおすすめします) 

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？ 

なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

予約がなかなか取れなかったこと。意外とキャンセルが出て空きが出る場合があるので予約後も毎日サイトをチェックして結

果的に最初予約したときよりも早い日程が確保できました。 

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） 

現地で現金を引き出すためにキャッシングができるクレジットカードを作りました。 

また、携帯電話は現地の会社から SIM カードを購入し利用するので事前に日本で SIM ロックを解除しなければなりません。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
JAL の公式ホームページから購入しました。 

※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 １３時過ぎ 

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 ３０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 

８ユーロ。乗る前に打刻しないと罰金を取られます。 

大学到着日 ９月４日１４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 寮が埋まってしまったため、大学からのリストに載っている連絡先に連絡をしました。 

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？ 

渡航前に見つかりましたが、苦戦しました。また、入居した住居には問題はありませんが住んでいる地域が、あまり治安が良くないとイタリア

人に聞いたので、1 月に学校の新しくできる寮に引っ越す予定です。 

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 ９/１３ 

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？ 履修登録の方法・キャンパスツアー・welcome party キャンパスツアーがあるのでもし学部の授業を取るの

であれば、その学部の welcome day に参加する方が好ましいです。 

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 16 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？ 

滞在許可証を申請する必要があります。郵便局に行ってキットを貰いますが、ベネチア本島の郵便局は早い段階でなくなってしまうのでメ

ストレの郵便局で貰いました。また、小さい郵便局では取り扱っていないこともあるのでできるだけ大きな郵便局に行くことをお勧めします。

また、書類の記入に関して予約を取れば学校で一緒にやってくれるそうですが、サイトにあげて下さっている方の記入例を参考にすれば

簡単にできます。提出の際、日本円で１２０００円ほどかかりました。(クレジットカードで支払えます)この際も小さい郵便局だと受け取っても

らえないので大きな郵便局に行くことをお勧めします。 

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？ 

していません 

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？ 

携帯電話は日本で使っていたものを使用していて、イタリアでは SIM カードを購入しました。手続きはとても簡単で１０分ほど

で終わります。SIM カード購入の際パスポートが必要です。私は、TIM という会社のものを使用していますが、1 ヶ月３０GB＋

国内通話無制限で 10 ユーロのプランを選択しました。(初期費用が約 35 ユーロ程かかりました)  

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（     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（     月     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？  

優先はありませんでしたが、希望の授業はすべて取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？ 

SIE の場合は SIE を取り扱っているところにメールをすれば変更・追加ができます。 

また、それ以外の授業に関しては授業に出席してマイページで授業登録をすれば大丈夫です。 

 

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 起床                   

8:00 
起床 起床        起床 起床 起床 

9:00 
            授業 授業                   

10:00 
授業 授業 授業 授業                   

11:00 
授業 授業 授業 授業                   

12:00 
昼食 昼食 昼食 授業                   

13:00 
             授業                   

14:00 
授業 授業       授業       勉強 or 

おでかけ 

勉強 or 

おでかけ 

15:00 
授業 授業 勉強 or 家事 授業 授業             

16:00 
                        授業             

17:00 
      日本語 TA             授業             

18:00 
      日本語 TA                               

19:00 
                                          

20:00 
夕飯 夕飯 夕飯 夕飯 夕飯 夕飯 夕飯 

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

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。 

【大学】日本語学科がある大学を選んでよかったと思います。日本語の授業に出るとイタリア人と仲良くなれるので参加する

ことをお勧めします。 

大学のキャンパスは島のいろいろなところに点在しています。そのため、移動が大変です。 

私は主に経済学部のキャンパスに通っていますが学食が美味しくて安いのでよく利用しています。 

【授業】ついていくのはとても大変ですが、内容はとても面白いです。また、イタリアの生徒はとても積極的に発言をするので

授業が活発です。 

【宿舎】私は、現在アパートに住んでおりあまり同居人との交流がありません。寮に住んでいる子は、いろんなパーティーなど

に参加していて交流があるようです。また、メストレのVia piaveというところは治安が悪くて有名です。今そこの近くに住んでい

て特に危険を感じることはありませんが(警察が常にパトロールしている)もしメストレに住むなら Mestre Centｒo に家を借りた

方が良いと思います。寮が空いている場合は寮が一番良いと思います。 

【生活】日本語の授業で仲良くなったイタリア人と食事に行ったり買い物に行ったりすることができてとても楽しいです。また、

日本にいるときと違ってバイトをしていないので様々なことができます。 

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。 

留学に行くことはとても勇気がいることだと思うけれど、私は行くという選択をして本当に良かったと思っています。慣れないヨ

ーロッパでの生活は大変なことも多いですが、人生において貴重な経験になると思います。また、ベネチアは街のどこを歩い

ても本当に素敵な景色ばかりで毎日が夢のようです。 

留学に来てから、逆に日本のことを見つめなおす機会も多くイタリアにいながらも日本に対する知識も深まったのではないか

と思います。 

また、ヨーロッパ(特にベネチアはアクセスが良い)は色んなところに旅行に気軽に行けることができてとても楽しいです。 

 


