
 1 / 12 
 

 
交換留学帰国報告書 

  
記入｜2018 年 7 月 

所属＆学年｜名古屋大学文学部人文学科 
卒業予定｜2020 年 3 月 

 

留学先大学 リヨン第三大学 

留学先国 フランス 

留学期間 約 10 ヶ月 （3 年次に留学） 

留学開始－終了 2017 年 8 月 23 日 － 2018 年 6 月 12 日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

フランス文学を学んでいるので現地の大学で学んでみたい、第二外国語のフランス語力も向
上させたい、と思いフランス留学を決めました。求められる語学力が私のレベルにあってお
り、文系の授業が充実していたためリヨン第三大学に決めました。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

高校の頃から大学生になったら留学に行くと決めていました。幼少期の海外経験とは違うも
のを感じられるのではないかという期待や、異国で一人で生活してみることで自立した人間
になりたいという思いがありました。 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

イタリア 1 年生 1 週間・旅行 

アメリカ １年生 1 週間・旅行 

タイ 2 年生 1 週間・旅行 

インドネシア 2 年生 2 週間・海外での営業活動（学生団体） 

台湾 2 年生 5 日間・旅行 

フィリピン 2 年生 5 日間・旅行 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2 年生の夏から個別相談をして頂いていました。リヨン第三大学が 3 年生からしか募集して
いなかったので 2 年生での渡航は諦め、3 年生で応募するために 2 年生の秋に語学スコアを
取りました。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくださ
い（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
2 年生：2 回（何年生で渡航するかや大学選び） 
3 年生：1 回（プログラム選択や留学後の就活など） 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TCF を 1 回受験しました。 
海外留学室主催のフランス語勉強会は大変助かりました。 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
留学前に取れる単位は取っておくことをお勧めします。卒業までにあと何単位必要で、いつ
取れば卒業するのかを確認しておきましょう。 
 
 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間

数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
授業の形態は TD（Travaux Dirigés 少人数でインタラクティブな演習のような授業）と CM
（Cours Magistral 講義形式）があります。留学生は基本的にどの学部のどの学年の授業も
取ることができます。CM と TD が組み合わさっている授業も多くありますが、Lettre 学部
では留学生は CM のみで単位が取れました。テストも留学生は現地学生と違うものであるこ
とが多かったです。 
 
【前期】 
09230014 Cours initiation à la culture française (CM) 3 単位 1 時間×１/週 

留学生必須の授業でフランスの歴史からリヨンのオススメスポットまで、フランスに住む
うえで知っておくべきことを学べます。 

09210020 Français langue étrangère (TD) 5 単位 2 時間×１/週 
留学生必須のフランス語の授業です。留学開始直後にレベル分けテストを受け、クラスが
決まります。形式はクラスにもよるようですが、私のクラスは一人一回ずつプレゼンをし
ました。前期の発表は、時事問題の紹介と簡単に自分の意見を述べるものでした。 

23220002 Géographie Régionale: Pays émergents (CM) 3 単位 2 時間×１/週 
新興国についての授業でした。主にインドの地域間格差や成長などについて学びました。 

09300077 Qu’est-ce que la littérature? (CM) 5 単位 2 時間×１/週 
「文学とはなにか」の問いを考える Lettre の一年生の１学期目の授業です。様々な文学者
や作家の意見、そしてモリエールの『ドン・ジュアン』を主に様々なフランス文学作品を
考察しながら授業が進みます。 

22220076 Vivre en ville (CM) 5 単位 2 時間×１/週 
１６世紀ごろから近代までのフランスの街の生活様式の変遷を学びます。街のでき方や
人々の習慣は現在にも残っているものも多く面白かったです。 

23220007 L’Europe, L’intégration Régionale (CM) 3 単位 2 時間×１/週 
ヨーロッパの歴史や特徴を様々な観点から学ぶことができました。 

15410142 Japonais approfondissement langue, littératures et cultures (CM)  
       ４単位 １．５時間×１/週 

マンガの歴史を浮世絵から遡りました。戦前～戦後のマンガの役割や内容の変化など知ら
ないことが多く興味深かったです。 

15400089 Japonais Version (TD) ２単位 １．５時間×１/週 
 日仏翻訳の授業です。教科書の問題を順番に解いていきます。 
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【後期】 
09230004 Cours d’initiation à la cuture française (CM)３単位 １時間×１/週 

留学生必須の授業でフランスの歴史からリヨンのオススメスポットまで、フランスに住む
うえで知っておくべきことを学べます。 

09210021 Français langue étrangère (TD) ５単位 ２時間×１/週 
留学生必須のフランス語の授業です。留学開始直後にレベル分けテストを受け、クラスが
決まります。形式はクラスにもよるようですが、私のクラスは一人一回ずつプレゼンをし
ました。後期の発表は、母国にとって重要な人物を一人紹介するものでした。 

09300002 Histoire littéraire (CM) ５単位 １時間×３/週 
週に三回授業があり、それぞれ 16、17、18 世紀のフランスの文学の歴史や作品を学びま
す。 

22210017 Mondes extra-européens (CM) ３単位 ２時間×１/週 
イギリス帝国の歴史を学ぶ授業でした。最初は高校の世界史で学んだような内容ばかりで
理解がしやすかったです。 

22210016 Mondes extra-européens (CM) ４単位 ２時間×1/週 
中東の歴史と諸問題を学ぶ授業でした。中東の人物や地名などは聞き取れないものが多く
苦労しました。 

23210004 Géographie de la mondialisation (CM) ４単位 ２時間×1/週 
グローバル化を様々な観点から考察します。日本は「爆買い」で紹介されていたりもしま
した。 

71200004 Psychosociologie de la communication (CM) 
社会心理学理論を学びます。先生の声が小さすぎて全く聞き取れず現地学生も苦労してい
ましたが、先生がノートをネット上で共有してくれたため助かりました。 

15410143 Japonais approfondissement langue, littératures et cultures (CM) 
 ４単位 １．５時間×１/週 前期の続きで近代の漫画について学びました。 
15430040 Japonais economie et société contemporaines (CM)  

２単位 １．５時間×１/週 
NHK の EASY NEWS というサイトの優しい日本語で書かれた記事をフランス語に訳し、
内容を議論しました。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

先生の声が聞きやすく、スクリーンも見やすいように前の方に座るようにしていました。ま
た、細かいところを理解しきれなくてもあまり気にしないようにし、大まかな内容を頭に入
れようとしていました。 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
学生の Facebook グループに授業ノートをあげてくれる人がいたのでそれを読んで聞き取れ
なかったところを補完したり、同じ授業を取っている友達や近くに座っている現地学生に質
問をしたりしていました。また、聞き逃してもそれを引きずってしまわないように授業を録
音してわからなかったところの分数をノートにメモするなど工夫をしていました。 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

リヨンはフランス第２，３の都市と言われていますが街自体は徒歩もしくはレンタル自転車
でまわりきれてしまうくらいの大きさです。学生街のため学生にはとても暮らしやすいと思
います。大学には多くの留学生がいます。現地の学生は積極的に発言をするので、講義形式
の授業でも質問と議論がよく飛び交います。授業ではほとんどの学生がパソコンでノートを
取っています。 
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②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学の Wi-Fi の快適度は名古屋大学と同じくらい、もしくは少し低いくらいだと思います。
図書館の自習スペースにはいつ行っても多くの学生がいました。構内の１階のお手洗いは男
女共同で特に汚かったです。 
大学はメトロとトラムの駅からすぐ近くて便利です。 
 

③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
まだ外があまり寒くない時期までは日本語学科の現地学生と交換留学で来ている日本人学生
との野外パーティーが頻繁に開かれました。寒くなり日も短くなると、そのパーティーで仲
良くなった人達同士で遊んだりご飯を食べたりするようになるので、最初が肝心です。 
また、KoToPo という言語カフェがあり第 1・第 3 水曜日の夜は日本語を学びたいフランス
人とフランス語を学びたい日本人が集まって交流をする会が開かれていたので参加をしてい
ました。 
私は追加でダンスの授業もとっており、そこでは日本語を学んでいないフランス人とも交流
する機会がありました。 
現地学生がリヨン全体の留学生用に開いているイベントも学期始めに多くあるので参加して
みると面白いと思います。 
 

④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
授業後は友達とご飯を食べたり、パーティーをしたり、宿題をしたり、自分の部屋でフラン
ス語の映画を見たりしていました。 
 
２カ月に１回１週間（年末年始は２～３週間）の休みがあるのですが毎回旅行に行っていま
した。最初の長期休暇では Workaway というサービスを利用し、フランスのド田舎でホーム
ステイをしながら家の手伝いをしていました。 
 
また、土曜日の午前中はリヨンに住む日仏・日本人の子供たちの補習授業校でボランティア
をしていました。 
 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特にありません。 
 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
なし。 
 

③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☒キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☒アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 １人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
周りにスリにあっている友達は多くいたので、外出時の貴重品管理には気を付けていました。 
寮（学生アパート？）の洗濯機・乾燥機が小銭しか使えなかったため計算をしながらスーパ
ーで買い物をしたり、パン屋さんで小銭を作ったりしていました。 
お店の店員さんへのあいさつが大事で、あいさつの有無で店員さんの態度も大きく変わりま
す。 
 

③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 
日本のスポンジは泡立ちがよくて便利でした。 
フランスのノートは罫線が独特で鉛筆で書いても読みにくく使いづらいので日本のノート
（ルーズリーフ）は持って行って良かったです。後期は現地の学生のようにパソコンでノー
トを取るようになりましたが、少しはあるといいと思います。 
少し日本の文化を紹介できる折り紙やお菓子を持っていきお世話になった人に渡すと喜んで
もらえます。現地の友達と作って食べるように鍋やお好み焼きのソースなども持っていきま
した。 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、web サイト）を教えてください。 
フランス留学経験者のブログは大変役に立ちました。現地での手続きなどは年によったり、
地域によったり、店舗によったり、担当の人にもよったりするのでいろんな情報が載ってい
ます。それもフランスなので他の人と言われることが違っていても仕方ないか、くらいの気
持ちでいると楽だと思います。 
 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

私は三菱 UFJ のデビットカードを利用していました。ネットで支出をこまめに確認していま
した。 
フランス政府から CAF という住宅補助（たいてい家賃の約３分の 1）ももらえるので、それ
が毎月振り込まれるようになってからはそれから使うようにしていました。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO 支給額：8 万円/月） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 備考 

渡航費 20 万 大学の奨学金で出していただきました 
保険代 11 万 キャンパス保険＋個人の保険 
ビザ代 60€ 東京のフランス大使館に行く必要があります 
滞在許可証 60€  
住居費 580€/月  
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Ｆ.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
卒業を伸ばさずに就職するか迷った時期もありましたが、1 年のばすことにしてよかったと
今は思います。海外からのエントリーや帰国後の就職活動では選択肢が狭まってしまうから、
そして私自身十分に将来について考えられていなかったからです。 
留学を経験してグローバルに働きたいという気持ちは強まりました。 
 

③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
周りの同級生より卒業の時期が遅れるため、練習をしておこうとロンドンキャリアフォーラ
ムと BALJOB LONDON GRANDE に参加をしました。4 月に行われたのですが、12 月から
参加申し込みが始まり、2 月頃からエントリー＆Skype 面接が行われました。 
 
 

Ｆ.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

10 カ月弱は本当にあっという間でした。正直振り返ってみると、もっといろんなことにチャ
レンジできたなと思うことも多いです。現地の学生と仲良くなる前はフランス語をほとんど
話さなくても過ごせてしまうような日があり、焦り悩んだ時期もありました。 
徐々に友達もでき、ありがたいことに実家に呼んでもらえる機会や日本のことを勉強してい
るわけではない友達に紹介してもらえる機会にも恵まれました。現地の人と交流する中で家
族や友人など周りの人と過ごす時間を積極的に作ること、その中の会話で頻繁に政治や将来
についての会話が交わされることを目にし、その姿勢は素敵だし大切なことだと感じました。 
 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
自分に自信がつきました。言語も不安な中、日本でもしたことのないような手続きを進める
ことができたこと、今まで実家暮らしで親に頼り切っていたのに一人で生活をしてみたこと、
最初はほとんど聞き取れなかった授業も徐々にノートが取れるようになったことなど、「でき
るようになった」「できた」という経験が多かったです。 
また、今までよりも寛大になり、より他人をありのままに認めて受け入れられるようになり、
そして周りの人との時間を大事にするようになりました。心にゆとりを持つことを学んだと
思います。 
 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
交換留学は学生のうちしかできませんし、観光ではなく現地の生活に入って日本をしっかり
と外から見ることもできるので迷っているのであれば参加をおすすめします。ただ「留学」
という言葉やイメージに憧れて留学するのではなく、目標や目的をしっかり決めて楽しく充
実した留学生活を送ってください。 
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◆自由記述欄◆ 

 

 

 

 

 

大学前のレンタル自転車 

 

 

 

 

 

 

寮の私の部屋 

 

 

 

 

 

 

Tête d’or 公園でのピクニック 
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Tête d’or 公園にはキリンなどの動物も 

 

 

 

 

 

 

家の近くのマルシェ 

 

 

 

 

 

リヨン名物クネルを大衆食堂 Buchon で 
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授業後の図書館 

 

 

 

 

 

 

大学 

授業後の図書館 

フランス人家族にもてなしてもらったお礼に 
折り紙を一緒に折りました 
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年に一度ヨーロッパ文化遺産の日には普段公開されていないところに入れます。これは Hôtel 
de ville（市役所）の中 

Hôtel de ville の中から撮ったリヨンの旗とオペラ座 
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友達の地元を案内してもらいました 

世界中から人が集まる fête des lumières  
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お好み焼き 

 

お好み焼きを作ってみんなで食べました 

友達と家で鍋を食べたりもしました 

留学生が母国の料理を振る舞い、競う、学内コンテスト 


