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交換留学（派遣）近況報告書

2017-2

留学先大学： パリ・ディドロ（第７）大学
留学先での所属学部・研究科： 文学部，LAPC
留学先での在籍身分： Master 1
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： 2017 年 11 月 23 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＞
＜期間＞
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）
2
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
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
4
異文化体験
経費が安い
1
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類： 学生長期VISA
在日フランス大使館（東京）
申請先：
必要日数： 全て揃った状態で１週間＋パスポート郵送の期間
VISA 取得にかかった費用： 6349円（60ユーロ分）（＋交通費2.5万）
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。

在日フランス大使館のサイト上に必要書類のリストがあり、わかりやすい。具体的には以下参照。
申請書、証明写真、パスポート、申請料金、登録証明書（l' Attestation)、経済証明（奨学金の証
明）、移民局（Offi）の用紙（レターパックにて後日パスポートを郵送してもらった）
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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

（私は特にありませんでした。）

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

特にありませんが、早めの行動を勧めます。基本的に事務作業に時間がかかる国ということに
理解が必要…。

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： エールフランス 直行便でとても楽でした。
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
： ↑エールフランスは若者向けのチケットがあり、帰国便も日程変更可能です。
留学先大学最寄り空港名： シャルルドゴール
空港
空港到着時間： 16
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
■
友人のお母さんが来るまで
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金： 30-40
分， （ホテルまで）
空港からの移動の際の注意点：

荷物が多いと思うので、スリには注意が必要。また知り合いがいるのであれば手伝ってもらうこと
を勧めます。また治安の良し悪しのチェックも重要。
時差ボケ対策として朝昼でかけるとよい！
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。

）

授業の登録に関して主に説明を受け、パンフレット等を受け取りました。
日本人留学生に向けても別途簡単な説明会がありました。（主に単位や仕組みについて）
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。移民局（Offi）に書留で必要書類を送付し、呼び出されるのを待つ。
私は8/31に一足早く書留で送ったため、1,2週間後に呼び出しメールが届き、9月末には手続きを
終えられました。早めの行動を勧めます。
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。
・銀行口座開設−フランス人の友人とParibasで開設。（１人で行くのであればLCLかケスデパーニュの日本デスクが良いのかもしれ
ません）
・住居手当申請（APL,CAFに申請）10月には手続きを終え、11月中に完了（受理）されました。パリに住居がある場合、Cité
Universitéのデスクで手続きをすると早いです。おすすめ。（CAFの手続きは人によってかなりばらつきがあるので）

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。

同大学内の1週間の集中講座に参加（SILC シルク）
350ユーロ程度で8/31-9/6、座学だけでなくガイド付きでルーブルやオルセー等美術館を見学
したり、セーヌクルーズをしたりして、友人もつくれました。
授業が始まるまでの足ならしに有効かと。

神戸大学交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

留学先大学： パリ・ディドロ（第７）大学
留学先での所属学部・研究科： 文学部，LAPC
留学先での在籍身分： Master 1
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： 2017 年 11 月 23 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。

主にネット、大学のホームページ。
フランス在日大使館のサイト、キャンパスフランスのサイト等。

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： Résidence CROUS Chavaleret
・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：
分，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

住居は2015年にできたまだ新しい寮でした。広さは21㎡、394€（手当なしの状態で）
住居の周りの環境は問題なし。目の前にパン屋、そばに複数のスーパーや銀行もあり、駅（メトロ
14番、RERC線）まで3分弱、立地も良いところでした。
・毎日の食事はどうしていますか。
：

外食は日本と比べると高いので、出来る限り家か、食堂（3.2€）あるいはサンドイッチを作って学
校へ持っていっています。大学そばには学生料金のmenuもあります（6€〜）
食費をおさえるために週に一度市場で果物・野菜を買っています。marché dáligreはとても安い。
・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。
：

少し早く渡航し10日間は14区のホテルに泊まりました。2つ星でしたが衛生面に問題があり、ホテ
ルを選ぶ際には注意が必要かもしれません。ベッドバグが発生しており、多少発疹のようなものが
あらわれました。
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
■
■
書類を提出
・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。
学生数
位数
私はB2のクラス、日本であまりシステマティックに
30
Pascal Somé
2
3
語学（cours)
１
学ぶ機会がなかったので大変ためになりました。
Grammaire
２

語学（atelier）
Oral

Isabelle
Spilliaert

2

3

15

講義（cours）
Penser la poésie
Penser le roman

Laurent Zimmermann
Dominique Rabaté

2

6

30

Dominique
Rabaté

2

2

40

Laurent
Zimmermann

3

4

50

３

講義（cours）
le méthodolgie de la
recherche

４

講義（cours）
clef de contacts

５

様々な話題で毎週議論。多国籍のため意
見も多様で面白かった。
学期中2度3時間（3問）のテスト有。
授業内容は面白いが多少重たい授業。
研究（文学）の方法論について学ぶもの。
グループが２つあり、私はラバテ先生の方に出席。

出席重視の講義のため、３度休んだ時点
で単位はでない。

６
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

語学は２つしか履修できないため、自分で学習する時間をとるのが望ましいと思われます。
はじめのネット上のテストで失敗し、B1に振り分けられましたが簡単すぎるので交渉しB2に変
えてもらえました。担当の教師により授業内容はかなり変わるのではじめの選択時に注意が必
要。

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

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～)

私の所感を述べさせていただきます。
こちらで出会う人は、日本人であれフランス人であれ、また他国からの留学生であれ、普段日本
で出会う人とは一味違うと感じます。傾向としては、特に何か明確な目標に向かって前向きに取
り組んでいることが多いように思います。そのような人たちと一緒に過ごしているうちに、私も
自分の目の前に広がる可能性に対して真っ向から向き合い、自分が一番進みたい道に進むことに
踏み切りました。それが本当に達成可能なものであるかどうかは、この文章を書いている今もま
だわかりません。それでも、来年以降もフランスに残る道を模索し、日々語学、研究に向き合う
日々を送っています。先日、指導教官を引き受けてくれる教授が見つかり、来年からの受入が決
まったところです。一度きりの人生なんて、言い古された表現でつまらないけれど、やりたいと
思ったことはすればいい。初めから自分の可能性を狭めることの多かった私が、そんな風に思え
たのは、自由な気風の漂うパリに来たからだと思います。
こちらで暮らし始めて早くも３ヶ月。語学に関しては、日本ではあまり資格にも興味がなく３
年次に仏検２級及びTCF B1を取得したきり、いまいち情熱もない状態が続いていました。しかし
渡仏後はモチベーションも維持でき、毎日新しい発見のある刺激に満ちた日々を送れています。
９月頭のプレイスメントテストではあまり良い結果を出せずB1という判定でしたが、授業が簡単
すぎるので交渉しB2レベルに変更してもらいました。B1はクラスメイトともフランス語で会話で
きない人が多い印象です。個人的な計画としては次の1月にDELF B2、来年夏にはC1を受験しス
テップアップを図ります。
また、先日11月17日には神戸大学、パリ7、10大学の交流会で、フランス語で研究発表する機
会を得ました。修士1年、まだまだ研究したての状態ではありましたが、フランス人の友人も快
く手伝ってくれ、無事発表を終えることができました。外国語で表現するということは大変なこ
とですが私の研究にとっても語学への意識にとってかなりプラスであったことは間違いありませ
ん。来月には、研究対象である現代作家のパスカル・キニャールの講演会もあり、いよいよ本人
とコンタクトをとるチャンスが訪れます。パリにはイベントごとも多く、求めさえすれば文化的
にも充実した日々を遅れること請け合いです。
「良い留学生活になるのは、もう間違いないけど、それをどういう「よい」にするのかはあな
た次第」。これは友人のひとりが日本を発つときに送ってくれたエールです。違う環境に足を踏
み入れ、違う価値観に触れることは、新たな地平を手に入れるくらい大きな変化をもたらすこと
なのかもしれません。特にパリには日本とは正反対と言っていいほど、街も人の考え方も違いま
す。変化を恐れず、理解するだけでなく受け入れることができれば、その地でも暮らしていける
と思います。私の留学生活もまだまだ幕があがったばかり。異国でうまくいかないことも多々あ
りますが、与えられた機会に恥じぬよう精進いたします。
これから留学生活が控えている方は、それがどうぞ充実したものになりますように。

