留学先大学： パリ・ディドロ大学 (Université Paris Diderot)
留学先での所属学部・研究科： 文学研究科、文学・芸術・現代思想
留学先での在籍身分： 修士1年
留学期間： 2017 年 ９ 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 人文学研究科
： 修士1年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 7
月 28 日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日： 9 月 1 日
学年終了月日： 6 月 30 日
学期：
① 9 月 1 日～ 12 月 20 日
② 1 月 18 日～ 6 月 30 日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

フランス国立の第7番目の総合大学にあたるパリ・ディドロ大学は、フランス現代文学を学ぶ
のであれば、優秀な教授陣が揃い、非常に学びの多い教育機関である。その他の分野では、Ｆ
ＬＥと呼ばれるフランス語教育法を学べる学部や日本語学科等アジアの言語を学べるコースが
充実しており、生徒の間で人気を博しているという印象を受けた。

1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：
週に2コマ各1.5時間のフランス語の授業を受けた。登録できるのは文法とアトリエと呼ばれるオーラルやライティング
等の技能を伸ばすコースの二種類である。レベルは登録時にオンライン上でテストを受け配属される。（Ａ1,Ａ2,Ｂ1,
Ｂ2,Ｃ1-2の五段階）

勉学面でのサポート：
留学生によっては、テストの代わりにレポートを提出する等の代替措置を適用してもらっている人もいた。そのあたり
は交渉次第かと思われる。また、勉強をサポートしてくれるグループ（学生アルバイト）の広告を見たことがあるの
で、必要であれば、そのようなサービスも受けることができそうである。

精神面でのサポート：
個人的には、留学前から数人知り合いがすでにいたことや、留学後も留学生やフランス人の友人を難なく見つけること
ができ、精神的には彼らに随分と助けられていたように思う。大学自体にサポートがあるかどうかはわからない。
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住居・生活面でのサポート：
交換留学の提携の恩恵を受け、大学徒歩数分のところにある比較的新しい2015年に建てられたＣＲＯＵＳの学生寮に
住むことができた。部屋にはシャワー・トイレのほか、小さなキッチンスペースがついて21㎡。立地も中心地まで10
分ほどで行けるメトロ（地下鉄）の目の前と、一人暮らしには最適であった。

課外活動のサポート：
スポーツジムが比較的安く利用できるようであった。

1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。
（気をつけること等）
・ＣＡＦの住居手当の申し込みはできる限り早く行うこと。
（ＣＡＦは問題があることが多いようで、必要書類の一つである「出生証明」は、在仏日本大使館にて申し込めるもの
を使用するとよいかもしれない。）
・入居時にカメラで（日付がはいるので）部屋の状態の写真を撮っておくと、退去時になにか文句を言われた場合の証
明になるかもしれない。
・寮ですれ違う人と仲良くしておくと、グループに入れてくれたり、情報を提供してくれたりと何かと助けられること
も多い

3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）

また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）
フランスで加入を求められた学生用の保険ＳＳ(Séculité Sociale)に加え、付帯のLMDEのミュチュエル(Mutuelle)
の二つの保険に入ることで医療費は100パーセントカバーされたが、実際には付帯のほうは日本の保険に入るの
であれば正直必要ない。近年中に保険のシステムが変わる予定なので、もっと分かりやすくなると思われる。

3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

住居費（400€程度）にすべて含まれていた。Ｗｉｆｉは寮に通してあり、有線もあった
が寮次第のようである。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。
大学の図書館、いくつかの大学の建物（ODG）のパソコンルーム。また、そばの別の大学INALCOの図書館Bulac
のパソコンも利用した。日本語を入力する機会は私物のパソコン以外ほとんどなかったため、わからない。日本
語学科の友人は使っていたので、キーボード配列は違うが、設定自体は問題なくできるのではないかと思う。

3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。
ほとんど通わなかった。6月末に一度急性難聴のため、総合医にかかった。保険の手続きを怠っていたことが祟
り、その場で20€程度支払う必要が生じたが、通常ならばcarte vitaleと呼ばれるカードを持っていくことで大部
分が保障される。（私の場合も証明書を出してもらったのであとから請求が可能）

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。
神戸大学では自然と運動することになっていたが、心がけないと運動量が劇的に減ってしまう可能性がある。特に留学開始後からす
ぐに鬱々とした冬に向かうので、精神的にうまく乗り越えるコツとしては毎日外にでて人に会うことを勧めたい。留学生の友人でダ
ンスの授業をとっていた人は、悪くなかったといっていた。ジムや授業を利用するのも運動不足解消にはよいかもしれない。
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3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）
・フランスの銀行口座はＢＮＰ Paribasで開設した。語学には不安があったのでフランス人に手伝ってもらった。口座がないことには話が進まない手続きも多いので早めの開設を勧めたい。この口座に、
数か月に一度トランスファーワイズというサイトを利用して送金していた。このサイトは手数料がほとんどかからず、優秀。日本にいる間に準備しておくと便利である。
・万一の場合に備え、りそなのデビットカードを作っていたので、現地通貨で引き出すことができた。（この口座に奨学金が入金されるように手配）
・クレジットカードも数枚持っておいた。保険には特に期待していないが、エポス。セディナ。等。
複数の手段を用意しておけば、何かに問題が生じたときにも何とか生き延びることができる…！

3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。
お土産文化はそんなにないが、なにかお世話になる機会もあるかもしれないので、お茶など伝統的なものを持っ
て行っておくと喜ばれる。
パーティーや人の家にお邪魔するときの持ち物のマナーは日本の感覚と大きく異なるので注意が必要。

大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。
友人の家族、パン屋のおばさん、市場の店主、本屋の店主、学会でであった研究者、大学都市の
日本館の研究者（日本人）、知り合いの知り合いのおかげで徐々に交友範囲も広がった。

課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。
なし。バイトを探すうえで、MixBというサイトは便利そうであった。
バイトのなかでは、日本料理店・ベビーシッターの人気が高かったように思う。あるいは、日本語教師の需要もあり
そうだった。

留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）
パリに限らず、日本を一歩でると安全面はぐっと下がるので、盗難等の軽犯罪には注意が必要。また、アジア人女性を狙った軟派は多い。。。パリの人はフランス
語がある程度話せ愛想よくしておけば、そんなに不親切ということもない。パリ人はアジア人に比較的慣れているので、差別的な言葉をかけられることもそんなに
多くない。その他の町に出かけると目立つこともある。
知らない人と目があったら、争いや危険ごとを避けたいのなら、すぐに目を逸らすこと。喧嘩を吹っ掛けられるか、なんらかの合図である場合が高い。

3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

なし。

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。
円／月
（財団等名） 業務スーパージャパンドリーム財団 ， 15万
その他（渡航費等の支給）

円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

パリ在住であれば、国際大学都市のＣＡＦやＬＭＤＥなどの手続きの補助が大変親切で役に
立った。
5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。
サランラップ、簡単な日本料理の材料、調味料（醤油、めんつゆ、梅干、そうめん等）、スリッパ、日焼け止め（現地はきれいに焼くためのものが多い）、歯ブ
ラシ（現地のものは大きい！）好みがあればノート、ファイル、文房具、常用薬、日本茶、夏服（背中も含みデコルテが大きく開いたものが多すぎ似合わないこ
とも多々）旅行が好きならば携帯用の洗剤やシャンプーなどのセットが便利、100均で買える洗濯ネット、まな板、簡単な生活用品等

5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（ Ｂ１
）
点→帰国後（ Ｂ２−Ｃ１
）
点
新しい価値観、とくにそういうものだと思わされている既存の思い込みに頼ったり、周りの考えに流されす
ぎないようになった。日本とフランスは両極端といっても過言ではないほど、大きな違いのある国で、フラ
ンスに暮らすことで日本の良い面悪い面が見えるようになった。パリにはフランス人だけではなく、様々な
国から人が集まっており、それらの異なる文化圏の人と交流することで、思いもよらない考え方に触れるこ
とが多い。刺激を受けるにはうってつけである。
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。
言語。何をするにも言葉が肝心で、授業、フランス人の輪（特に若者！）に入っていくのにも語学が壁になった。若い人は話すス
ピードが速い上に、スラングが山のようにあるフランス語は初めのうちはかなり苦労を強いられた。半年間は少なくとも、フランス
人だけのグループにひとり混ざっていたりすると議論に参戦できないどころか聞き取れないことも多く、話から零れ落ちている自分
に落ち込むことも多々あった。
また、手続きに問題を抱えている国のため、言語ができないとなおさら面倒がられるので、フランス人の友人に助けてもらうか、早
いうちに語学をある程度習得してしまうことがおすすめ。交渉してこそ、（ようやく動いてくれる…）の国です。あきらめてくださ
い。

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。
留学前は担当の事務の方が交換留学の概要を丁寧に説明してくださり、同じ大学に留学する神大生ともその説明
会にてあらかじめ知り合うことができたことが生徒同士で助け合うことにつながった。とても助かりました。
また、保険の説明もわかりやすく、ある程度の必要な情報は事前に入手できていたように思う。
情報という観点からは、個人的にはあまり先輩方の留学体験記を読んでは来なかったが、そのあたりも把握でき
ていたら、もっとスムーズに手続き等も進んだかもしれないと感じた。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。
薦める。
留学に特に何かを期待していたつもりはなかったけれど、他国で一定期間暮らすということで、日本を
客観視することができるようになるほか、得難い貴重な出会いができることは間違いない、とほぼ一年
間の留学を終え実感している。どういう時間を過ごすかは人それぞれ違うが、留学に一年間という短す
ぎも長すぎもしない時間を割くことが、悪い結果につながることはそうないのではないかと思われる。

5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか：
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 3
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 4
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： 5
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか：
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 4
・留学全体の総合的な評価： 4

5

4
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留学先大学： パリ・ディドロ大学 (Université Paris Diderot)
留学先での所属学部・研究科： 文学研究科、文学・芸術・現代思想
留学先での在籍身分： 修士1年
留学期間： 2017 年 ９ 月～ 2018 年 6 月
神戸大学での所属学部・研究科： 人文学研究科
学年（出発時）
： 修士1年
本報告書記入日： 2018 年 7
月 28 日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名

教授名

（現地語・和訳）

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含
めて教えてください。

penser le roman, penser la
poésie
小説を考える、詩を考える

ドミニク・ラバテ教授・
ローラン・ジマーマン教
授（オムニバス）

2

6

25

テスト有。論述形式。
さまざまな観点から、詩・小説を考えなおす。

ｃours de méthodologie
de la recherche 1
方法論

ドミニク・ラ 2
バテ教授

2

50

Ｃlefs de contact
（コンタクトをとるきっ
かけを得るための授業）

ローラン・ジ 3
マーマン教授

4

60

大講義室。修士論文をいかなる手つき
で書いていくのか、方法論に関して。

４

ｔhéories critiques
批評法

ピエール・ザウイ教
授等（オムニバス形
式）

2

4

20

テスト有。論述形式。

５

Ｃeci est mon sang(séminaire,
anthropologie du sang)
血の文化人類学

ジャン・フランソ
ワ・コルティ教授

2

4

35

Question de temps
文学・美学における
時の問題

オムニバス形 2
式三人の教授

レポート及び発表。私はレポートを選
択。

4

60

大講義室。3問中一問を選択し、論述。
いわゆるディゼルタシヨン（小論）。

７

ｇrammaire B2
文法

パスカル・ソ 2
メ教授

3

30

８

ｇrammaire B2
文法

パスカル・ソ 2
メ教授

3

中間テスト。期末テスト。
きちんと復習すれば問題なし。

30

同様。私はこの先生にお願いし、Ｃ１の文法クラスにも聴
講で出席させてもらっていました。そのあたりの融通もす
べて先生次第です。

Atelier la civilization et
la culture
アトリエ文化文明Ｃ１

ギヨーム・フォ 2
ン・シン教授

3

10

言語学の先生で、ＦＬＥの学生の模擬授業を
受講する機会をこの先生を通じて得ました。

Atelier oral
アトリエオーラルＢ
２

2

3

10

中間テスト。期末テスト。
毎週異なるフランスに関わるテーマの記事を読み、それについ
て出身国と比較しながら意見を言語化するという授業。

１
２
３

６

９
１０

大講義室。
文学部を終えて、修士卒業後にどのような道に進むのかを
考えさせる講義。

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

基本的には2時間授業が多く、たまに3時間のものがある。留学生に対して代替措置を設けてく
れる先生もいるようだ。私は普通の学生同様に受講したが初めの学期は相当苦労した。携帯の
録音アプリを用いて録音しテスト前に聞き直したりもした。
テストがある授業を受講する場合は、早いうちに友達や知り合いをクラスのなかに見つけてお
くと、後で助けてもらえる可能性が高い。

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃： 18万程度
・住居費：
（月額） 5万2000（手当-2.5万） ×（留学月数） 12 ヶ月 ＝ 32万程度
・食費： (月額） 3万
×（留学月数） 12 ヶ月 ＝ 36万
・保険料： 10万（日本）+ 5万
・その他：
合計： 150万
（留学期間全体の費用）
本代・旅費等30万（一時帰国含）、携帯1万（購入）+月々1000円＝2万程度、留学登録料1万5000、家具（ランプ・食器）等生活用品

10万、語学研修（授業前）4万程度、語学試験5万程度
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）

留学を開始し2か月が経過するころ、パリの町とひとに魅了され、このまま来年も残って、
学び続けたいと希望するようになった。まず問題となったのが語学であった。留学当初は交換
留学に必要なＢ１しか取得しておらず、それもＴＣＦという4択の選択形式の試験での成績の
ため、正直、努力が足りていなかったと思う。そのような状態、本当にBonjour! Merci! レベル
からのスタートだった。留学開始時には、日本で知り合った日本語もしゃべれるフランス人の
友人に本当にお世話になった。毎日拙くてもフランス語で連絡をとり、わからないことは逐一
聞き、家に帰っては、その日にいうことができずもどかしかった表現を書き出して頭に入れ
た。私にとって、空っぽだったことは案外プラスに働いたかもしれない。外国語である以上、
常にその国の人が使った言葉をどこかで借りてきて、それを利用・応用することが基本とな
る。どういう場面でどういう表現が適切なのか、どういう論展開をするのかという数多の例を
一年間通してかき集めた。まだまだ課題は残るが、それでもこの夏にはあと数点でＣ１という
ところまで到達した。
フランスに残ることを決めた理由の一つに、教授や優秀な研究者たちの存在があった。とく
にフランス現代文学を専門とされるドミニク・ラバテ先生の授業を受けてから、この人のもと
で勉強を続けたいと強く願うようになり、11月12月には教授に来年度の指導教官を引き受けて
いただけないかと願い出た。必要な語学レベル（ＤＡＬＦＣ１以上）を6月に受けた語学試験
では満たせず、この計画も頓挫かと思われたのも束の間、教授に提出していた新たな修士の研
究計画にtrès bienというお返事をいただけ、そのおかげもあり、来年度の登録が許可された。
この一年間、もがきもがき、荒波にときどき溺れながら辿り着いたのが、来年度からの修士課
程である。漸くスタート地点に立てたと感じている。
この冊子を手に取って読んでいるような人は少なくとも留学に興味があり、留学を目の前に
控えているか、どの街へ留学するのかを迷っているような段階の人が多いのではないだろう
か。個人的には、日本人がフランスに行って学ぶところは多いと思うし、留学は余裕があるの
であれば経験してみてもよいと思う。フランスは日本同様に中央集権国家なので、パリやリヨ
ンなどの大都市に人もものも集まる傾向にある。しかし、田舎のよさももちろん随所に見出せ
るので、どの都市にするのかは本当にその人次第だと思う。パリの第一印象は、いろんな人が
暮らしているということと街が汚いということ。それでも、文化的には非常に魅力にあふれ、
また人々のメンタリティーも日本とはがらりと異なる。過剰なサービスはしないし、お客も対
等の関係を当然だと思っている。気候的には、冬は天気がとにかく悪く、気分もふさぎ込みが
ち。心の健康のために、はやいうちに知り合い友達を作って外出することを勧めたい。夏は
打って変わって（エアコンはあまり設置されていないものの）日本よりずっと過ごしやすいの
で、バカンスをフランスで過ごすのも快適かもしれない。（地方により差あり）留学は9月か
ら、はじめのうちは半そでで問題ないが、あっという間に冬モードになるので、冬服も持って
いくことをお忘れなきよう。ただ、暖房施設がかなり充実しているので室内では半そでになる
人も。調節しやすい恰好を勧める。

