
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 8月 23日 

留 学 先 大 学 ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 

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）：外国語大学日本言語文化学部，（現地言語での名称）：Ngon ngu van hoa Nhat 

Ban 

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：特定の学部に所属していますが、外国語大学(学部)の授業なら多分何でも取れま

す。なんなら他の学部でも可能。交渉次第。 

留 学 期 間 2018年8月－2019年1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。 

よかったこと：①四月からベトナム語を習い始めたこと②facebook の日越のコミュニティに参加して発信した事。それがきっかけでベトナム

で活躍する日本人の方に出会えた。準備不足だったこと：①各種ワクチン接種を中途半端な状態できたこと。②とにかく大学からの連絡

が雑なので、もっと早くから明治の選考に通り次第ケツをたたいて連絡させておけばよかった。そのせいであらゆる手続きがギリギリになっ

た。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：シングル DH 申請先：ベトナム大使館 

ビザ取得所要日数：書類が揃えば大使館で即日で取得

可。ただ、大学がその手続きをして書類が完全に揃うま

でに 2 か月ほど要した。 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：7500 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？ 

ベトナム入管からの許可証（ベトナムの大学に手続きを要求）、個人情報などのフォーム(その場で記入)、入学許可証 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大学へ出願、必要書類の提出→大学がベトナム入管許可証の取得→メール添付→それをもって大使館で visa 申請。書く

とシンプルだが、大学側の担当者は手続きを理解しているわけではないのでこちら側から具体的に欲しい書類を言った方が

いい。返信がめちゃくちゃ遅く、また雑なので詰めに詰めた方がいい。 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点  

マルチプルになるだろうと思っていたが、シングルだった。海外旅行に行きたい人は大学側に先に要求すべき。大使館の HP

のビザ関係のところはベトナム語でしか書かれていない。大使館に質問がある場合は電話しても絶対に出ないのでメールす

べき。しかし返ってくる確率は低いので何回でも送った方がいい。先方の日本語の読解力は低いので簡潔に短く送るべき。

完全にお役所仕事。しかも役所といってもベトナムの役所なので手続きは戦いだと思った方がいい。 

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） 

ワクチン接種、sim ロック解除 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Vietnam Airline 

航空券手配方法 DMM   ※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 ノイバイ国際空港 現地到着時刻 13:30 

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 

流しのタクシーに乗ると確実にぼったくられるのでgrab(uber的なもの)を使ってタクシーを呼ぶべき。詳細な待機場所を電話で伝える必要

があるが、英語は通じないのでその辺のベトナム人に頼むとよい。 

大学到着日 8 月 15 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（最大 6 人まで可。現在 3 人入居中。） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（居候のベトナム人(友達)） 

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 入国後に担当者と一緒に手続きをした。特に日本でやることはなく、寮に入りたいとだけ伝えれば

いい。 

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 日本人学生同士で日程調整をした。 

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？ official なものではなく、日本人学生のために外国語大学(学部)が開いてくれたもの。日本語の話

せる学生と教授が授業などについて教えてくれた。 

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 8 月 20 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？ 

特になし 

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？ 

空港で sim カード購入。1 か月 2000 円ぐらい。4GB/日。期限が切れたらコードを購入。一か月 500 円。学生寮の student 

market に売ってる。 



 

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（8 月 18 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（英語、日本語ができる学

生、教授のサポートの元、紙に書いて提出。シラバスはベトナム語。） 

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？ 

正規学生は必修があるが、留学生は取らなくてもいい。例えば授業 C を取るためには授業 B を、それを取るためには授業 A

を修了していなければならないが、留学生は C からとってもいい。交渉次第。 

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？ 

      

 

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 
カフェでベトナム語

勉強 

カフェでベトナ
ム語勉強 

プレゼンの授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

週による 週による 

8:00 
カフェでベトナム語

勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

プレゼンの授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

            

9:00 
カフェでベトナム語

勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

プレゼンの授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

            

10:00 
日本文化の授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

            

11:00 
日本文化の授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

            

12:00 
日本文化の授業 カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

カフェでベト
ナム語勉強 

カフェでベトナム

語勉強 

            

13:00 
昼食 ベトナム語授業 ベトナム語授業 ベトナム語授業 Skype でゼミ             

14:00 
カフェでベトナム語

勉強 

ベトナム語授業 ベトナム語授業 ベトナム語授業 Skype でゼミ             

15:00 
カフェでベトナム語

勉強 

↑の先生とおし
ゃべり 

部屋で作業 部屋で作業 カフェでベトナム

語勉強 

            

16:00 
カフェでベトナム語

勉強 

インターン 部屋で作業 部屋で作業 カフェでベトナム

語勉強 

            

17:00 
ベトナム語授業 インターン ベトナム語授業 部屋で作業 ベトナム語授業             

18:00 
ベトナム語授業 インターン ベトナム語授業 友達と遊ぶ ベトナム語勉強             

19:00 
夕飯 夕食 夕食 夕食 夕食             

20:00 
友達と遊ぶ/ダン

スしに行く/ベトナ

ム語勉強 

友達と遊ぶ/ダン

スしに行く/ベトナ

ム語勉強 

友達と遊ぶ/ダ

ンスしに行く/ベ

トナム語勉強 

友達と遊ぶ/ダ

ンスする 

友達と遊ぶ/ダ

ンスする/ベトナ

ム語勉強 

            

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
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。 

・ベトナム国家大学ハノイ外国語大学：大学の中に大学(学部)があるというような感じ。交換留学生なので特定の学部（学

科）に属さないと考えていたが、なぜか日本語学部（学科）に配属されていた。しかし授業はどこの学部のものも取れるので

日本語学部に縛られているという訳ではない。 

・交換留学プログラム：正直、留学生受け入れの体制が整っているとは言い難い。例えば正規生はohomeiji的なもので授業

の登録をするが、留学生は紙に書いて申請する。また、授業前ガイダンスも official なものはなく、日本語学部の先生方に

厚意で開いていただいた。 

 統一された事務機構があるわけではなく、先生方が事務をやっている。よって何もかもが遅く、雑。情報が十分に教員間で

シェアされていないので先生によって発言が全て違ったりもする。よって受け身では十分な情報を得られない。逆に現場が

強い+ルールが基本的にないので、自分のやりたいことを主張し交渉すれば通る。 

・授業：現在とっているのは日本語学部の授業×２とベトナム語の授業×２のみ。ベトナム語の授業は日本人留学生対象の

ものと、先生と自分の一対一のものがある。一対一のものは先生方に交渉して自分のために開講してもらった。 

・宿舎：学生寮に中国人留学生とベトナム人学生と住んでいる。最初に先生に家賃は光熱費、水道代、160usd/月と言わ

れていたが、寮の管理人曰く 160usd は必要ないようだ。なので高くても月に 4000 円ぐらい。中国人留学生は親に強制的

に留学させられたようで、やる気はない。ベトナム語も英語も話せないのでコミュニケーションはとれない。ベトナム人は居

候。趣味のダンスを通じて知り合った友人。急に部屋に現れて一緒に住むことになった。 

・課外活動：教育系のベンチャーでのインターン。日本語学校のボランティア。また、明治に来ていた元交換留学生と一緒

に越日交流会の立ち上げ。趣味のブレイクダンス。駅伝大会への出場。 

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。 

東南アジアに興味のある人、他の人とは一味違う留学生活を送りたい人にはベストの留学先だと思います。 

メジャーな留学先である欧米圏とは全く異なった体験ができると思います。欧米とはまた異なった主張の世界故の交渉力、

そしてどこでも生きていける生命力、図太さ、適応力が付きます。 

ベトナム人は一般的に日本に対して良いイメージを持っているので、みんな優しいです。 

また、活躍されている日本人の方(駐在員、起業家)とも簡単にお会いできる環境です。将来東南アジア、ベトナムで働くこと

を考えている人には良い機会になると思います。 

 


