
学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

No 履修科目(日本語名) 授業形態受講時間数(分)履修科目(原語名)

Ⅱ．授業内容

Ⅲ．生活編

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年1月分

大西洋ブルターニュマネージメント学院 ISUGAコース

派遣留学

履修

授業1 1530フランス語French

授業2 360ビジネス英語Business English

授業3 180ヨーロッパ連合European Union

授業4 180フランスの歴史と地理Geography and History of France

授業5 180ヨーロッパの歴史と地理Geography and History of Europe

Ⅱ．

No.1

クラスは自分を含めて、韓国人2人の合計3人のクラスです。習熟度でクラスが分かれており、自分達はビギナーのクラスです。他の9月から留学に来ている
学生は、上のクラスにいるようです。少数で受けられるので、非常に濃密な授業時間を過ごせました。先生も極力英語を使わず、フランス語でフランス語を
教えてくれます。最初こそ苦戦しましたが、今ではすっかり慣れました。

No.2

ビジネスに関する記事や事柄を使って英語を学びます。このクラスでは、留学生ほぼ全員がいます。中国人2人と韓国人2人、日本人7人で受講しています。
例年より日本人が多く、日本以外の国が少ないそうです。

No.3

文字通り、EUについて学びます。EUの歴史から成り立ち、仕組みや詳細まで、事細かに学びます。こちらも留学生は全員参加です。

No.4

フランスがフランスという名前になる前からの歴史を勉強します。高校の歴史より深掘りします。

No.5

紀元前からヨーロッパの成り立ちについて学びます。別の授業の、フランスの歴史にも応用できるので、きちんと聞いておくのが必須です。

生活

ビザを取得するのに一番時間と手間がかかりました。最低でも1ヶ月前に申請を済ませておくといいと思います。私は、授業期間中だったので、平日の朝に
東京へ日帰りで行きました。ビザは必ず東京にある大使館へ行かないと申請できないので、大使館のホームページから予約をしておきましょう。定かではあ
りませんが、私が申請する際に必要だったものは、戸籍抄本の翻訳版と原本、パスポート、銀行の残高証明書、留学保証人の誓約書とサインと身分証明書、
現金いくらか、証明写真ぐらいだったと思います。自分で調べることをお勧めします。自分の場合は、ビザが発行されるまでに4週間ほどかかったので、焦
りました。ビザの申請の間に、パスポートが必要な海外保険やプライベートでの行政手続きがある場合があるので、それらを先に済ませておくことをお勧め
します。simカードは、日本で買っておかなくても、フランスで20ユーロで十分なものが購入できます。simなしでもフランスは屋内であれば、ほぼどこでも
Wi-Fiがあるので、困ることは少ないです。私は飛行機のチケットを取るのが遅かったので、安いものを取ろうと思ったら、乗り継ぎが4回あるものしかなか
ったので、とても大変でした。向こうの大学と連絡を早めからとって、決めておくといいと思います。私は37時間4回乗り継ぎをフライトに費やしました。
英語圏でなくとも、空港では英語も多少は通じるし、英語表記もあるのでなんとかなりました。道中では、優しい日本の方にも助けられました。荷物に日本
人であることが分かるものを付けておくといいと思います。私は、九州のにわかせんべいのストラップをつけていたら、同じ九州出身の日本人の方にスペイ
ンで話しかけられて、よくしていただいた上に名刺もいただきました。パリからカンペールまで飛行機で行くには、バスほどの大きさの双発機しかありませ
ん。とても小さいので、荷物の制限が他の航空会社より一回りほど小さいです。私は、オーバーしていましたが、係の人が適当な人だったので、そのまま流
してくれました。とことん幸運だっただけなので、事前によく調べておくことをお勧めします。空港までは、大学の職員の方にこちらからコンタクトをとっ
て迎えに来ていただきました。そのまま学校へ行き、学校の説明を受けた後、フランス人の生徒がパートナーみたいな感じで紹介されました。その子は日本
語学科の学生で、スーパーの場所等教えてもらいました。その日は、歓迎会のようなものを開いてもらいました。二週目からは、車で色々な所へ連れて行っ
てくれて、その上、他のフランス人学生との出会いの場も作って貰いました。こっちの学生は、一二年生はほぼ毎晩バーに行きます。自分も誘われるので、
毎日、交流の為に行きました。皆んな優しいので、すぐにカンペールが好きになり、仲のいい友達もできました。街の人も、移民が多いせいか優しいです。
交通に関しては気をつける必要があるように思えます。車は日本と違って、右側通行なので最初に右車線を見る必要があります。信号が無いことが多いです
が、大抵、止まってくれます。止まってもらったら、手を上げて感謝の意を示すことが大切です。米は美味しく無いので、買わないことをお勧めします。ほ
ぼ毎日、パスタかパンです。仲の良い友達の家がとても大きいので、毎日、学校の後はその家が溜まり場になってみんなでだべっています。フランス語はあ
る程度の勉強はしておくべきだと思います。自分は第二言語でもフランス語をやっていなかったので、こっちへ来る前に独学でやっておきましたが、だいぶ
違います。学生以外ほとんどの人が英語を喋らないので、とてもいいフランス語の環境が整っていると思います。授業とパーティは皆んな英語を使っている
ので、両方の言語を同時に学ぶには最高の環境であると実感しています。卒業後にこちらの語学学校で学ぶのもいいかもなと思い始めました。ここまで拙文
を読んでいただき、ありがとうございます。少しでも参考になれば嬉しい限りです。



学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

No 履修科目(日本語名) 授業形態受講時間数(分)履修科目(原語名)

Ⅱ．授業内容

Ⅲ．生活編

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年2月分

大西洋ブルターニュマネージメント学院 ISUGAコース

派遣留学

履修

授業1 1350フランス語French

授業2 540ビジネス英語Business English

授業3 210ヨーロッパ連合European Union

授業4 210フランスの歴史と地理Geography and History of France

授業5 210ヨーロッパの歴史と地理Geography and History of Europe

Ⅱ．

No.1

先月と同じように少数クラスでやっていましたが、途中から帰国する人がいたのでさらに少なくなりました。人数は相変わらず少ないので、質問もしょっち
ゅうあたり、濃密な授業時間を過ごしています。2週間に一度くらいの頻度でテストがあります。

No.2

英語の授業は三月にはないので、二月で一旦終わります。英語の授業もテストがありましたが、比較的、勉強していれば特別難しいことはありませんでした
。

No.3

フランス語と英語以外の授業は、テストが4月末にあることが告知されました。3月には歴史の授業は一旦終了するので、日々の復習が大切です。

No.4

フランスの歴史の中でもブルターニュの歴史に重点を置いている気がします。ナントがブルターニュか否かの論争は面白いと感じました。

No.5

ちらの授業も4月末にテストがあり、3月は授業がないので日々の復習が大切です。

生活

   月の末に1週間の休み期間があったので、現地の友達に案内してもらいながら、ナントとパリへ行きました。どちらの都市でもパリサンジェルマンという
、フランスで一番有名なサッカーチームが試合を行う予定だったので、チケットをとって2人で観戦に行きました。フランスでは人数制限は解除されており
、サッカーの本場の欧州ならではの迫力が味わえました。ナントはとても綺麗な街で路面電車も通っており、日本人にはとても過ごしやすいだろうなと感じ
ました。路面電車に関しては、ルールがガバガバで、チケットを買わなくても無人駅なので乗れてしまいます。ですが、たまに駅に警察官がいてチケットを
チェックされるので、買っといた方が無難です。パリでは、サッカー観戦の後、計三日間滞在したので、エッフェル塔から凱旋門等の主要な観光地を巡り、
蚤の市や町を散歩したりしました。歴史的な建物が残る一方で、現代的なテクノロジーが融合している街を歩いて、京都にどことなく街の雰囲気が似ている
なと感じました。パリへ行く時は、沢山荷物を持つと旅行者感が醸し出されてスリの対象になりそうだと感じたので、下着を数セットのみ小さい鞄に入れて
行きました。パリのメトロはスリが多いと聞きますが、地元の人感を出していれば大丈夫だと思います。色々な人が電車の行き先等を聞いてきたり、他愛の
ない世間話等をしてきたりして、都会なのに人情味溢れる街だなと感じました。花の都と言われるだけあって、そこら中でカップルがくっついて歩いていた
りキスしたりしていました。ただ、明らかに現地の人では無かったので、パリをそのような愛が溢れる花の都たらしめているのは、旅行者なのだろうなと感
じました。地元の人は、昼からカフェテラスでお酒を飲んでいました。いつかは住んでみたい街ランキング上位です。パリやナント等の他都市への移動手段
としては、TGVは速くて便利ですが少し高いので、バスをお勧めします。パリへは8時間かかりましたが、TGVだと4時間で50ユーロのところ、12ユーロで行け
ました。二つの都市を観光して感じたのは、サッカーが一つの文化として完全に定着していることです。地元のチームや敵チームのグッズを身につけている
と、誰彼構わず老若男女が試合や選手のことについて話しかけてきたり、街の至る所でチームのエンブレムを見かけます。また、カンペールにも言えること
ですが、歴史的建造物と現代的な施設の調和が計算されているなと感じました。歴史的建造物を尊重しつつも、現代的なテクノロジーを織り交ぜており、ち
ょうどいい塩梅で交わっていました。ただ、教会にあるBGMを流すスピーカーやテレビはちょっとナンセンスだなと感じました。3月には、韓国と中国専攻の
学生はほぼ全員、インターンや留学に行ってしまうので、寂しいです。日本専攻の学生はまだ、日本が留学生に対して国境を開いたばかりだったので、もう
少し時間がかかるそうです。フランスは留学生を受け入れているのに日本が受け入れないのは、日本がフランスを尊重していない証拠だみたいなことをバー
で言い合ってました。本当に日本が好きな学生ばかりなので、早く彼らが日本を訪れることができる日がくるのを祈るばかりです。それと、オンラインでチ
ケット等をとる場合、日本のカードが使えないことが多いので、学校がお勧めする現地の銀行口座とカードを作ることをおすすめします。私はそちらのカー
ドで家賃の引き落とし等も管理しています。ここまで拙文を読んでいただきありがとうございます。今月分もなにか読んでいる方の参考になれば幸いです。



学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

No 履修科目(日本語名) 授業形態受講時間数(分)履修科目(原語名)

Ⅱ．授業内容

Ⅲ．生活編

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年3月分

大西洋ブルターニュマネージメント学院 ISUGAコース

派遣留学

履修

授業1 1350フランス語French

授業2 180ビジネス英語Business English

授業3 1170フランス文化とブルターニュの伝統French Culture and Brittany Traditions

授業4 540企業訪問Company Visits

授業5 525フランス文化とブルターニュの伝統French Culture and Brittany Traditions

授業6 1500フランス文化とブルターニュの伝統French Culture and Brittany Traditions

授業7 510ミーティングFrench Culture and Brittany Traditions

授業8 240ラグジュアリープロダクトマーケットLuxury products markets

授業9 90ヨーロッパの歴史と地理Geography and History of Europe

授業10 90フランスの歴史と地理Geography and History of France

授業11 90ヨーロッパ連合European Union

Ⅱ．

No.1

今月のフランス語の授業の最後には、最終の成績評価となるテストが行われました。スピーキング、ライティング、リーディング、リスニングの四技能全て
で習ったことの応用を求められました。他のフランス語の授業のテストはスピーキングとリーディングだけだったらしいので、先生によって変わると思いま
す。

No.2

内容は前月と変わらず、ビジネスに関連したアーティクルや動画を見て、ディスカッションを行なったり、ビジネス英語などを学びました。

No.3

主な授業内容としては、毎週末その週に訪れた都市や会社についてのプレゼンテーションを2人一組で行います。ポイントをカバーしていることと、独自性
が求められ、言語は英語かフランス語です。

No.4

この年はコロナ禍で、訪問できる会社は限られていましたが、通常であれば、ワイナリーやチーズ工房、伝統的な衣服を生産している工場を訪れることがで
きるそうです。今年度は、蒸留所と伝統的なお菓子を作っている会社、海鮮缶詰を生産している会社を訪問しました。それぞれの訪問についてプレゼンが求
められるので、しっかりと話を聞いて質問することが大切です。

No.5

フランスの伝統的な各種チーズとワインのテイスティングや、フランスの音楽、文学、ブルターニュの伝統的な踊りなど内容は多岐に渡ります。チーズとワ
インのテイスティングでは、一度に幾つものチーズとワインが並べられており、それぞれの違いを説明されながらテイスティングしました。

No.6

ブルターニュ地方に位置している、様々な都市を実際に訪れ、どのように観光業を取り入れているかを自分の視点で観察します。訪れた都市については週末
のプレゼンにて発表の必要があります。それぞれ都市の特徴も違い、それによってどこをアピールポイントとして推しているのかが興味深かったです。

No.7

フランス人学生と交流する授業です。この授業に出席しているフランス人は、日本語学科の人のみで、特に留学を控えている人が多かったです。この学校の
留学システムとして、希望すれば毎年、日本の各提携校に派遣されるそうです。5人1組ほどのグループになって、日本文化とフランス文化を取り入れたショ
ートビデオの作成を行いました。日本人はなるべくフランス語を、フランス人はなるべく日本語を使うことを求められました。

No.8

そもそもラグジュアリーブランドの定義とはなんなのか、フランスに起源をもつラグジュアリーブランドについて、それぞれのブランドが抱えている問題点
、ターニングポイント等を学びました。個人的に一番興味深い授業でもっと深掘りしてみたいと思いました。

No.9

2月に行うことが出来なかった分の追加の授業です。ヨーロッパの地理と歴史を学びます。

No.10

こちらも二月分に行うことができなかった分の追加の授業です。フランスの歴史と成り立ちを学びます。

No.11

こちらも、2月に収まりきらなかった分の追加の授業です。EUの成り立ちから加盟国について学びます。

生活

三月分の別版に記載

3月の別版に記載

フランスでは、週末に様々な蚤の市が各都市で催されるので、毎週末に友達に車で連れていってもらいました。アンティークや古着が好きな人は特に気にい
ると思います。ミリタリー物からピンズなど様々なものが100円程度で売られています。宝探しの様で楽しかったです。値段も交渉することが普通なので、



学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年3月分

大西洋ブルターニュマネージメント学院 ISUGAコース

派遣留学

フランス語の実地練習にもなりました。博物館を訪れたり、いつものバーにもほぼ毎日行きました。



学籍番号

氏名

年次

月間報告書

留学先

留学期間

留学区分

Ⅰ．受講時間数

No 履修科目(日本語名) 授業形態受講時間数(分)履修科目(原語名)

Ⅱ．授業内容

Ⅲ．生活編

2022/01/01～2022/09/19

4年次

2022年4月分

大西洋ブルターニュマネージメント学院 ISUGAコース

派遣留学

履修

授業1 540フランス語French

授業2 270ビジネス英語Business English

授業3 150ヨーロッパ連合European Union

授業4 180ヨーロッパの歴史と地理Geography and History of Europe

授業5 90フランスの歴史と地理Geography and History of France

授業6 150フランスの経済French Economy

授業7 150フランス文化とブルターニュの伝統French Culture and Brittany Traditions

授業8 150ラグジュアリープロダクトマーケットLuxury products markets

授業9 90フランスの歴史と地理Geography and History of France

Ⅱ．

No.1

テストがある最後の週を除いて、毎日フランス語の授業は開講されます。いつも通りのフランス語の授業をして、最後の日にはテストがありました。習った
ことの応用問題もあったので、満点を取りたいのであれば、復習＋αが必要です。

No.2

最後のテストの週には、4技能全てテストされました。難しくはなく、内容はIELTSのような感じでした。

No.3

最後の週に授業がありましたが、復習しておけば特別難しくはない問題ばかりです。

No.4

こちらも最後の週にテストがありましたが、復習しておけば問題ありません。

No.5

こちらも最後の週にテストがありましたが、復習しておけば問題ありません。   

No.6

こちらも最後の週にテストがあります。復習しておけば問題ありません。

No.7

こちらも最後の週にテストがあります。復習しておけば問題ありません。

No.8

こちらも最後の週にテストがあります。復習しておけば問題ありません。

No.9

先生の都合で休講になった日の授業を行いました。

生活

別の報告書に記載

4月は最初の週と最後の週のみ授業がありました。最初の週の後は2週間イースター休みがあったので、予算を決めてヨーロッパを行けるところまで旅しまし
た。ユーレイルパスというサイトから、10日間ヨーロッパの電車乗り放題のチケットを買うのがおススメです。訪れた国は、ドイツ、オーストリア、スロベ
ニア、ボスニアヘルツェゴビナ、クロアチアです。クロアチアのドブロクニクという都市が一番印象に残っています。紅の豚のモデルらしいです。最後の週
の授業は、ほぼすべて、復習しておけば解けるレベルの問題で、20点満点で採点されます。フランスの先生によれば、10点以上取れば、優秀であるとみなさ
れるらしいです。帰りは、日本入国の為、72時間以内のPCRテストの陰性結果が必要でした。パリ滞在中に受けましたが、保険番号があれば、無料で受けら
れます。エールフランスの荷物は25キロまでとなっていましたが、29キロでも通してくれました。日本に到着後もPCRを受けなければならず、ファストトラ
ベルに登録していても2時間ほど待たされました。福岡空港までの乗り換えにギリギリ間に合いました。ピーチは29キロで荷物を通してくれなかったので、
セブンイレブンから郵送してもらいました。お土産は麻薬検査にかけられました。半年間の留学でしたが、色々な人と会い、交流して、自分の知見がとても
広がりました。既存のモノを疑う、ではないですが、在り方を考え直すことができるようになったと思います。コロナ禍でも留学を実現させてくれた、国際
部の方をはじめとしたすべての関係者の方々、誠にありがとうございました。この経験は一生涯忘れません。


