


留学にかかった費用（概算）
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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。

I
主にインタ ーネット で情報を集めた。し ておい て良かったことは、ビザなどの情報を前もっ て調べておいたこと。

|
準備不足だったのは、 フランス語の勉強。

lri伍罰9昂罰J/tU粕註諄冨4音伍『�j一爛
’

む：l酎t.,.罰i詈咽

ビザの種類：学生ビザ
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）

申請先：フランス大使館

ビザ取得費用： 50€ 

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？

キャンパスフランスという インタ ーネットサー ビスに登録した後、フランス大使館に長期ビザ申請書、パスポー

ト、顔写真、経済証明書を提出する。

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というサイトに登録した後大使館に予約をし て赴き、必要書類を提出したのち1週間後にビ

ザシールを貼られたパスポートが返却される。

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

早めに予約しないと、 ビザ申請そのものが できなくなるの で注意
. . . . ・
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留学のだめの渡航前手続き ＇（その他の事前
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． 贔備について）
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その他済ませておくべき準備があればお魯き下さい（現地での現金調達準備 ，

現地に着いた後、空港でsimカ ー ドを買うとネットや電話がスム ー ズにでき安心。 その後、銀行にて口座を開か

なければならない







3. 上記の項目で就職を選択した方は、 差し支えなければ内定先を教えて下さい。 また、 その企業を選んだ理由
も教えて下さい。（内定を得た企業すぺての名前、 或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません）

4. 就職活動中・終了に関わらず， 就職活動について感想・アドバイスがありましたらお書き下さい。

（例：留学中の就職活動へ向けた準備 ， 帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に
思い、 留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。 ）

私の場合卒業後フランスで働きたいと思っているが留学後もう 一年大学院1年生を続ければ日本で就職活動は

可能だと思う

5. 進学を選択した方は、 差し支えなければ進学先を教えて下さい。

6. 進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、 試験対策等）がありましたらお書き下さい。

7. その他を選択した方は、 留学希望者に向けたアドバイスがありましたらお書き下さい。

進路に関する情報は、今後留学を考える方の情報として、本報告書の公開のみならず、国際教育センターや就職

キャリア支援事務室の関連ホームペー ジや冊子等、留学説明会において、匿名のデータとして公開することがあ

りますので、ご了承下さい。なお、冊子やホームペー ジに公開する前には皆さんに原稿の校正をお願いすること

がありますのでご協力お願い致します。

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 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

8:00 
起床 起床 起床 起床 起床 睡眠 睡眠

9:00 
準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備

10:00 
授業 授業 授業 授業 授業 フフンス語 娯楽

勉強

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業 娯楽 娯楽

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

13:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

14:00 
授業 授業 授業 帰宅 帰宅 友達と会う 美術館など

15:00 
授業 授業 授業 掃除 娯楽 友達と会う 美術館など

16:00 
授業 授業 授業 洗濯 娯楽 友達と会う 美術館など

17:00 
買い物 授業 授業 友達と会う 娯楽 友達と会う 美術館など

18:00 
帰宅 帰宅 授業 娯楽 授業 友達と会う 美術館など

19:00 
夕食 夕食 授業 娯楽 授業 友達と会う 美術館など

20:00 
風呂 風呂 授業 娯楽 夕食 夕食 夕食

21:00 
フフンス語勉 フフンス語 夕食 夕食 フフンス語 娯楽 娯楽

強 勉強 勉強

22:00 
授業準備 授業準備 授業準備 授業準備 風呂 娯楽 授業準備

23:00 
娯楽 娯楽 風呂 風呂 娯楽 風呂 風呂

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
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学習 ・ 研究活動についてのレポー ト（履修した科目ごとに記入してください） I 
本学で認定された単位数合計

1)留学先で取得した単位数合計
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。

t/-2-
唸単位

----- --------------------------�------------

回 {O 単位

□単位認定の申請はしません（理由：---------------------------------------------------------------- ---

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポー トです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書

登下登い"-一ー記入スペー＝ースが足りない鳩合はー、_A4昂紙c==�=区＜径空い-·―------------------------------

履修した授業科目名（留学先大学言語） ： 履修した授業科目名（日本語） ： -響 一―----------------------------------- -------------------------- -----

architecture and ideology 建築とイデオロギー

科目設置学部・研究科

履修期間

単位数

本学での単位認定状況

授業形態

授業時間数

担当教授

授集内容

試験・課題など

感想を自由記入

建築学科

前期

3 

単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）

講義（チュ ー トリアル，講義形式等）

1週間に180分が1回

brent patterson 

建築の視点から様々な災害、テロなどの問題に切り込み議論する。

毎回レポー トを提出し、最終的には20ペ ー ジあまりの論文提出とプレゼンテ ー ショ

ンが求められる。

授業が全て英語で積極的な態度が求められる。個人的に、この教員は私に対して理不

尽に厳しかったため悩み、事務と相談したことがある。奨学金の関係でこの授業の単

位が必要で 最後まで頑張ったが、正直精神的に苦痛な授業なためあまりお勧めしな

い。

履修した授業科目名（留学先大学言語） 履修した授業科目名（日本語）
-------------------------------------------------------疇—------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------· 蝙

designing and man i factur i ng of furniture in コンクリ ー トでの家具製作

concrete 

科目設置学部・研究科 建築学科

履修期間 前期

単位数 3 

本学での単位認定状況 2 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）

授業形態 製作（チュ ー トリアル，講義形式等）

授業時間数 1週間に300分が1回

担当教授 daniel magniac 

授業内容 自然の形や物質から家具の形を思いうかべ、それを実際にコンクリ ー トを使って家具

にしていく

試験・課題など 出来上がったコンクリ ー ト家具

感想を自由記入 グループになり、一から物を作るという作業がとても興味深く、建築の本質を学んで







※単位認定結果に関する項目は理工学部事務室にて記入します。

11 学習・研究活動についてのレポー ト（履修した科目ごとに記入してください）

1)留学先で取得した単位数合計
本学で認定された単位数合計

※該当項目にチェックのうえ， 記入して下さい。

42単位
I□単位認定の申請はしません（理由：------- ---------------------- -- ----------- - -------------------------- ----- -------- 一------------ ---------

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポー トです。 今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書

ロ 単位

き下さい。記入スペースが足りない場合は、A4用紙で別途作成し、添付してください。--------------------------------------------- ----------------------------1―-------------------------------------------------------------------

履修した授業科目名（留学先大学言語） ： 履修した授業科目名（日本語）----- -- ---------------------- ------------------------ ------------------------- -- ----------------------- ------------------------- --------------------------- -----------
I iving anf working:from analysis of uses to I住、 職場環境の分析

architectural conception 

科目設置学部・研究科

履修期間

単位数

本学での単位認定状況

授業形態

授業時間数

担当教授

授業内容

試験・課題など

感想を自由記入

建築学科

後期

2
 

単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）

講義（チュ ー トリアル ， 講義形式等）

1週間に90分が1回

micheal fenker 

フランスの企業の職場や、住宅の環境、住みやすさ、 働きやすさなどを学習する。

最終提出物に自分が分析した職場のレポー トがある

8時30分からの授業で遅刻するとかなり怒られるのと、レポー トの重さにとても苦

しんだ。

履修した授業科目名（留学先大学言語） 履修した授業科目名（日本語）
------- ------------------------------ ---- ------------皿--------- ------------------------- --· 響 ----------------------------- ----------- ----------- ------------------------------------------

art/music/architecture 芸術音楽建築

科目設置学部・研究科 建築学科

履修期間 春季短期型

単位数 2 

本学での単位認定状況 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）

授業形態 講義、 実践（チュ ー トリアル ， 講義形式等）

授業時間数 1週間に360分が5回

担当教授 g_ bi 11 aux 

授業内容 都市に存在する音を、 自分でレコ ー ディングし3分の音楽にまとめる。

試験・課題など 3分の楽曲

感想を自由記入 都市の音を自分で解釈し、プロの使うレコ ー ディング器具を使っての作業はとても剌

激的だった。

履修した授業科目名（留学先大学言語）--- ------ - ---- ------- -- --— ----------- - - ----

music forms and architectural conception 
履修した授業科目名（日本語）
. --- ------------------- ------ ---

音楽構造と建築の関係性







� 以下の各項目についてそれぞれ200字以上で具体的にご回答ください。

※文章は「です・ます」体に統一 して下さい。

留学しようと決めた1
理由

留学のためにした準

フランスの文化や建築、言語すべてに興味があり、大学院生のうちにそのすべてを学

びたくて留学を志望しました。また、長期留学は初めてであり、日本と言葉や考え方

が全く違う環境に自分を適応させる能力を鍛えたくて留学したいと考えました。

ラヴィレット志望の面接がちょうど卒業設計の時期と被り、その後も大学院の授業が

忙しく準備をするのがとても困難でした。もし時間があったなら、フランス語を真剣

に学べばよかったと後悔しています。英語がどれだけ話せようが、現地の人はフラン

ス語が話せないと取り合ってくれなかったり、授業の先生とのコミュニケ ーションも
備

取りづらくトラブルの元になります。
しておけば良かった

と思う準備 （例：何と言っても語学力を向上させることが一 番大切です。留学中は膨大な量のレポー トを

この留学先を

選んだ理由

書きます。読解力、作 文力、会話力を、 特に重点的に準備すれば留学後とても役に立ちます。
語学力以外にも、日本の文化や伝統行事・料理などにつ いてもっと理解を深めておくべきだっ
たと思います。留学先では 日本の代表者のように 日本のことを質問されることがよくありま
丈

このラヴィレット大学は、国立大学に加えて国際的なので、フランスの学生以外にエ

ラスムス制度を使った世界各国の生徒が集まり、とても開放的で自分の視野が広がる

と考えて志望しました。また、シラバスに載っている授業も興味深いものばかりで、

ぜひここに留学したいと思いました。

大学はとても開放的な雰囲気で、校庭には生徒が作った大きな作品がリラックススペ
ースとして活躍していたり、個性的なカフエテリアがあったり、夜深夜まで作業でき

大学・学生の雰囲気 る製図室やレーザーカッタ ー室がありとても楽しい空間でした。授業が終わるとみん

寮の雰囲気

交友関係

な校庭で話したりコー ヒ ーを飲んだりと、日本とはまた違った空気で学生生活が楽し

めました。

寮は比較的新しいつくりとなっており、20平方メ ートルと広々とした部屋が一人一人

に割り当てられで快適に生活できました。ただ、洗濯スペ ースに洗濯機が2個しかな

いので混み合うのと、通りに面した部屋は騒音に悩まされる問題がありました。しか

し、月406ユ ー ロで学校にかなり近い生活はとても便利で経済的でした。

（例：寮では頻繁に学生が交流できる活動が行われていました。パー ティ、ゲー ム、BBQなど盛
りだくさんで、友達を作るには最適の環境でした。）

校内には世界各国の学生がおり、積極的に話しかけることで打ち解け、授業終わりに

はみんなで飲みに出かけたり散歩したりとかなり充実した交友関係が結べました。友

達の友達、またその友達の友達と、フランス人だけでなく世界中の人たちと仲良くな

れる感覚が新鮮で、いまでも連絡を取り合ってる人達ができて本当に留学してよかっ

たなと実感しました。

（例 ・ 留学当初は言葉も拙く中々 友達が作れなかったのですが、積極的に自分から色々な人に
話しかけ、遊びに誘ったりしているうちに、パー ティに呼ばれたり 、 ご飯に招待してもらった
りと、いつの間にか周りには、楽し い時間を共に過ごす 友達が沢山できていました。また、後
期からダンスサー クルに所属した事で、一 緒に体を動かす 楽しみを通じながら、より多くの友
達が できました。）



困ったこと，

大変だったこと

学習内容・勉強

について

課題·試験について

大学外 の活動に つい

て

留学を志す人へ

日本と違い治安はあまり良くないので、 外出の際は必ず身の回り品に気を遣わなけれ

ばならないし、 ほぽ毎日のように道ゆく移民系の人々に差別的発言をかけられる苦痛

がありました。 また、 生活に関する手続きはすべてフランス語だし、 取り合う人々も

あまり親切ではなかったりするので、気を強く持たないといけないと思い知りました。

授業では、 日本で受けていた授業と全く違う内容のものや、 建築と関係ない音楽の授

業、 映画作成の授業など、 あらゆる興味深い授業が取り放題でとても驚きました。 実

際に家具作りや、 設計の授業の他に音楽の授業を履修しましたが、 建築の視点から音

楽を分析する刺激的な授業で毎回楽しみだったのを覚えています。

全ての授業に共通することは、 必ず積極的な姿勢を見せるということです。

（例：私は政治学を専攻していました。授業は学生同士の意見交換や共同作業が多かったです。
専門用語が理解できない 、 授業のスピードについていけない等、 落ち込むこともありましたが、
やる気と根性を見せれば 、 教授や周囲のクラスメイトはとても協力的にアドバイスをくれます。
また、 教授の許可を得て、 授業を録音するという工夫もしました。）

課題量は授業によりましたが、 大量の論文製作、 難しい椅子の設計、 グル ー プワ ー ク

での共同作業などが州の自由時間の大半を占めて、 かなり忙しかったことを覚えてい

ます。 また、 最終提出の週では学校に泊まり込んで模型製作に明け暮れたりと、 精神

的にも身体的にも追い込まれましたが、 達成感は素晴らしいものでした。

（例 課題量は膨大でした。 慣れるまでは毎日の睡眠時間が平均4時間程度と、 明け方まで勉
強する時期もありました。 しかし 、 勉強内容も自分が興味があることですし 、 頑張った成果が
試験に反映されているととても婚しく思いました。）

大学以外の活動では、 学校の友達と近くの公園でずっと話し合ったり、 美術館や映画

館にいったり、 さまざまなイベントに参加しました。 また、 休みの日にはフランス国

内を旅したりして見聞を広めました。 人と関わる時間が日本にいる時よりも圧倒的に

多く、 さまざまな文化の違いや宗教の違いを目の当たりにして、 本当にいい刺激にな

りました。

（例 ・ ダンススクールに通ったり、 難民救済のボランティアに参加したり 、 大学外の交流も持
つようにしていました。）

留学生活は本当にあっという間で、 この一 年の中で成長したい、 吸収したい、 という

ポジティブで前向きで積極的な気持ちを持っていないとすぐに時間が過ぎてしまいま

す。 フランスという文化的に恵まれた国で何を吸収できるかは本人次第で、 留学した

らできるだけ家にこもらずに外に出かけましょう。 フランス留学、 とりわけラヴィレ

「これを知っておい ット校では色んな人々に出会えることができ、 毎日発見が多いので、 その一 つ一 つの
て欲しい」と思うこ 発見を大事にして留学生活を楽しんでください。
と、 アドバイス等

例： 「待っているだけでは何も始まらない」留学が良いものになるか否かは自分次第です。 留
学前も 、 留学中も 、 とにかく積極的にチャンスを掴み、 貪欲に学習しようという姿勢がとても
大切です。 また、 「諦めない」ということも重要です。 諦めたら留学は実現しません。 目標 、

やる気、 努力を持って、 臨んで下さい。

上記回答内容にまつわる写真、またそれ以外でも結構ですので写真の提供をお願いします（キャンパスや宿舎の
写真等）。 この写真は， 理工学部ホームペー ジで公開されますので， 写真公開を希望しない場合は ， 人物が映っ
ている写真は提供しないでください。




