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交換留学（派遣）近況報告書

2018-2

留学先大学：パリ第７大学（統合後：パリ大学）
留学先での所属学部・研究科：文学部
留学先での在籍身分：学部生
留学期間：2019 年 1 月～ 2019 年 6
月
神戸大学での所属学部・研究科：文学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日：2019 年 3
月 26 日
1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞ 中国
＜期間＞一週間程度
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
■
□所属学部・研究科の教員
□以前に参加した先輩
□所属学部・研究科の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

□友人
□神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学プログラムに参加した動機を教えてください。最もよく当てはまる動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
１ 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
３ 語学力の向上
旅行ができる
４ 将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
異文化体験
経費が安い
２
個人的理由
その他（具体的に）視野を広げられる
1-4. VISA について
VISAの種類：学生ビザ
在日フランス大使館
申請先：
必要日数： 二週間弱
VISA 取得にかかった費用： ４万円程度（大使館までの交通費含む）
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。

長期ビザ申請書、証明写真、パスポート、ビザ申請料金（５０ユーロ相当の日本
円）、教育機関の登録証明書、経済証明（奨学金）、レターパック等を提出。順に
コピーして準備。
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

なし

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

大使館に申請する前段階として campus france で手続きが必要

2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社：ルフトハンザ航空
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：ルフトハンザ航空
シャルル・ド・ゴール
留学先大学最寄り空港名：
空港
空港到着時間： 15
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関
バス，鉄道 □タクシー
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 60
分，15ユーロ前後
空港からの移動の際の注意点：

財布等を盗まれないように注意すべきである
2-2. 留学生向け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：□有り
□無し
■
参加について：□必須
□任意参加
■
参加費用：□無料
□有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

内容が全てフランス語であったため大部分は理解できなかったが、学生証と大学の
パンフレット等の交付のためのオリエンテーションだった。なお、学生証が用意さ
れていない学生も多くいたようだった。

2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。必要な場合，申請方法，料金，取得に係る日数等を記入してください。

必要。2019年2月18日よりOFIIの登録方法が変更されオンライン登録になったようで
ある。学生ビザの申請料金は 60 ユーロ。
その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

特になし

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，大学等のコースに参加しましたか。参加した場合，大学（語学学校）名，コース名，
料金，期間等を記入してください。

intensif のフランス語の授業に参加。200ユーロほどで一週間、9時から17時（18時半
ごろまで、教員による）までフランス語の授業を受ける。派遣先（パリ第７大学）
のコース。
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留学先大学：パリ第７大学（統合後：パリ大学）
留学先での所属学部・研究科：文学部
留学先での在籍身分：学部生
留学期間：2019 年 1 月～ 2019 年 6
月
神戸大学での所属学部・研究科：文学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日：2019 年 3
月 26 日
出発前
どのように情報を集めましたか。参考になる本やホームページがあれば，記入してください。

特になし。一冊ガイドブックを購入し地下鉄の路線図を見るのに役立てた。私の場
合は既に半年間現地で留学している日本人が多くいたため、その方々に教わったと
ころが多い。

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前：レジデンス・ボージラール
・部屋の種類：□一人部屋
□二人部屋 □その他（具体的に）
■
・ルームメイト：□現地学生 □留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋
□自分で探した □その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
トラムや地下鉄で約40 分，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

15区の閑静な住宅街に位置しているため相当に治安がよく、かつ賑わっている。フ
ランス人曰く"sympa"な街。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

基本的に自炊し、月に１、２度外食。
・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：
トラブルはあったが解決：住居の確認書が出なかったため大学の国際科に向かうも担当者がバカンスに出てお
り、仮押さえのような書類だけ用意し寮に直接向かう。しかし要望通りの日付（1月2日〜）で通っておらず、2
月からしか住めないと寮の管理人に言われる。一ヶ月住むところがないのは困ると交渉し、到着日から住まわせ
て貰えることになる。

大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
■
・履修登録の方法：□On-line
□International Office等の仲介 □その他（具体的に）
■
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し
□有り
■
・優先・配慮があった場合，具体的に教えてください。

・希望通りの授業が履修できましたか。
：□はい
□いいえ
■
・希望通りの授業が履修できなかった場合，その理由を教えてください。
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２．現在までに，履修している授業について記入してください。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
１
２

stage intensif de langue et
civilisation francaises・フラ
ンス語およびフランス文化
に関する集中講座
culture and american cities ア
メリカ文化と都市

Jean-Michel
BENAYOUN
Mark Meigs

40時間/週

2ects

12

単語をひたすら詰め込むこと、集中すること、諦めないで授業に出る
こと

2時間/週

２

40

唯一の英語の授業でしたので気楽に出ていました。レポートでした。
授業についていけば良いと思います。

Histoire de l'art 美術史

Célia Nau

3時間/週

４

art et language -linguistique, sémiologie,
ésthétique 芸術と言語--言語
学、意味論、美学
écrit français フランス語作文

G. Mélis

2時間/週

２

50?
→25?
25

Najet
Boutmgharine
Claire Dupuy

2時間/週2時
間/週

３

25

かなり厳しい、フランス人も聞き取るのが難しいとおっしゃるほど早
口です。しかし発音はクリアで、毎授業出ていると一ヶ月もすればつ
いて行けるようになり感動します。しかしフランス人にノートを頼む
などしないと単位は厳しいでしょう。
出席も取らないし参考文献もなく、完全にオリジナルの授業をされて
います。面白いですが、いささか文学的なフランス語をお使いになる
ので語彙力が必要です。それから授業に関する前知識がある程度なけ
ればついていくのは難しいと思います。
書く授業ですが、話します。人数が多いためゆっくりしています。単
語さえ調べていれば文法的に難しいことは特にありません。出席重視
だと思います。

2時間/週

３

25

３
４
５

grammaire français フランス
語文法

６

文法の授業ですが、プレゼンがあります。優しい先生で、いつでも質
問に来るようにと強く言われます。授業ではフランス語文法の中級を
学べます、試験は難しいですが自由作文のような問題があり点数はい
ただけます。

７
８
９
１０

３．授業（カリキュラム等）について クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等
現地学生はかなり真面目に授業に取り組んでいます。そうしなければ単位を貰えず、また進級もさせてもらえな
いそうで、学部２年、３年と学生は次々に大学を辞めていくそうです。授業も二ヶ月もすれば参加者は少なく
なっています。成績評価の厳しさは担当教員により、フランス文学や美術史の成績評価はかなり厳しいのではな
いかと思います。授業はどれも興味深く、先生方も楽しげに授業されているように感じます。

一週間のスケジュール （授業時間，課外活動等，毎日の生活を記入してください。
）
月
火
水
木
金
土
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

フランス語
文法

アメリカの
都市と文化

フランス語
作文

芸術と言語
美術史

日
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)

留学中、何よりも感動したのは、不可解な音の塊を耳が音節に区切り捉えてくれた瞬
間でした。日本びいきの学生や先生は実のところフランスに少なくなく、こちらが不
慣れであることを察しゆっくりと、平易な語彙で話してくださる方は多くいらっしゃ
います。英語もパリ市内は充分に通じます。ですから、日本人になんて一片の興味も
ございません、英語を話す気もございません、というような方々が集まっている空間
に辿り着くことが重要でしょう。大学構内からフランス、「あるフランス」を知るこ
とは可能です。私は初めて出席したオリエンテーションで殆ど何も理解できず、国際
交流科の方に重要事項を英語で尋ねようとしましたら、うっかり挨拶 Bonjour を言い
忘れたために一切英語で応対していただけなかったことがあります。（後日同じ方
に、挨拶から始め、英語を使用しても構いませんかとフランス語で問うてから質問し
ましたら非常に親切にしていただけました。）三時間の授業の内片手ほどの単語しか
聞き取れずオロオロとしていた時、それは美術史の授業でしたが、たどたどしいフラ
ンス語で近くにいた学生にノートをいただけないか聞くと、一切遠慮のない早口の口
語フランス語で断られたこともあります。そんな風に破れかぶれになりながら勉強す
る日々が続き、はぁ今日も三時間彫像になった挙句何だかよく分からなかったと思い
ながら帰るのだろうかと悲しい気持ちで授業を聴き始めた折、不思議なことに先生の
声が意味を持つ言葉として理解できました。一ヶ月ほど経った頃だったでしょうか、
メモを取りながら鳥肌が立ち半ば泣きそうになりながら聞いていました。言葉に困難
はあれどその美術史の先生が提示してくださる資料の豊富さと、歴史的美術から現代
の抽象絵画やインスタレーションにまで接続する手つきの鮮やかさ、引用文献の美麗
さは感じていて、それに加え先生の参照項の同時代的広がりと歴史的な縦の見通しと
がこのような言葉で結び合わされていたのかを多少とも理解できるようになり、一層
興味深く授業を拝聴いたしました。その方は朝に三時間 同内容の授業を行い、十分程
度の珈琲休憩、それから午後に三時間、髪をオールバックにし濃い色の洋服を着て大
変な早口でお話しになる女性で、授業内容だけでなくそのスタイルからして、頭をが
つんと殴られたような衝撃がありました。

