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津田塾大学国際センター

主な専攻分野： 外国語(英語-フランス語、日本語-フランス語間の翻訳)

2021

歴史分野のフランス語を覚えるのがやや難し
かった。しかし、テストには授業で扱った文章
と、授業で習った表現を使った初見問題しか
ないため、テキストの予習復習をしっかりして
おけば試験もそれほど難しくはない。

TD Histoire et géographie du Japon(日本の
地理と歴史)

授業名は「日本の歴史と地理」となっているが
実際には歴史のみ。日本の近代化に関する
歴史的な文章を日本語からフランス語に翻訳
する。

実技

2

11時間

やや難しい

日本の歴史(縄文時代～近代まで)と地理を学
ぶ。11回の授業の内容のうち、8割くらいは歴
史だった。

講義

2.5

11時間

やや難しい

ほとんどは日本の中学校で学ぶ内容と被って
いる。しかし、授業の使用言語はすべてフラン
ス語だったこと、パワーポイントの文字が少な
かったことから、ノートをとるのが大変だった。

協定校留学【終了】報告書

※津田塾大学海外留学（派遣・受入）奨学金受給者はこの報告書をもって奨学金受給者報告書とします。

　国名 　学籍番号

※現地の様子や大学の風景、ご友人との写真を添付して頂けると大変参考になります。ご協力ください。

フランス

CYセルジー・パリ大学

※帰国後1カ月以内に提出（送信）してください。

　氏名　留学先大学

　留学期間

履修したすべての科目についてお書きください

　記入年月日

実技

CM Civilisation japonaise　(日本の文明化)

2

授業形式

単位数

TD Pratique de la langue orale-Anglais(英語
スピーキング)

英語のスピーキング力向上を目指す授業。一
学期に二回テストがあった。一回目は個人課
題で英語でのインターン模擬面接、二回目は
グループ課題で専門分野の研究発表をした。

科目名

授業内容

授業の前に、一週間前に課された英語の文
献を読んでおく(各回10～50ページ程)

　コメント 宿題の量が多く、テストの内容も重いので準
備するのにかなり苦労した。周りの学生の英
語のレベルは様々だが、全体的にレベルが
高かったのでついていくのに苦労した。

宿題の量

コメント

11時間

難しい

サイズ
難易度

Course No.

宿題はないが復習をするべき

講義

2

授業形式

単位数

CM Histoire et géographie du Japon(日本の
地理と歴史)

授業名は「日本の歴史と地理」となっているが
実際には歴史のみ。日本の近代化について
学ぶ。

科目名

授業内容

宿題はないが復習をするべき

　コメント 授業の使用言語がフランス語であること、毎
回の授業で扱われる内容が膨大であることか
ら復習が大変であった。テスト前に困らないよ
うに計画的な復習するべき。

宿題の量

コメント

11時間

やや難しい

サイズ
難易度

Course No.

次回の授業で扱う日本語の文章を翻訳してく
る
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11

やや難しい

11

やや難しい

日本語学習者用のテキストを使って、日本語
の文章をフランス語に翻訳する。

上記2つの授業に加え、もっとフランス語を伸
ばしたいという人向けの授業。

実技

他のフランス語の授業と合算して6

宿題の量

フランス語の発音の向上を目指す。

フランス語のスピーキング能力向上を目指
す。

授業内容

フランス語の4技能(スピーキング、リスニン
グ、リーディング、ライティング)の向上を目指
す。

授業形式

単位数

サイズ
難易度

Course No.

環境問題の基礎知識がなく、授業の使用言
語がフランス語であったため、授業内で理解
することが難しかった。パワーポイントはかな
り情報量が多かったので、復習の段階で内
容を読み解いたり、関連する事象を調べたり
してインプットした。

コメント

科目名

授業形式

単位数

持続可能な社会の実現のため、どんなことが
行われてきたか、どのような方向に向かうべ
きかを検討する。 授業内容

科目名

授業内容

宿題はないが復習をするべき

CM Développement durable(持続可能な開
発)

日本語を外国語として学ぶ学生の中に混
ざって授業を受けるので、外国人にとって日
本語がどのように理解されるのか、どういっ
た点が特徴的なのかを知ることができた。

コメント フランス生活でとても役立つ表現や、フランス
人の文化などを学んだ。B1のレベルの学生
と一緒にグループワークを行う機会があり、
良い刺激になった。

コメント フランス語の特徴的な音の発音方法や、発
音規則を学んだ。日本語とはアクセントが大
きく異なるので、フランス語らしいアクセントに
近づけるのが難しかった。

宿題の量

サイズ

CLF Cours intensif A2&B1

コメント

文法問題と会話表現のプリントを解いてくる。

TD Traduction spécialisée-Japonais (日本語
の翻訳)

実技

2

11

比較的易しい

次回の授業で扱う文章をフランス語に翻訳す
る。漢字テストの勉強をする。

CLF Phonétique

実技

他のフランス語の授業と合算して6

なし

CLF Communication A2 科目名
CLF Compréhension et production orales et
écrites A2

実技 授業形式 実技

作文を書いてくる。文法の問題を解いてくる。

他のフランス語の授業と合算して6 単位数

コメント 日常(レストラン、薬局、駅など)で使うフランス
語の表現を学んだ。授業内でアウトプットす
る機会が多くあった。発音はそれほど重視さ
れていなかったが、文法を間違えて話してい
ると、正しいフランス語に直される。

コメント Communicationと同じレベルのクラスに入ら
なければならない。最初の授業にクラス分け
テストがあり、その結果によってクラスが決ま
るが、同じクラスの中にもレベルの幅がかな
りあるので、授業を受けていて自分のレベル
に合っていないと感じたら担当教員に相談し
たほうが良い。

比較的易しい

作文を書いてくる。 宿題の量

講義

1

11

やや難しい

難易度
Course No. 比較的易しい

他のフランス語の授業と合算して6

11 サイズ 11



2

3

4

3 人部屋 広さ 38

5

朝晩は基本自炊で、授業がある日は大学の食堂で昼食を食べていた。日本と比べて肉・魚の値段は高く、野菜・果
物・乳製品は安かった印象がある。

週に2回、日本語の会話サロンを行った。日本語を学んでいるフランスの学生と交流ができ、移動教室の時に見かけ
たら軽く話をしたり、昼食を一緒に食べたりする友人が増えて嬉しかった。

寝具は備え付きだった。ごみ箱、洗剤、トイレットペーパーなどの生活用品はフランスに着いた次の日にスーパーに買
いに行った。

生活の感想

シェアハウスの場合、共用で使うもの(トイレットペーパー、食器用洗剤、ハンドソープ)を買う人が固定してしまうとお互
いにストレスになるので気をつけていた。私の家の場合、共用のごみ箱のごみがたまってきたら捨てる、流しにお皿を
溜めずにすぐ洗うなど、暗黙の了解が成り立っていたのでうまくいっていたが、友人の話によると、「ルームメイトに何
度言っても直してくれない」というケースもあるようなので、ルームメイトの性格や生活スタイル次第で住みやすさが変
わってくると思う。

男性1人と女性1人で、2人ともフランス人の学生であった。週末は実家に帰ることが多かったのでひとりの時間も確保
できた。平日は料理をする時やシャワーを浴びる時に世間話を交わし、適度な距離感を保っていたと思う。

部屋について

ルームメートについて

畳くらい

フランス語で講義が行われる授業で、口頭での説明をほとんど理解できなかったこと。パワーポイントからの情報では
不十分だと思ったので、フランス人の学生にノートを見せてもらって復習した。

授業以外の活動についてお書きください

授業において困ったこと、その解決法について教えてください

食事についてコメントを書いてください

寝具や生活用品の入手方法

寮（またはアパート、フラット）の生活について教えてください

寮（またはアパート、フラット）名とその場所

大学紹介のサイト(Studapart)を介して借りたアパート。名前はついていなかった。

エレベーターあり。エントランス二重ロック式。

設備についての簡単な説明
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

その他（ 日用品 ) 円

　　　 　（ ) 円

　　　 　（ ) 円

円

換算率 （ 1ユーロ =

8

　

フランスのVISAを取得する場合、大使館の予約を取る必要があり、大抵1カ月先まで埋まっているので、出発日の最
低2カ月前には大使館の予約をとったほうが良い。(大使館に申請に行った後も、VISAを受け取るまで数週間待たな
ければならないため。)　また、留学では想像以上にお金が無くなっていくので、もっと貯金しておくべきだったと思っ
た。

留学先学費 280

保険 1,600 224,110

0

39,205

ありませんでした。

留学中に受けた診察（もし差し支えなければ記入してください）

医療保険についてお書きください

渡航前に加入した保険

帰国旅費 1,191 166,858

渡航旅費 1,592

ジェイアイ 損害火災保険 877プラン

教材費 30

本学学費

222,960

留学先大学にあった医療保険制度

費用について教えてください（実際にかかった費用のみ記入してください）

200,000

0 0

ありませんでした。

受給した奨学金（留学用、給付）があれば記入してください

到着後必要になる生活用品(トイレットペーパー、ティッシュ、ごみ袋など)、日本の調味料、生理用品、海外で使えるク
レジットカード、常備薬。

140,02 円）

0

食費

1,428

引越し（往復で）

70,010

住居費 5,300

2,700 378,054

4,200

留学前にしておけばよかったこと

14621ユーロ 2,046,208

語学研修費

500

留学前の準備について教えてください

業務スーパージャパンドリーム財団奨学金　給付 1カ月15万円

日本から持参すべきもの

（現地通貨）

合計

747,450
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12

13

今後の学習計画および進路について（就職活動）教えてください

研究テーマは留学前と大きくは変わっていないが、留学中に得た視点を少し加えて卒業論文を執筆する。卒業後は
コンサルタント業界に就職したいと考えている。

国際センターホームページへの報告書の掲載を

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※Web掲載を許可する場合は、報告書は手書きではなくパソコン入力してください。
ホームページに掲載する際は、個人情報（学籍番号および氏名）は非公開とします。

適応しにくかったこと（学習面・生活面）があれば、記入してください

その他、ご自由に意見を書き込んでください

フランス留学やCYセルジー・パリ大学に興味があり、話を聞いてみたいという方がいらっしゃればぜひご連絡くださ
い。

コロナ禍で1年延期したが、津田に入学した当初から留学することが目標だったため、自分から辞退することはな
かった。そして、昨年度後期に渡航できることになり、留学が叶った。あきらめず努力を続けていれば必ずチャンスは
巡ってくると考えている。「留学」に対し不安やわからないことがあったとしても、留学したいという強い思いがあるの
であれば、挑戦してみてほしい。

留学を目指す後輩へのメッセージをお願いします

※本報告書は国際センターホームページに掲載します。下記のいずれかに✓をしてください。

留学の成果（学習面・精神面）を教えてください

学習面では、フランス語能力の向上と、フランスから見た日本の姿という学びを得た。セルジーのフランス語の授業
はすべてフランス語で行われるため、身につく速度が速かった。日本の文化や歴史についての授業を通して、日本で
の日本史の教え方との違いを発見し、外国の視点から日本はどのように映るのかを知ることができた。精神面では、
言語も文化も違う環境で、「外国人」がぶつかる様々な問題を経験したので、アクシデントに動じず対応できる力が身
に着いたと思う。

フランスは硬水なので日本のように毎日顔を水で洗ったり、水道水を飲んだりするのは控えた。また、フランスの風邪
薬や痛み止め、花粉症の薬は自分に合ったものを見つけるのが大変なので日本のものを持参するほうが良いと思っ
た。

許可する（写真含む） 写真掲載のみ不可 許可しない


