東京大学

海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年

東京大学での所属学部・研
究科等：
参加プログラム：

学年（プログラ

法学部

ム開始時）：

European Studies Programme

派遣先大学：

3月

21日

学部3
パリ政治学院（Sciences Po)

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
3. 公務員
✓ 5. 民間企業（業界：
7. その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
歴代のフランス大統領を多く輩出している社会学系の大学
参加した動機
英語学習の動機付けがしたかった。また、英国のEU離脱についての認識などを現地で聞いてみたいと思った。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
相手方のサポーターが非常に親切なのでわからないことがあれば積極的に聞くといいと思います。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
必須の付帯保険に入りました。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
該当する試験を受けたことがなかったのでIELTSを受けました。リスニングはなるべく勉強するようにしていま
したが、英語力は参加者の中で最も低いレベルだったと思います。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
レポートのアウトラインを作っておいたほうがいいという体験記もあったが、その必要はなさそう。それよりも
英語の準備が大切だと思います。あとEUの歴史も復習しておくといいと思います。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

特に個別の授業に関して予習や復習の課題は課されなかった。プログラム全体としては中間テストとレポート
(wordで10枚)の提出が課される。各教授のBrexitに関する見解が興味深かったです。

②学習・研究面でのアドバイス

自分の目的に合わせて学習と観光などの比率を決めるといいと思います。勉強で忙しすぎるということはないは
ずです。

③語学面での苦労・アドバイス等
私は英語が非常に苦手なので良い刺激になりました。英語の授業を2時間受けるのは疲れるのでリスニングは特
に対策しておくといいと思います。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
先方が手配してくれたホテル。プログラム参加者もほとんどがこの宿に泊まるので仲良くなれますしコレでいい
かと思います。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
パリは地下鉄で全て移動できて便利でした。支払いはほぼすべてクレジットカードでしました。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
学校周辺やホテル周辺は夜間もあまり治安は悪くないように感じました。しかし、中心から離れると怖い雰囲気
のところもありました。海外なのでスリには常に気をつけていました。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
航空券: 8万

食費:4万

娯楽費:7万(イギリスやドイツのほうにも旅行したので多くなりました) くらいだった

と思います。
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
プログラムに付帯のものを東京大学からいただきました。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
パリ観光は平日の空き時間などにして、せっかくなのでヨーロッパを夜行バスなどで旅行していました。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
先方の職員の方やチューターなど非常に親切にサポートしてくれる
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
WiFiもあり、図書館はきれい。印刷も一定枚数までなら無料で行える。昼食はいつもカフェテリアのサンドイッ
チを食べていました。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
EUについての知識が深まった。また周りが帰国子女ばかりだったこともあり英語学習の必要性を強く感じ、当初
の目的を達成できた。ただ英語を勉強するよりも内容も興味深いもののほうがやる気が出るので良かったです。
また、海外で1週間以上滞在というのも初めてだったので良い経験になりました。

②参加後の予定
就職活動をします
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
お金さえ工面できれば非常に良い経験になるプログラムだと思います。自分の目的を明確にして行くことが大切
だと思います。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年
東京大学での所属学部・研
経済学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

3月

23日

学年（プログ
学部4
ラム開始
時）：
派遣先大
Sciencespo
学：

卒業・修了後の就職（希望）先：
1.
✓ 3.
5.
7.

研究職
公務員
民間企業（業界：
その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
フランス、パリの社会科学系グランゼコールであり、大統領を輩出している。
参加した動機
内定先において官費留学制度を利用した大学院留学を考えているため。この制度での留学先は主にアメリカ・
イギリスが中心であるが、フランスへ留学する者もいる。Sciencespoは、一部の分野でLSEとのダブルディグリー
制度が存在し、英仏の二ヶ国に留学する事も一つの選択肢として考えていたため。またSciencespoがグランゼ
コールである事も興味を持った理由である。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
期限に遅れる事があったのでスケジュール管理を行いましょう。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
不必要
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
なし
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
東大国際交流課の指示に従えばよい
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
事前に指導教官の署名が必要であるため、時間に余裕を持ちましょう
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
特になし。ただしIELTS6.5では授業についていくのは困難であると思う。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
なし
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
授業は1コマ2時間で、1日に平均2コマ程度あった。EUの基本知識に関する共通セクションに加えて、政治・経
済・移民の3つから2つ選ぶ。期末レポートでは英語で8～10枚程度のレポートが要求される。授業のパワーポイ
ントが送られてくるのが遅いので、復習はノートが中心になるが、録音を取っている者もいた。
②学習・研究面でのアドバイス

事前にレポートのテーマを決めていると比較的授業にリソースを割ける。またある程度主体的に学ぶ姿勢がな
ければ、ただの旅行になってしまうので、この留学を通じて何を学びたいのかを意識しておく必要がある。

③語学面での苦労・アドバイス等
ノンネイティブの教授が多く、英語の表現は平易である。しかし訛りが強い教授もおり、ほとんど理解できない事
もあった。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
Sciencespoに手配してもらえるアパート（2人1部屋）に泊まった。基本的にプログラム参加者との交流も含めて、
この施設に泊まるのが良いと思う。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
近くに商店街があり、スーパーもあるため、多くのプログラム参加者はここを利用していた。平日に関しては
Sciencespoの方からチケットがもらえるため、バス・地下鉄ともに自由に移動できる。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
なし
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
80万程度
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
20万（JASSO）
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
週末は遠方に行く参加者もいた
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
学習面：メールで質問に回答してくれるので、不明な点は基本的に解決できる。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
食堂は混雑しており基本的に座る事は困難
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

元々次の留学に備える事が目的であり、実際に留学を実りの多い物とするためには、語学面や学問的な面でま
だまだ準備不足である事を痛感できた事は良かった。またこのプログラムの扱う分野に対しては、今まで食わず
嫌いしていた部分はあるが、今後のキャリアも踏まえ、見識を深めていく必要が感じられた。

②参加後の予定
4月から社会人として働く
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
1，2年生にとっては参加する事で良い刺激になると思う。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
なし
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
なし
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年 3月 21日

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

学年（プログ
学部1
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：

卒業・修了後の就職（希望）先：
✓ 1. 研究職
✓ 3. 公務員
5. 民間企業（業界：
7. その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
フランス・パリにキャンパスを構える、社会科学分野に特化した高等教育機関。東京大学を含む複数の日本の
大学と深い交流関係を持つ。
参加した動機
欧州統合には以前から関心があったのに加え、大学在学中または大学院で海外大学への留学を考えているた
め、一か月間日本を離れて欧州統合について学ぶ機会は今後の進路等を考える上で大いに有益だと考えたた
め。また、第二外国語として一年間学んできたフランス語を実際に使ってみる機会にもなると考えた。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
基本的に大学当局の指示に従っていれば問題ない。もし同じプログラムに参加する知り合いがいたら、定期的
に情報交換するとお互いのミスが防げると思う。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
特になし
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
常備薬は必ず持参すべき。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
義務付けられていた「付帯海学」に加入した。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
特になし
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
IELTS 6.5
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
EUについての情報収集を行ったうえで、エッセイのテーマの方向性を決めておくと楽。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
授業はすべて英語で、講義形式で行われる。授業中に質問時間を設ける先生も多く、平均講義時間は1コマ1時
間40分程度。ほとんどの先生がスライドを準備している。最終週の火曜日が提出締め切りとなるA4 10ページの
エッセイがあり、その執筆をTAが補助することになっている。
②学習・研究面でのアドバイス

エッセイの執筆は計画的に進めた方が良い。図書館で本が借りられるが、人気のあるテーマ(Brexitなど)に関す
る本はプログラム開始後すぐに貸し出されてしまいがちなので、出発前にある程度テーマや読みたい資料をリス
トアップしておくとよいかもしれない。
③語学面での苦労・アドバイス等
フランス人の先生が話す英語が多少聞き取りづらい部分がある。フランス語の授業は、フランス語の能力を上げ
る役にはほとんど立たないというのが正直な感想。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
SciencesPoから指定されたアパートホテルに、プログラム参加者全員が宿泊した。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
パリ・ブリュッセルでは、ほとんどの店でクレジットカードでの支払いが可能。出国前にカードの限度額を把握して
おいた方が良い。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
アンケートのフリをしたスリが多発している。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
JASSOの奨学金を20万円受給した。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
平日は朝から晩まで授業がぎっしり詰まっている日が多いので、週末にある程度エッセイを進めておく必要があ
るかもしれない。自分はモンサンミッシェルやパリ市内の観光もした。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
TAは学生の要望がないと動かないと思っておいた方が良い。逆に、学生の要望に最大限応えてくれるTAがい
る(全員ではない)ので、要望は積極的に伝えた方が良い。
パリ市内の地下鉄とバスに乗り放題のチケットが学校から与えられるが、学校がある日の分しか渡されないの
で注意（つまり、1週間に5日分のみ)。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
図書館の蔵書は充実していたが、駒場図書館ほど閲覧席は多くないので、平日の昼間は閲覧席がほとんど埋
まっていた。カフェテリアは混んでいる場合が多いので、サンドイッチか何かをホテルから持参する学生が多
かった。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
Brexitという大きな岐路を迎えている現在のEUを、ヨーロッパのアカデミアにいる人々がどう見ているのかを知る
ことができた。
また、個人的にはブリュッセルへのフィールドトリップの際にEUの職員の方々から考えを聞けたことは、非常に
有意義だった。
②参加後の予定
法学部に進学して政治学を中心に学ぼうと考えている。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
アカデミックな学びという意味では期待外れな面があるかもしれませんが、機会としてはとても有意義な1か月に
なるプログラムだと思います。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
留学中はRATP(パリ交通公団)のアプリをスマホに入れていた。地下鉄とバスをカバーする乗換案内として便利
だった。
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年3月17日

学年（プログ
学部1
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
✓ 3. 公務員
✓ 5. 民間企業（業界： 開発コンサルタント
7. その他（
）

）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

派遣先大学の概要
パリ政治学院
フランスのパリにある社会科学系の特別高等教育機関で、通称はSciensesPo(シアンスポ)。フランスのエリート
養成校、グランゼコールの１つであり、卒業生にはフランスをはじめ数々の各国首脳、国際機関トップ、企業経
営者が名を連ねる。経済、歴史、社会学、法学、金融、ビジネス、コミュニケーション、社会・都市政策、マネジメ
ント、ジャーナリズムのプログラムを有しており、近年では、英語を使用した講義も積極的に取り入れ、留学生の
受け入れを拡大している。
参加した動機
元々パリ政治学院への長期の留学に興味があったため。海外に住んだことがなく、留学したらどのような生活
を送るのか知りたかったため。フランス語を履修していたこともあり、フランスの生活・文化を肌で感じたいと思っ
たため。EUについて、当事国であるフランスで、かつ情報量の多い英語で学べることは貴重な機会だと思った
ため。春休み中であり、授業のことを気にせず参加できたため。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
大学の指示に従って進めれば問題はありません。ただ、パリ政治学院に直接学費をはらいこむ際、期限が年始
あたりだったので、年末に急いで振り込んだ記憶があります。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
3ヶ月以内の滞在なのでビザの申請は必要ありません。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
歯医者に行きました。また、胃腸薬、頭痛薬、咳止めのほか、常備薬を準備しました。自分の体質を考えた上
で、必要なものを持っていけば大丈夫かと思います。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
大学に指定されたものに加入しました。(付帯海学、OSSMA) こちらも指示に従えば円滑に進められると思いま
す。
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⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
特にありません。渡航届けを提出した程度です。
⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
英語の準備をもっとすべきだったと思います。パリ政治学院には英語が母国語ではない教授もたくさんいらっ
しゃったため、独特の言い回し等に慣れるのに時間がかかりましたし、外交や政治等に関するアカデミックな単
語を、もっと頭に入れておくべきでした。フランス語の準備は特にしませんでしたが、生活で使ってみたかったの
で、簡単な単語の復習をしました。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
EUについての簡単な知識をつけて、余裕があれば本を読めば良いかと思います。また、あらかじめ、プログラ
ム中に自分が書くことになるエッセイについて、テーマや構成等考えておくと負担が減ります。
生活に関して、持って行った方が良いものは、インターネットで調べて参考にするのが一番網羅的かと思います
が、役に立ったものは、ラップ、ジップロック、調理用の箸、カイロ、圧縮袋、変電プラグ等です。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
各授業は２時間。必修として、EUについての基礎を学び、選択科目として、EUの外交、経済、移民政策の中か
ら２つ学びます。この他、３つのレベルごとにフランス語の授業が用意されています。授業のスライドを送ってく
ださる教授もいらっしゃるので、それらを用いて、また録音しておき不明箇所のみ聞くなどして、復習は可能で
す。中間テストとエッセイの提出があります。また、ルアーブルにある分校の生徒に対し、グループで、ある特定
のテーマに関するプレゼンテーションを行う機会や、ブリュッセルにあるEUの機関に話を聞きに行く機会があり
ます。
②学習・研究面でのアドバイス
EUについての知識を簡単にでもつけておいた方が良いと思います。また、自分の元々の疑問や興味をあらかじ
め洗い出しておくことで、授業により主体的に望むことができると思います。
図書館には多くの本があり、大学外からも容易に取り寄せることができます。貸し出し期間を延長すれば基本
的にプログラム中はずっと借りられるので、興味のある本は早めに借りることをお勧めします。
③語学面での苦労・アドバイス等
教授の説明の速さについていけなくなり、途中から理解が追いつかなくなることもありました。また、他言語を母
国語とする教授の授業では、普段馴染みのない発音のために、単語を認識するのに時間がかかることもありま
した。徐々に慣れてくるとは言え、念のため録音しておき、わからなかった箇所をチェックし直しました。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
学校が用意してくださったアパートホテルに滞在しました。２人ずつのルームシェアで、個室はありませんでし
た。基本的にものは揃っていますが、それらが使えるとは限らず、1ヶ月間使用しなかったものもありました。ち
なみに、毎年タオルはないと言われるようですが、ありました。
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②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
寒波の到来と重なり、雪が降るほど寒い期間もありましたが、基本的にはしっかり防寒対策をすれば困らなかっ
たように思えます。大学の立地は治安の面でも良く、かつ、美術館等に歩いて行ける距離でした。アパートホテ
ルから学校へは地下鉄の乗り換えはありましたが、通学しやすかったです。なお、ストで地下鉄が使えなくなっ
ても、バスで向かうことができます。食事に関しては、基本的に自炊しました。アパートホテルの近くにスーパー
やパン屋があるので食料品の買い出しには困りませんでしたし、外食するとそれなりにお金がかかるので、ほ
かの方達も自炊中心であったように思います。また、お金に関して、クレジットカードは使えない場合を見越して
数枚持って行くことをお勧めします。ただし、ほかの方達と割り勘する機会もあるので、現金も少なからず必要で
す。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
夜に少人数で不必要に出歩かない、荷物の管理を徹底するなど、治安に関して危機感は持ち続けました。健康
に問題はなかったので、医療機関などについては良く知りません。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
航空賃・・・16万円強 授業料・・・2440€ 教科書代・・・なし 家賃・・・1368€ 食費・・・200-300€ 交通費・・・平日
は切符が支給される、土日に関しては１日利用券が6€弱 娯楽費・・・10万円弱
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
大学からの案内のもと、 JASSOから20万支給していただきました。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
休日や空きコマを利用して、パリ市内や郊外、また他の都市の観光をしました。中には土日に他国に行く人もい
ました。
なお、学生割引やパリ政治学院生用の割引（無料）もあるので、学生証を提示すると良いと思います。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
事務の方は、基本的に聞けば教えてくださるので疑問があればすぐに聞くことをお勧めします。フィールドトリッ
プ等についての情報は、直前に概要を伝えられる程度でした。
教授の方々の、パリでの生活を楽しんで欲しいという思いがとても伝わってきました。
学習面について、チューターの方々はエッセイを手厚くサポートしてくださいました。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
図書館の設備はとても良いと感じました。予約した本はすぐに届きますし、長期間借りることが可能です。また、
印刷代は元々払ってくださっているようで、図書館で比較的簡単に印刷できます。図書館の学習スペースは基
本的に席が埋まっていることが多いですが、プログラム期間中に現地の学生の休暇があるので、その期間は使
い放題でした。食堂は大変混雑するので、なるべく利用は控えたほうが楽に食事ができます。wifiの接続は基本
的によかったと思いますが、図書館など多くの学生がいる場所では思うように行かないこともありました。
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プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
大変有意義な1ヶ月でした。EU加盟国で、かつ、EUについての情報量が日本語より圧倒的に多い英語で、EUに
ついて学べるということはとても貴重だったと思います。またEUのような特殊な機関について集中的に学ぶこと
も今回参加していなければなかったと思います。
参加を通じて、今までは書籍から知識を得ただけだった事柄について、実際の状況を肌で感じることができ、よ
り関心が強まったり、自分の考えを構築し直したりするようになりました。
また、生活面について、日本とは違う生活環境に身をおいたことで、これまでの生活を相対化することができ、
自分の生活を見つめ直すきっかけになりました。

②参加後の予定
進学学部確定後、長期での留学を考えています。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
資金や時間が許す限り、ぜひ参加することをお勧めします。
帰国子女であったり、留学経験があったりしても、また、私のように海外に住んだことがなくても、このプログラム
は参加しやすく、かつ貴重な学習の機会だと思います。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
過去に参加された方々の体験記
羽場久美子「EUを知るための６３章」明石書店
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年3月30日

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

学年（プログ
学部1
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：

卒業・修了後の就職（希望）先：
1.
3.
✓ 5.
7.

研究職
公務員
民間企業（業界：未定
その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
✓ 6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
パリ政治学院は、フランスでは大学ではなく、エリート養成機関のグランゼコールに分類される。シラクやミッテラ
ン、マクロンなど、歴代フランス大統領を多く輩出しており、政治経験者がここで教鞭を取ることも多い。大学とし
ての質は一流である。
参加した動機

将来的に英語圏での留学を考えているため、今回は非英語圏に長く滞在するという点に魅力を感じた。過去に
１度フランスを訪れて魅了され、フランス語選択にしたことも、動機の一つである。進路に直接関係ある分野では
ないかもしれないが、幅広い経験を積むという観点で有益だと感じた。

参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
選考では志望動機が最も重視されていたように感じた。丁寧に考える方が良い。TOEFLかIELTSのスコアが必
須なので、受験を忘れないように。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
必要ない。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
風邪薬、解熱剤を携帯した。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
OSSMAには加入せず、東京大学に紹介された付帯海学に加入した。延泊分もカバーできた。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
事前の準備は特にない。
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
TOEFL91を取っており、日常会話などは十分だったが、授業で使われる英語は訛りが強かったり、専門用語が
多かったりしたために完全に理解できないことがあった。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
フランス語を少しでも勉強しておくと、街中でのコミュニケーションも円滑になる
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

基本的にスライドを用いた講義スタイルだが、全ての教授が質問を歓迎した。積極的に質問することが求められ
る。スライドは後日メールで送信されるので、復習は可能。授業時間が２時間と長いのが厳しいところ。最終週
に3000語程度の論文調エッセイを提出する必要があり、プログラムの終盤にはエッセイの作成に追われること
になる。

②学習・研究面でのアドバイス
出発前に日本語の書籍などでEU機関の基本などを学んでおくと、授業の理解度が格段に上がる。
③語学面での苦労・アドバイス等
教授も英語のネイティブスピーカーではないので、訛りなどがきつくリスニングが困難な場合があった。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
Sciences Poが斡旋したアパルトマンに宿泊した。他の参加者もほとんどがここに宿泊し、交流することができ
た。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
クレジットカードさえあれば、お金に関して全く不自由しない。限度額などを考えて複数枚持っておく方が良い。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
観光スポットではスリに注意した。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
学費と宿泊費で50万ほどかかり、航空賃は自腹。
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
JASSOから20万円の奨学金を支給された。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
週末はモン・サン・ミシェルやベルサイユなどへの観光をした。スペインやオランダなどに行っている他の参加者
もいた。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
4人のチューターがエッセイを書くためのサポートをしてくれた。とても丁寧であり、心配することはなかった。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
お昼休みにはカフェは混雑するので、事前に昼食を作るか、購入しておくと良い。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
日本の大学という環境から１ヶ月の間離れ、異なる雰囲気を持つ異国の大学に身を置くことができたのが、本プ
ログラムでの１番の収穫である。今まで東京大学で受けて来た授業を異なる視点から振り返り、今後の自らの
学びを計画する手助けとなった。
②参加後の予定
南仏、イタリア、ポルトガル、イギリスへ旅行した。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
コンパクトながら密度の濃いこのプログラムはかならず人生に良い影響を及ぼします。迷うならば応募してみま
しょう。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
欧州複合危機 - 苦悶するEU、揺れる世界 (中公新書)
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018 年

東京大学での所属学部・研
法学部
究科等：
パリ政治学院European Studies
参加プログラム：
Programme
卒業・修了後の就職（希望）先：
1.
3.
✓ 5.
7.

研究職
公務員
民間企業（業界：
その他（

4月

10日

学年（プログ
学部3
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：
2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
パリ政治学院は数多いフランスの国家公務員を排出した大学で、フランスの名門大学。現フランス大統領のマ
クロン大統領もパリ政治学院出身である。
参加した動機
国際政治に関心が多く、その中でも地域協力機構に非常に興味を持っていて、このプログラムに参加すること
でEUの具体的な内容や歴史を学べると思ったので参加した。また、英語力にも役立つと思った。

参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
手続きは、学校から教えてくれる通り行えば問題ない。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
ビザを準備する必要はない。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
特に行わなかった。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
必須の保険とOSSMAに加入した。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
教養学部で手続きを取った。
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
TOEFLの点数を持っていたので特に準備はやっていない。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
薬とタオルは持って行った方がいい。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
必須の授業があり選択科目は三つ提供されその中で二つを選んで聞く。三つ全部出席することは可能だが、必
ず二つを選択する必要がある。授業は参加型ではなく、日本の授業と同じ形式であるが、常に質問することを
要求される。
②学習・研究面でのアドバイス
レポートを書くので、それについてある程度考えておいた方がいいと思う。早く始めた方がいい。
③語学面での苦労・アドバイス等
意外とフランス人は英語ができなく、日常生活でたまにコミュニケーションが取れなかったりした。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
パリ政治学院が提供するADAGIOで生活した。全員がADAGIOに入ってたので、学生間の交流が活発であっ
た。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
フランスの公共交通はとても便利で使いやすかった。気候は意外とやや寒かった。食事は美味しく種類も多
かったが、値段がちょっと高かった。主に、クレジットカードを使って生活した。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
治安は思ったより安全だった。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
航空賃は経由で８万ぐらいかかった。生活費は１５万前後だった。
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
外国人だったので、JASSOからはもらえなかったが、東京大学が２０万円支援してくれた。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
週末は主にパリ観光をした。スウェーデンやスペイン、イギリスなど他の国に行く人も多かった。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
チューターが学生につきレポートの作成を手伝ってくれた。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
キャンパスが意外と小さく散らばっていた。でも、主要設備は整っている。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

色んな大学から来た学生たちと議論し、話しながらもっと前向きに考えるようになった。英語でレポートを書き、
ディスカッションをしながら英語力も成長したと思う。とても楽しかった一ヶ月だった。

②参加後の予定
法学部で勉強を続ける。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
学費などの費用が高いが、払える価値のあるいいプログラムです。とても楽しく、意味ある時間でした。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学

海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年

東京大学での所属学部・研
究科等：

3月

23日

学年（プロ
教養学部

グラム開始

学部2

時）：
パリ政治学院(Sciences Po)

参加プログラム：

春季短期留学
European Studies Program

派遣先大
学：

パリ政治学院

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
✓ 3. 公務員
5. 民間企業（業界：
7. その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
パリのグランゼコールの一つです。国際関係学等を強みとし、政治学分野の世界大学ランキングでは上位に上が
ります。フランスのオランド元大統領やマクロン大統領ら、政治界における著名人を数多く輩出しています。
参加した動機
普段日本の視点で見ている国際情勢やEU内部の問題をEUの視点から学び、現在の国際関係への多面的な理解に
つなげたいと考えました。また、現地の教授や学生との議論を通じて、日本の政策的立場をEUがどのように捉え
ているかを知り、日本がEUに対してどのようなアプローチを取っていくべきかを模索したいと思いました。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
本部とパリ政治学院からの指示に従って進めました。プログラム費用の振込や航空券の購入などは、早めに済ま
せておくことをお勧めします。不明な点は、パリ政治学院のコーディネータの方に問い合わせると良いと思いま
す。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
短期滞在なので、ビザは必要ありませんでした。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
私は特に準備はしませんでしたが、個人の状況によると思いますので、確認しておくと良いと思います。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
大学から指定された付帯海学とOSSMAに加入しました。
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⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）
海外渡航届を、アドミニ棟の国際交流支援係に提出しました。単位認定は行いませんでした。
⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
英語は、海外のニュースなどを聞き、リスニング力の強化に努めました。フランス語は、日常会話で必要になり
そうなフレーズをまとめておきました。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
フランスのコンセントに対応した変換プラグは必須になります。また、フランスはとても乾燥するので、ハンド
クリームを多めに持っていくと良いです。東京より寒いので、厚めの上着も持参することをお勧めします。
学習面では、エッセイを書く際、ALESA等で配布された、文献の書き方ガイドがあると役立つと思います。ま
た、エッセイのテーマを予め決めておき、それに関する論文などをいくつか日本から持っていくと、エッセイの
作成がスムーズになると思います。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
授業は、共通ブロックと3つの選択ブロック（A経済・B外交関係・Cアイデンティティー）から構成されており、
共通ブロックと２つの選択ブロックの授業が必修でした。ただし、選択ブロックは全てに出席することも可能で
した。予習はほぼ不要でしたが、授業前に講義スライドを送ってくださる教授もいらっしゃったので、その場合
はスライドを一読して質問等を予め考えておくと、主体的に授業に臨めると思います。授業は講義形式でした
が、途中での質問や発言が歓迎されるので、躊躇せずに自分の意見を積極的に述べると、議論が活発になり刺激
的な授業になります。授業後は、送られてくる講義スライドとノートを読み返して復習し、疑問点が出た場合は
教授にメールで質問しました。3週目に中間テストがあり、選択肢形式で25問ほど、共通ブロックから出題され
ました。
特に興味深かった授業は、Voltolini教授のEuropean Foreign Policy（選択ブロックB）でした。パレスチナとイ
スラエルの中東問題において、数々の交渉のテーブルで、EUが「二国家解決」をより多くの国に浸透させようと
奮闘しているプロセスが説明されましたが、価値や規範を世界に広めることに大きな意義を見出し、自分たちの
役割として使命感を持って尽力する、EUの一貫した姿勢が如実に表れていると感じました。
②学習・研究面でのアドバイス

最後の週に、10ページ程度（約2500 words）のエッセイを提出することになりますが、渡航前にあらかじめテー
マを決めてアウトラインの構想を練っておくと、内容により時間をかけて書き上げられると思います。チュー
ターの方がとても親身になってくださり、エッセイに関するアドバイスをくださったほか、チューターの方が勉
強されている内容に関係する、自分の関心事についてのディスカッションにも付き合ってくださりました。今年
は、4人のチューターの方々は全員異なる国の出身でした。複数のチューターの方々とコンタクトを取ると、そ
れぞれのバックグラウンドや考え方を反映した意見を聞く事ができ、非常に参考になると思います。
教授に授業に関する質問をする際は、授業後よりも、授業中に手を上げて聞くことをお勧めします。教授も授業
中の質問を求めていますし、授業中の方が、教授が授業で出てきた他の論点と結びつけて説明してくださった
り、他の学生からの意見が出てきて新しい視点に気づけたりするからです。
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③語学面での苦労・アドバイス等
教授によって英語のアクセントや話すスピードが異なるので、聞き取りに苦労する授業もありましたが、ためら
わずに聞き返すと、ゆっくり詳しく説明してくださりました。自分の中で妥協せずに意欲的に授業に臨むことが
一番大事だと思います。
希望者が参加するフランス語の授業は、教授との会話がメインのクラス分けテストが最初に行われ、学生は３つ
のクラスのいずれかに所属することになります。私のクラスでは、教授がフレンドリーでユーモアのある方で、
スピーキングを重視した授業スタイルでした。フランス語で発言できる機会が多く、フランス語の練習として最
適でした。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
パリ政治学院が用意してくださったアパートホテル（Adagio）に宿泊し、東大生と2人で1部屋を利用しました。
キッチンが広く、バスルームもバスタブだったので、総じて生活しやすい環境でしたが、スーツケースを広げる
とスペースが狭くなってしまい、また、机も一つしかなかったのは、少し不便な点でした。部屋によって違いが
あるようで、シャワールームだけの部屋や、比較的狭い部屋などもあったそうです。週に一回、金曜日に清掃が
入り、ベッドメイキングや、トイレットペーパーなどの補充をしてもらえました。地下1階にはコインランドリー
がありましたが、洗濯機が2台、乾燥機が1台しかない上、洗濯物が入ったままになっていることも多かったの
で、朝少し早い時間に利用すると良いと思います。洗濯は1回5ユーロ、乾燥 は1回2.5ユーロで、コインしか使え
ないため、洗濯をする前は、買い物時にお釣りでコインを確保しておくと良いです。
ホテルの近くに、通学時に利用する地下鉄の駅、スーパー、パン屋さんなどが揃っていたので、生活に困ること
はありませんでした。
ブリュッセルで一泊したホテルも、Adagioのようなアパートホテルでしたが、Adagioよりも若干広く綺麗な印象
を受けました。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

気候は東京よりも寒く、日中氷点下で雪がちらつく週もあったので、冬用の暖かい服を持っていくことをお勧め
します。また、非常に乾燥しているので、保湿クリームなどを用意すると良いと思います。
昼食は、大学のカフェテリアや近くのカフェでサンドウィッチ等を調達できるほか、美味しいパン屋さんも数多
く揃っているので、毎日色々なパン屋さんでフランスならではのパンの味を楽しむことができました。朝食と夕
食は、ホテルの近くのスーパーやパン屋さんで買っていました。パリは、パンは充実していますが、食のバラエ
ティーが乏しいので、日本からお米などを持参していくのも良いかもしれません。
買い物は全て現金で済ませました。お金は、スーツケース・リュック・ポーチなどに分散して保管しました。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
大学周辺とホテル周辺は治安が良かったですが、そのエリアを少し外れると雰囲気は一変して治安が悪く、特に
観光地や地下鉄内では、常にスリなどへの警戒心を要しました。貴重品を入れたポーチはコートの下に隠して持
ち歩く、リュックは前に背負うなどのスリ対策を取っていました。
東京より寒く、体調を崩しやすいので、手洗いうがいをこまめにするなどの健康管理は怠らないようにするべき
だと思います。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
航空費：約20万円、プログラム費用（授業料・宿泊費・平日の交通費）：約50万円、生活費（食費・娯楽費
等）：約5万円
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⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
JASSOから20万円を奨学金として頂きました。本部からの指示に従って、受給のために必要な手続きを行いまし
た。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
平日は、授業がない時間に、ルーブル美術館やオルセー美術館、エッフェル塔や凱旋門、国会議事堂やエリゼ宮
などを訪れました。週末は、モンマルトルのサクレクール寺院やベルサイユ宮殿などを観光しました。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
学習面ではチューターの方々が手厚くサポートしてくださりました。また、プログラムに含まれている、Le
HavreとEU機関への訪問の際は、コーディネータの方が集合場所などをメールで連絡してくださりました。パリ
政治学院の学生や教授、図書館員の方々は皆親切で、質問すると優しく教えてくれました。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
図書館は普段は学生が多く、勉強場所の確保に苦労しましたが、1週間あるバカンスの間は空いていました。食
堂は、会計が現金は不可で、学生食堂パスを作る必要がありました。カフェテリアは、現金で購入でき、バカン
ス中も営業しているところもありました。学校のWiﬁは大抵スムーズにつながったので便利でした。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
どんな留学でも、それまでとは異なる価値観に触れ、他国の人の視点を学ぶことができます。しかし、このプロ
グラムのユニークな魅力の一つは、問題意識や基本的な価値は共有しながらも、目標に向けたアプローチが多様
であるEUの内実に、肉薄できることだと思います。フランスに滞在するので、フランス人の思考様式を学べるの
はもちろんですが、パリ政治学院にはヨーロッパ中から多くの留学生が来ており、教授も国籍が様々なので、EU
の各メンバーステート出身の人から、各国独自の価値観や国内問題を反映した話を聞くことができ、議論にも深
みが増しました。そのような経験を通じて、各国の国益を鑑みながらそれらの妥協点を見つけようとする、バラ
ンスのとれた思考のアプローチを身につけられたのではないかと思います。
また、パリ政治学院での授業は非常にインタラクティヴでした。授業中常に頭をフル回転させて、テンポよく教
授の問いかけに対して自分の意見を返していく、キャッチボール形式の授業を経験し、思考の瞬発力と問題への
即応力を一層磨かなければならないと感じました。帰国後もその実践を続けていきたいと、大学の授業へのモチ
ベーションがより高まりました。
②参加後の予定
法学部に進学し、法律に加えて、日本の政治外交や国際関係学を専門的に学びたいと考えています。日本の立場
で分析するだけでなく、他国の視点も意識しながら思考し、問題の発見と解決策の模索を連動させた、創造的な
学びを目指したいです。
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③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

1か月間という貴重な時間をこの短期留学にかけると決めたら、自分の中で具体的に目標を立て、目的意識を明
確にして臨むと、プログラムをより充実した体験にアレンジできると思います。主体的に取り組んだ分だけ成果
が得られる、魅力的なプログラムです。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
過去の参加者の報告書が大変役立ちました。また、危機管理面に関しては、外務省の海外安全ホームページが参
考になりました。
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

5/6

東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018 年 3 月

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European studies programme

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
✓ 3. 公務員
5. 民間企業（業界：
7. その他（

日

学年（プログ
学部2
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：
2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
フランスの政界、経済界に卒業生を送り込んでいる名門グランゼコール。
参加した動機
一年間の交換留学を予定していたが、海外経験ゼロということもあり、さらなる留学の足がかりとしてこのプロ
グラムへ参加した。フランスを選んだのは第二外国語でフランス語を取っていたため。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
非常に複雑なので締め切りに要注意。また、現地校へのプログラム参加費の支払いが年末年始になるので余
裕を持って計画しておくことを薦める。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
フランスは90日までの滞在であればビザ不要。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
常備薬は多めに持っていった。また、出発前に体調を崩さないようにインフルエンザの予防接種をしておいた。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
大学が提携している東京海上の保険に加入。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
特になし。
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
IETLTS7.0 DELFB1。授業は全て英語で行われるが、一応フランス語も最低限やっておくとトラブルの際に対
処しやすい。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
ティッシュやウェットティッシュはフランスで売っているものは日本とは少し勝手が違うので、日本から持っていく
と便利かもしれない。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
授業は３つの専攻の内二つを選びそれに応じた授業カリキュラムと、加えてフランス語の授業も受ける。授業を
受けるのがメインだが、質問コーナーも多く、意欲的な人は積極的に質問していった。逆にそういったところで
話さないと、あまり英語を喋る機会は少ないかもしれない。途中で中間テストがあるが、そこまで難しいもので
はない。
②学習・研究面でのアドバイス
EUに関連したテーマでエッセイを書かなければ行けないので、予めテーマを決めておくとグダらずに済む。特
に、最後の週はフランス外務省訪問やブリュッセル訪問など、体力を使う行事が多いので、それまでにテーマを
ある程度決めて書き上げておくとだいぶ楽になる。
③語学面での苦労・アドバイス等
自分ではそれなりにやってきたつもりのフランス語が全然聞き取れず、ジェスチャーだよりになることが多かっ
た。B1というのは本当に必要最低限フランスで行きていけるぐらいの水準。ただ、英語はそこそこ通じるので、
フランス語は出来なくても問題ない。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
シアンスポが斡旋しているアパートメントホテルに宿泊。食事が出ないので、近くにあるスーパーで食材を買っ
て調理することが多かった。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
買い物は主にクレジットカードで行った、パリでは日本と違い高額紙幣が嫌がられるので、間違っても5ユーロ
から20ユーロを中心に持っていった方が良い。あと、学校指定のホテルの洗濯機や乾燥機は小銭しか使えな
いので、小銭は積極的に崩した方が良い。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
スリが非常に多いと聞いていたので、首から下げる小さい袋に貴重品を入れ、服の中に入れて行動していた。
実際、プログラム参加者の中でもスリに遭いかけた人がいた。
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④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
プログラム参加費と宿泊費が50万。プログラム後にヴェネツィアを観光したこともあり移動費が計15万、食費な
どが約5万。観光、お土産代が4万ほど。
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
JASSOより20万頂いた。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
シアンスポから学生証が支給され、それによってほぼ全ての美術館に無料で入る事ができた。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
修士課程のチューターがエッセイの書き方などについてアドバイスをくれるが、人によってサポートの手厚さは
まちまち、ただみんなフレンドリーではあった。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
東大のように大きな食堂が存在しない上、購買も混んでいたので、スーパーでサンドイッチなどを食べて済ます
ことが多かった。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
正直に言って、授業の内容自体は東大でやってるレベルととそれほど変わらないし、エッセイも書きっぱなしで
添削なども無し。ただ、パリで一ヶ月学生生活を体験できることや、欧州議会などを訪問できること、そして早稲
田や慶応との横の繋がりができることに関しては大きな価値があった。
②参加後の予定
今回の留学で得た経験を用いて、さらなる長期の留学に挑戦したい。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
いざ留学が決まってから焦らない様に、パスポートやクレジットカードは先に取っておくことを薦める。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

https://www.google.fr/maps
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018 年 4 月 13 日

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
Sciences Po European Studies
参加プログラム：
Program 2018
卒業・修了後の就職（希望）先：
1.
✓ 3.
5.
7.

研究職
公務員
民間企業（業界：
その他（

学年（プログ
学部2
ラム開始
時）：
派遣先大
Sciences Po
学：
2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
Sciences Po（シアンスポ。日本名：パリ政治学院）は、ヨーロッパの政治・経済を学ぶ場所としては最高峰の学
問レベルを誇る大学である。ロンドンにあるLSE（London School of Economics）と二大巨塔と言われており、東
京大学のみならず慶応大学など日本の各大学とのつながりも強い。東大からは国際政治学の藤原帰一教授な
どが頻繁に出張して、現地の教授たちと意見を交換させているらしい。
参加した動機
友人が複数長期留学を決める中、ある程度英語力はあるとは言え未だ海外経験の少ない自分もなんらかの形
で海外に一定期間滞在したいと思った。英語力そのものの向上というよりも、英語を使って全く新しい学問を学
ぶことに興味があった。「国際政治を、日本と違うヨーロッパからの視点で分析する」という意味において、このプ
ログラムは素晴らしい内容だろうと確信した。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
大学当局からは資料が送られるだけで何もオリエンテーションなどはなかったので、情報は昨年の参加者であ
る非常に仲の良い友人を質問攻めにしてあれこれ聞いてみた。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
フランスはビザ無しで１ヶ月の留学が可能である。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
特段しなかった。指示もなかったので。衛生状態は日本とさほど変わらない。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
海外留学保険は大学がきちんとinformしてくれたので、その指示に従って申し込みを行った。
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⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
特に無し。春休みを丸々使えるので他の授業との兼ね合いもなく思う存分楽しめた。
⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
もともとIELTS7.5を取っていたので問題はなかった。ただその慢心もあってか、留学中はTechnical Termsにかな
り苦労して、辞書を引きまくった覚えがある。留学する前に政治学関連の単語はあらかたさらっておいた方が確
実に実りあるプログラムになると思う。
また、このプログラムの語学レベルはIELTS6.0とあるが、はっきりいって6.0の語学力だと何もできず終わる。能
動的に質問する能力と複雑なAcademic Englishに対応するためには、最低でも7.0は欲しいというのが個人的感
想である。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
電子レンジで温めれば炊きたてになるご飯は非常に有用。滞在するホテル近くにはスーパーがあり、ホテルで
はIHで自炊ができるので、ご飯があれば焼肉パーティみたいなのもできる。あとは、首からかける型の財布は絶
対持っていくべき。日本と同じテンションで財布をポケットに入れると、メトロですぐスられて一文無しになる（自分
の一年前の参加者はそういうことがあったらしい。）
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
予習の必要は無し。教授がオムニバス形式で、EU周辺の様々なトピックについて、パワーポイントのスライドを
使って解説していく。教授の国籍は様々で、フランス人もいればイタリアの人も、イギリスの人もいただろうか。英
語が母語話者ではない先生の英語はゆっくりして聞き取りやすいか、あまりにも癖があって聞きづらいか、いろ
いろだけれども、総じて生徒のことを考えた授業を展開してくれる。授業後の質問も極めてフレンドリーに受けて
くれ、メールすればちゃんと質問に答えてくれる。特に、毎年責任者をやっているJerome Creel先生は本当に面
倒見が良く、たくさんお話しすることができた。特に面白かったのは女性の社会進出と社会福祉国家の現状につ
いての授業で、エスピン・アンデルセンの話をちょうどヨーロッパ政治史の授業でやったばかりだったので東大の
知識が非常に役立った。また、東大の藤原教授が、Brexitは"Tough Brexit"、つまりイギリスに厳しくあたる対応
をEUは取るだろうと予想していたのに対し、先ほどのCreel先生は"Soft Brexit"、つまり経済的不利益も加味し
てイギリスに妥協する道も十分あり得るという、異なる見解を示していたのも面白かった。
②学習・研究面でのアドバイス

質問しないと何もせず終わるのは東大の授業と同じ。とにかく能動的に授業に参加したら、教授たちはそれに
しっかりと応えてくれるだろう。あとは、あらかじめ自分がEUやヨーロッパについて「何を研究したいか」を明確に
しておくと、後半のレポート作成などが非常に捗りそう。

③語学面での苦労・アドバイス等
上にも述べたとおり、ある程度のTechnical TermsやAcademic Englishに対応できる語彙力を身につけておくとさ
らに学びを実りあるものにできそう。IELTSは7.0を目指しておくとプログラムを能動的に楽しむ余裕ができると思
う。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
パリ政治学院が用意してくれたキッチン付きのホテル。Adagio Bercy Villageというところ。毎年変わらない。キッ
チンのシンクがすぐ詰まっちゃうこと以外は、綺麗な館内だし、歩いて30秒のところにBercy Villageというお店が
いっぱい入っているストリートがあって、そこのスーパーで自炊の買い出しをしたり、Hippopotamusというハン
バーガー屋さんでジューシーなハンバーガーにかぶりついたり、とにかく楽しかった。
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②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
気候は、寒い。3月に雪が降った時は流石に心が折れた。交通機関はメトロが中心で、パリ政治学院がメトロ・バ
ス・近郊電車を５日間乗り放題にできるチケットを滞在期間ぶんくれるので、それで市内観光も楽しめる。大学周
辺は治安も良く静かで、気軽に入れるカフェもいくつか。お金は日本でユーロに換金して、滞在中はホテルの金
庫に大半を入れて、財布にはそのうちのいくらかしか入れなかった（セキュリティのため）。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
治安は悪いので基本的には夜11時過ぎはホテルの外に出ないようにした。ホームレスがお金をたかってくるの
は日常茶飯事なので。昼のメトロですらそうだったので、夜の街中などさぞや大変だろうと予想した。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
滞在費と授業料を含めて55万円。そのうちの20万は東大が負担してくれたが、航空費と現地の滞在費はこちら
で負担。さらにパリの物価が非常に高かったこともあり、家に帰ってきてクレジットカード明細が届いた時には
使っていた僕が一番目をみはるという事態になったが、それだけの価値はあった。
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
JASSOより、20万円いただきました。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
週末は完全に自由行動。自分は３回ある週末を美術館巡り、モン・サン・ミシェル、ヴェルサイユ、そしてロンドン
一泊二日旅行に使った。また、プログラム終了後は１０日間かけてドイツ、オーストリア、スイスとヨーロッパを周
遊した。パリを基準にして、ヨーロッパの他の国の都市と比較するのはまさに醍醐味と言えるだろう。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
万全といっていい。パリ政治学院の優秀な大学院生がチューターとしてついてくれて、生活面からレポート作成
に至るまでなんでも相談に乗ってくれる。不思議な縁もあり、僕は担当してくれたチューターとすっかり仲良くなる
ことができた。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
食堂は少なく、しょっちゅう混んでいるので、外で食べたり昼食を持参するのが吉だろう。図書館はなかなかの
蔵書数で、留学中の僕たちも普通の学生と同じようにアクセスすることができる。Wifiもしっかりつながる。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
ヨーロッパから見た政治学の分析は、日本で学ぶそれと全然違った。そもそも、地理的にも離れているヨーロッ
パには日本で学んでいるとイマイチ意識が向きづらい。大抵アメリカや東アジア情勢ばかりが目に入り、ヨーロッ
パが世界の中で果たす役割に注目することが難しい環境である。だからこそ、ヨーロッパで最も優れた政治学・
経済学の学び舎で、プロの教授たちから、ヨーロッパが世界においてなせる役割の説明を受けることは、自分に
とって目の覚める思いだった。
学問のみならず、先ほども述べたように、ヨーロッパという風土を身体と心で理解し、他者に説明できるほどに愛
着のわく経験をすることができるし、英語を使って現地学生とめちゃくちゃ仲良くなることもできる。15年続くプロ
グラムだそうだが、その理由は明確だ。
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②参加後の予定
G7主要国首脳会議、30才以下の部に日本代表として参加。僕の担当チューターは、2年前日本で開催されたG7
ユースの部のドイツ代表団長だった。首脳陣に理知的かつ挑戦的な政策提言を行うべく、パリ政治学院の教授
や生徒とは密に連絡を取っている。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
正直、お金は本当にかかる。けれど、もしお金にある程度余裕があって、確かな向学心があるのなら、このプロ
グラムに参加しない手はないだろうと思う。満足度は200%。ぜひ参加して、ヨーロッパをその目で実感してきてく
ださい。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
地球の歩き方。なんだかんだで一番スタンダード。
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学

海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年3月23日

東京大学での所属学部・研
究科等：
参加プログラム：

学年（プロ

教養学部

グラム開始

パリ政治学院(Sciences Po)春季短期留学 派遣先大
European Studies Program

学：

学部2
パリ政治学院

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
✓ 3. 公務員
5. 民間企業（業界：
7. その他（

✓ 2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
パリ政治学院。
参加した動機

英語を使って欧州連合について学ぶことで、より実用的な英語力が身につくから。また、世界的に重要な欧州連
合についてその原加盟国の一つで学ぶことができる機会であるから。

参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
パリ政治学院の方からメールが来ますので、疑問などあれば積極的に聞いていきましょう。丁寧に対応していた
だけるので非常に助かります。また、学費の支払い時期は年末年始にかかるので、早めに行うことが重要です。
海外送金など、思っているよりも時間がかかります。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
ビザは利用しなかった。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
出発前には不安のある箇所について対応する病院を受診した。常備薬のほか、予想される症状への対応した薬も
持って行ったことで、向こうで体調を崩した時に役立った。ブリュッセルへの研修は後半で体力も落ちてきてい
る頃であると思うので、多少荷物になってもそういった症状向けの薬を持参していくと便利と思われる。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
東大の側で推奨された保険のみを利用した。
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⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）
基本的に授業期間・試験期間と重複しなかったため必要な手続きはなかった。但し、教養学部の教務課などには
事前に相談して日程等を確認しておくべき。また、GLP参加者はそちらの日程も確認すること。特に二月中旬か
ら三月はグループでの研究を進める期間のため、グループ内での調整もしておくと良いか。
⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
語学については、出発直前の段階でIELTS7.0を達成していたので特に準備はしていなかったが、思ったよりも英
語は聞き取れないのでやはりリスニングなどの対策はしておくべきか。特に授業よりも日常会話や公共放送など
の聞き取りが困難。フランス語については第三外国語として一年間履修したが、やはり単語力などはなかなか身
につかないので、仏語会話などの授業をとっておいた方がよいか。いずれにせよ、フランス語は思ったより使う
ので、必ず準備はすべき。博物館などでも英文の注釈はほとんどないことが多いので、フランス語がある程度で
きると非常に良い。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
歯ブラシなどは基本的にどこのホテルのアメニティにも無いので、忘れないように。ブリュッセルでの宿泊の際
も必ず持参しましょう。EUについての日本語文献があると便利ですが読んでいる余裕はそこまでありません。プ
ラグについて、基本的にBとありますが、コンセントに突起があるため、突起のみがあり窪みのない円形のBプラ
グは使えませんのでご注意を。SEタイプで代用できます。手袋などの防寒具はあると非常に便利です。イヤホン
や時計などは非常に便利なので、余裕があれば予備も含めて持っていった方が良いでしょう。部屋のゴミは思っ
た以上に出るので、ビニール袋を最低でも四つ持っていくとよいでしょう。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
基本的にEUに関連する授業だが、細かいテーマ毎に講義があるので様々な分野について学ぶことのできる良い機
会。予習については、ある程度EUの設立の経緯（条約の詳細な内容よりも、流れが重要）や基本的な機関（欧州
委員会、欧州議会、欧州理事会、理事会、欧州司法裁判所など）は。（授業でも紹介されるが）事前に理解して
おくと非常に役立つ。これらはすべての分野において役立つ知識なので必ず覚えておきたい。復習については試
験があるのでその前に授業用ノートを見直しておき、また日本から持参した文献やネットの情報などで理解を補
いつつ行っていた。スライドの共有はかなり遅いのでノートをしっかりとっておくことが重要。経済系の授業は
特に内容が難解なので注意。
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②学習・研究面でのアドバイス

エッセイのテーマについてはある程度事前に決めておくこと。日本語文献が少なそうなテーマでも、向こうは本
場ヨーロッパですので文献はそれなりに有ることが多いでしょう。ですので、自分の興味・関心のあるテーマを
選ぶことが重要です（基本的な知識などがあるテーマだとエッセイの構造は容易に決められますし、英語文献の
解読も非常に容易です）。もちろん、向こうのチューターの方と相談して変更する可能性はあるので、いくつか
のプランを持っていくことをお勧めします。また、ル・アーヴルではプレゼンを行いますが、これについては直
前にテーマが共有されるので週末を使ってしっかり調べておくのが無難でしょう。ここで調べたかそうでないか
でかなり差が出ます。グループ内でアドバンテージをとったり、よりよいプレゼンを作りたいなら、特に自分の
関心のあることを中心に週末にリサーチをしましょう（テーマの共有が直前なので、日本で準備することは不可
能ですし不要です）。また、あなたがプレゼンターの場合は原稿を読む練習を必ずしましょう。思った以上に本
番でのアドリブは困難です。講義については、前記の通り欧州連合の形成過程の経緯・流れおよび主要な転換点
となる出来事や条約を簡単に抑えておくこと、またそれ以上に欧州連合の主要機関の名称・構成員・役割・権限
をしっかり把握しておくことが肝要です。日本で軽く文献を読んでいくと良いでしょう。

③語学面での苦労・アドバイス等
基本的に講義の英語は非常に聞き取りやすいので心配する必要はありません。一方で、日常会話や公共放送など
の英語の聞き取りは非常に困難です。もし相手に直接聞ける状況ならば必ず確認しましょう。同様に、ブリュッ
セル訪問の際の講義も非常に聞き取りが困難な場合がありますので、難しいと思ったら遠慮せず申告しましょ
う。それ以上に、日常会話ではフランス語が必要とされる場合が多いです。フランス語の基本的な会話は必ずで
きるようにしましょう。とりわけ、買い物や外食、また電車の切符の購入に関する会話は予習しておきましょ
う。必ず使います。特に、パリ以外の地方都市への旅行を計画されている方はフランス語が必須となりますので
注意しましょう。また、博物館の訪問を計画されている方におきましては、館内の説明文はフランス語のみであ
る場合が圧倒的に多いですので注意しましょう。説明文が解読できないとあまり楽しめません。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
基本的にパリ政治学院側から推奨された宿舎を利用した。相部屋なので部屋の共有者とのコミュニケーションが
もとめられる。台所があるので自炊には困らない。乾燥機を利用しない場合は洗濯物を干す場所が少ないので注
意。週１回、金曜日に掃除が入るが、タオル類の交換、ゴミ捨てと新しいゴミ袋の設置、トイレットペーパー類
の補充などはそのタイミングのみなので、注意すること。特に、ゴミ袋は必ず足りなくなる。また、掃除の際に
思わぬものを廃棄される可能性がある。部屋の鍵はカードキーだが、安物なのですぐ使えなくなるので慌てず受
付に知らせること。宿泊先から大学までかなり距離があるので、忘れ物をしないように気をつけること。洗濯機
の利用について、小銭が５ユーロ分必要とされるので、小銭をためておくこと（これがなかなか大変）。
②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
食事について、外食はかなり高いので、自炊が望ましい。
③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
大学周辺は比較的治安が良い。ただし、交通機関を含めてパリは一般に治安が悪いので、日本で必ず事前に情報
を得ておくこと。
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④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
70万円程度。パリ市内の交通費はそれほどかからないが、外食費が高い。
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
東大側の紹介による奨学金を利用した。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
パリ市内には非常にたくさんの見るべきものがあるので、是非観光をしましょう。もちろん、他の都市に行って
も面白いですが、折角パリにいるのでパリを満喫するのが良いでしょう。特に、博物館は様々なものがあり充実
していますので、授業の空きコマなどにメトロを利用して訪れてみると良いでしょう。なかでもお勧めはパリ・
ワイン博物館で、ワインに関連する様々な道具の展示やパリ近郊のワインの歴史などを学ぶことができます。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
基本的にチューターのサポートは充実しているが、チューター個人の性質によってもかなり左右される。また、
大学の事務からのサポートがほぼないので、生徒間で協力して必要な書類などを得ること。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
図書館は非常に充実しており、特に書庫に非常に多くの文献があるため文献資料の探し方をかならず把握するこ
と。食堂のほか、28号館に学生の経営するカフェがあり、こちらの方が安価で料理も美味しいのだが、授業期間
外には閉まっているので注意。自販機が豊富にあるので水などを忘れた際にも困らない。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
欧州連合の基本的な構造について理解するとともに、さまざまな分野における応用の仕方について学べた。
②参加後の予定
本留学にて学んだ欧州連合についての理解を基に、EU法やEUの競争政策について学びたい。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
パリは非常に見るべきものがたくさんあるので、観光をしましょう。エッセイなどはできる限り自分の興味のあ
るテーマを選んだ方が効率的ですし自分のためにもなります。
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その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
フランスでfreeのSIMを購入する際にはhttps://yesppp.me/?p=2399やhttps://www.baookun.net/france4gsim-free/が役立った。
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年3月28日

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

学年（プログ
学部2
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：

卒業・修了後の就職（希望）先：
✓ 1. 研究職
✓ 3. 公務員
5. 民間企業（業界：
7. その他（

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
6. 起業

）
）

派遣先大学の概要
パリ政治学院は政治学、国際関係論などを教えるフランスの高等教育機関。パリキャンパスはパリの中心部に
点在しているほか、フランス各地にヨーロッパ・フランスと他地域との関係にフォーカスするキャンパスがある。フ
ランスの大統領を多数輩出している。
参加した動機
・自分が海外でどれだけのことを今できるのか見極め、将来より長期の留学をするか、するとしたらいつするか
を判断したい
・EUについて当事者から学びたい
・パリで一ヶ月生活し、心ゆくまで美術館に入り浸りたい
・似たような興味関心を持つ知人を増やしたい
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
事前の説明会などはない。参加が決まったら飛行機などは取り始めて良さそう。
国際本部が行うのは安全管理や保険についてのことだけで、具体的なプログラムについての質問は全てシアン
スポの担当の人が受け付けている。個人情報の登録や授業料の振込みの締め切りが年始すぐくらいに設定さ
れているが、12月の20日あたりから、フランスはクリスマス休暇に入って担当者と連絡がつかなくなるので気に
なることは早めに解決しておくこと。
海外に授業料を送金する際に送金手数料が送金額から引かれると聞き、結局いくらかかるのかわからなかっ
たので、フランスに送金する場合には最低限かかるとされる分だけ足して振り込んだ。その後特にシアンスポか
らも東大からも指摘がなかったのでそれで問題なかった（あるいは、余計に払ってしまった）と思われる。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
日本人の場合、滞在日数が90日まではビザは不要。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
特になし。
滞在期間が一ヶ月もあると一度くらいは体調を崩すことが予想されるので風邪薬、冷えピタは持って行った方が
いいかもしれない。
空気が乾燥しているのでマスク（寝るときにつけると喉が渇かない）、ハンドクリームは重宝する。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
付帯海学（案内が来るのが一月半ばとかなり遅いが、大学でまとめて入る）、OSSMA(前期教養生は必須）
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⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
国際本部から連絡が来る渡航情報届の他に、教養学部にも渡航情報届の提出が必要。
前期教養生は単位はつかない。
人によっては、滞在中にUtokyo Accountのパスワードの有効期限が切れて成績発表が見られないことになる
可能性があるので更新していくと安心。
⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
英検準1級とIELTSの7.0。フランス語は1年半大学で習った。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
法学部・経済学部進学予定の2年生は、試験が終わってからこのプログラムの授業開始まで一週間ないくらい
なので、プログラムについての予習・準備は早め早めを心がけるべし。
タオルは持参するように言われるが、ホテルにある。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
英語で行われるEUについてのテーマ別の授業、フランス語の授業（選択・レベル別で私はなぜか上級クラスに
入れられてしまった）、数回のチュートリアル（大学院生のチューターさんがエッセイの指導をしてくれる）、フィー
ルドトリップ（シアンスポのル・アーブルキャンパスで勉強している学生とのディスカッション、ブリュッセルでのEU
機関訪問）。前半の授業については途中で選択式のテストがあり、過去問とかなり内容が変わった。エッセイは
レファレンスなどを含めないで10ページ、だいたい2500語くらい。
授業で使われたパワーポイントはもらえるのだが、なかなか送られてこないので、早く欲しい人は教授に直接
メールで頼むと良い。
②学習・研究面でのアドバイス
エッセイの内容は日本で（日本語の本で）ある程度下調べをしてからフランスに向かえればそれに越したことは
ないが、全く準備しないで行った帰国子女ではない私でも、週末の半分は観光に使い、しかも一度も徹夜はせ
ず、ちゃんとAマイナスの成績をもらえたので萎縮する必要はないと思う。
教授は質問を喜んで受け付けてくれる（授業後のメールでも！）ようなので積極的に質問・リアクションすると良
い。
様々なテーマで「日本ではどう？」と聞かれるので、新聞を読むなりなんなりしてテーマについての日本での情
報を言えるようにしておくと良い。
③語学面での苦労・アドバイス等
こんにちは、ありがとう、さようなら、あとは「何々が欲しい」「どこに行きたい」くらいは、フランス語選択でなくても
覚えていくといい。最初にフランス語で話しかけると、その後結局英語で話すことになる場合でもかなり柔らかい
態度で接してもらえる。また、英語が第一言語でない教授の英語はその教授の第一言語の発音の法則などが
わかっているとかなりわかりやすい気がする。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）
紹介された長期滞在用のホテル。二人部屋で一ヶ月なので人によってはストレスフルかもしれない。キッチンが
あり、調理器具は一通り揃っているが、ラップ、アルミホイル、ビニール袋、菜箸は持っていくと便利。洗濯機は
有料（一回7.5ユーロ）のものしかなく、私は洗剤を持って行って毎晩手洗いしていた。
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②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

2月のパリはかなり寒い。時々雨が降るがあまり強い降り方はせず、パリの人たちは上着のフードをかぶってや
り過ごすことが多いようだ。
大学周辺はパリの中では比較的治安が良い。通学はメトロで、徒歩も含めてホテルから30分くらい。
パリで外食をするのはかなり高くつくので、基本的にはパンやサンドイッチを買うか自炊。ホテルのそばに概ね
なんでも売っているスーパーがある。
お金は半分弱現金、残りをキャッシュパスポートというトラベレックスのプリペイドカードに入れ、加えてクレジット
カードを2枚持って行った。パリで使いやすいのはVISAとMastercardらしい。2枚中ICチップ読み取り式でない方
は使えなかったので、手持ちのカードにICチップがついていない人は新しくした方が安心。また、4桁の暗証番号
が必要なところがほとんどなので忘れた人はカード会社に確認すべし。

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
パリはスリの天国。お金は一箇所にまとめて持たないことと、なるべく観光客らしい振る舞いをしないように努め
た。週末に他のヨーロッパの都市に行った知人曰く、パリは他の都市に比べて治安が悪いとのこと。
大学に保健センターがあるほか、英語が通じる病院があるらしい。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
授業料と宿泊費をまとめて3808ユーロ（約53万円）。この中に、ル・アーブル及びブリュッセルへのショートトリッ
プにかかる費用、600枚分大学のプリンターで印刷・コピーができるコピーカード代、5日間パリ中心部の地下
鉄・バス・トラムが乗り放題になるチケット4枚分が含まれている。
その他、食費、娯楽費、お土産代が大体800ユーロ（約11万円）。私はかなり積極的にお土産を買い集めた方な
ので、もっと抑えることは可能。
航空賃が、カタール航空の乗り継ぎ便で約14万円
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
東大とJASSOから合わせて20万円。プログラムの募集要項と同時に奨学金の案内もあった。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
私はパリからは出ずに美術館に行ったり蚤の市に行ったりして過ごした。シアンスポの一ヶ月だけ有効な学生
証でほとんどの博物館には無料で入ることができる。パリは魅力的なスポットで溢れているので、事前にある程
度どの週末に何をするといった計画は立てておいたほうが良い（パリに慣れて楽しくなってくる後半は、同時に
エッセイにある程度時間を割かないといけなくなるため）。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
チューターさんはとても親切で、メールをすると（日曜日でなければ）迅速に対応してくれる。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
図書館は資料は充実しているが椅子の数が学生の熱心さに対応しきれておらず、空き教室というものもなかな
かないので座る場所を探すのは少し大変。カフェテリアでサンドイッチなどを購入できるほか、近くにパン屋さん
などがある。PCは図書館にあるが、上述の通り使いたい人が多い上キーボードがフランス式なので使いづら
い。
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プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感
レベルは全く違うとはいえ、海外の大学で行われているのと同じような形式の授業を受けたりエッセイを書いた
り発表したりできたのはいい経験だった。日本人向けのプログラムだったのでフランスで現地の友人がそこまで
増えることはなかったが、似た志望や興味関心を持つ東大・他大の知人が出来て良かった。
一ヶ月はあっという間だったが、だんだんパリでの移動・生活の仕方に慣れてくるのが面白かった。
ブリュッセルのEU機関を訪問できるというのは観光ではなかなか難しいことだと思うので、ある程度質問などで
きて良かったと思っているし、もっと積極的に議論に絡んでいければ良かったなと思う。
②参加後の予定
これまでの興味関心はかなり国際政治に偏っていたが、欧州議会をテーマにエッセイを書いたり、フランスの政
府機関を眺めたりする中で国内政治にも興味がわいた。学部生の間は長期の留学はしないことにしたので、と
りあえず法学部で政治学に励みたい。
③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
滞在期間が長く、授業料もそこそこかかるので、自分なりに目標を持って参加するのが一ヶ月を有効に活用す
るためには大切だと思う。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
シアンスポから参考文献と参考になるウェブサイトの一覧が送られてくる。テストの直後に渡航だったので私自
身はほとんど目を通せなかったが、可能な限り読み込んでおくと授業がとてもわかりやすくなるし、エッセイも書
きやすいはず。
大学ではUtokyo Gacosのシアンスポ版のような感じでたくさんの電子資料を無料で利用できるので使いたおす
べし。
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用）
2018年

東京大学での所属学部・研
教養学部
究科等：
参加プログラム：

European Studies Programme

4月 11日

学年（プログ
学部2
ラム開始
時）：
派遣先大
パリ政治学院
学：

卒業・修了後の就職（希望）先：
1. 研究職
✓ 3. 公務員
✓ 5. 民間企業（業界：投資銀行、コンサル）
7. その他（
）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
4. 非営利団体
✓ 6. 起業

派遣先大学の概要
パリ政治学院は政治学やヨーロッパ研究においてヨーロッパをリードする大学である。
参加した動機
経済学部への進学が決定し、経済学の基礎は入学後から勉強していたものの、政治学やとりわけヨーロッパ政
治についての知見はほとんどなかった。三年生になり就職活動が本格化する前の今春を活用し、ヨーロッパ有
数の教育機関であるパリ政治学院のプログラムに参加することで少しでも政治に対する示唆を得られることを
期待して本プログラムへの参加を希望した。
参加の準備
①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）
志望動機はある程度きちんと考えた方がいいと思う。これはプログラム参加の倍率という側面からではなく、志
望動機を考えることで自分のこれまでの学びや経験を振り返るきっかけになると考えるからである。
②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）
早めの準備を心がけるのが良いと思う。特に提出必須の書類やデータは複数回確認するのが良い。
③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）
飛行機の中など、体調が悪くなったときに対応しにくい場面を想定し、常備薬を分けて入れるなど工夫しておくと
安心。
④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）
大学で薦められた保険に加入していれば基本的に問題ないかと思います。
⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）
特になし
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⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）
あらかじめ持っていたスコアを提出したため直前準備は特になし。
⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど
VISAもしくはMastercardのカードを持っていない人は作ると便利。私は違うカード会社の物を持っていて空港以
外のほとんどの場所で使用できなかった。
学習・研究について
①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）
毎日想定していた以上に授業が多くて大変だったので予習する時間は現地にきてからはあまり確保できないと
思うので、予習をしていきたいという人は日本であらかじめしてくるといいとお思いますが、基礎事項の確認くら
いにとどめていいとおもいます。
それよりは毎日コンスタントに復習しておくのがいいかと思います。テスト対策ということだけであれば直前に確
認するだけでも大丈夫と思いますが、授業をしっかり聞いて復習を重ねておくとエッセーの題材の参考にもなる
のでオススメです。
②学習・研究面でのアドバイス

最後の論文の負担が最も重いと思うので、授業をきちんと聞く中で面白いと思ったテーマを見出して早めから情
報収集すると書く段階になった時に楽になると思います。

③語学面での苦労・アドバイス等
英語での授業を受けることはほとんどなかったのでやはり少し苦労しました。私は経済学を勉強していたので経
済学は英語でも日本語の用語と対応させながら理解できましたが、政治科目に関しては日本語でも明るくな
かったため概念を理解するのに時間がかかりました。
本プログラムにおいて重要になってくるのは圧倒的にリスニング能力なのでこれを鍛えることは必須だと思いま
す。
生活について
①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

本学推奨の施設を選択した。2人部屋の一般客も滞在できるホテルで費用は€1300ほど。
一階に共有スペースがあり非常に快適だった。勉強もでき、コーヒー等も無料で戴ける環境は同じプログラムの
参加者との仲を深める上でも非常に有用だったと思います。
部屋も設備が整っていて、寝床も快適でした。一点挙げるとすれば排水能力は低いのでキッチンを使うときは
注意しましょう。
その他に関しては素晴らしかったです。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）
気候は日本と比べかなり寒かったです。宿泊施設から大学までは20分ほどで不便ではありません。ただ日本の
ように大学周辺で気軽に時間を潰せるカフェは少ないです。またコンビニ等もないのでこういった点で不便を感
じることがあります。お金は現金ではなくクレジットカードをお勧めします。市内にお金をおろせる場所はあまりあ
りません。
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③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）
治安は寮の近辺であれば一人でなければさほど危険には感じませんでした。ただ中心部から離れた北の方は
やや治安が悪いと思うので夜はなるべく行かず、単独行動も控えるといいと思います。
④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）
航空費：10万円
授業料：32万円
教科書代：特になし
家賃：20万円
食費：3000円/日
交通費：5000円
娯楽費：10万円/月
⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）
本学から支給いただいた。
⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
週末はパリの美術館や宮殿を訪れました。
派遣先大学の環境について
①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）
教授の方々には質問に丁寧に答えていただいた。
ただ教務課から送られる予定の授業資料の送付が常に遅れ、復習に支障がでた点が残念でした。
②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
食堂は毎日かなり混みます。その他施設は特に利用なし。
プログラムを振り返って
①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

EUについて勉強したい人はいいきっかけになると思います。
アジアについて勉強している現地学生と交流する機会が与えれたり、ブリュッセルのEU機関を訪問する機会が
あったりするなど、プログラムとして非常に充実しています。
また、長期留学を予定している人にとって海外を予め体験するには最適な機会だと思います。

②参加後の予定
4年次に同じくフランスのHECへの一学期間の留学を考えているため、それまでに学部での勉強を進めて条件
を満たすだけの成績を取れるように努める予定です。
それと同時に就職活動をする予定です。
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③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス
長期留学を考えている人は参加してみるといいと思います。
参加することになったら是非観光に終始しない意義ある滞在期間にしてください。
EUの組織はアジアから見て学ぶことは多く、様々な角度（政治・経済・文化等）興味をもてる対象なので真剣に
勉強してみると面白いと思います。
その他
①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物
特になし
②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
特になし
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The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form
(for programs from a week to 3 months)
Date: 04/26/2018
Faculty/Graduate School at
UTokyo:

Graduate School of Public
Policy

Year at the time
M2
of Study Abroad

Program Attended:

European Studies Program

Host University: Sciences Po

Occupation after graduation (intended):
1. Research
2. Specialist (Medical・Judiciary・Accountant)
3. Civil Service
4. NPO
5. Private sector (Type of industry:
)
6. Entrepreneurship
)
✓ 7. Others (
Outline of the receiving institution overseas
This is a short-term program held in the spring, offered by the Insitut d’études politiques de Paris,
commonly referred to as Sciences Po, regarding the European studies.
Reason why you decided to participate
The on-going significant changes within the EU, such as the Brexit and the Catalonia crsis, made me raise more
questions regarding the European integration. For example, though UK would would probably bear trade and
investment losses without access to union's open markets, why did UK voters still vote for Brexit?
Preparation for the program
(1) Application process (please give any advice on dealing with the application process)
I submitted the documents listed the Application Guidelines in Section 14 “Applications Documents” (both
electronic and paper-base), to my graduate school by the specified deadline.
(2) Visa application (type of visa, where to apply, processing time, any advice on visa application)
Type of visa: Schengen, short visit
Where to apply: French embassy at Tokyo
Processing time: Two weekdays
(3) Medical check-ups (health check-ups before departure, inoculations, etc.)
No medical check-ups needed for this program.
(4) Insurance (information about insurance for travel/studying abroad purchased)
I bought Japan Educational Exchanges and Services (JEES) “Futai Kaigaku”.
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(5) Procedures required by your Faculty/Graduate School (any information about course registration, credits,
exams, submission of dissertations etc)
Applicants must make sure that the program does not interfere with their courses by carefully checking
examination dates and other important scheduled class events as well as their personal schedules;
(6) Language preparation (language level before the program, lessons etc.)
To have a good English ability (TOEFL IBT 87 or IELTS 6)
(7) Items which should be taken with you from Japan and any other advice on things which should be done
before leaving Japan.
Finish the visa application and book the air flights
Information on the academic/research program
(1) Outline of the program (Style of the lessons/preparation study/review study, thing which left an impression on
you, etc.)
Classes at Sciences Po cover the history, politics, law and economics of the EU, and
includes topics as the political system and institutional functioning of the EU, the
economics of integration, monetary and fiscal policies, identity and migration issues relating to the
EU, and the European economies after the global financial crisis.
(2) Advice on aspects of academic/research work
Participants should be familiar with the basic sturcture of thesis and how to propose the research questions and
how to do the literature review.
(3) Problems experienced with language issues, advice concerning language, etc.
Participants should better learn the French basic conversations, though most French people can manage easy
English daily conversations.
Aspects of life
(1) Accommodation (Type (home-stay, room-sharing etc.), cost, atmosphere/appearance of accommodation, how
you found it, etc.)
Double-room;
1, 368 euros per person for 28 consecutive nights
(2) Living environment (such as climate, environment around the institution, transport facilities, food, managing
your money (overseas money transfer, credit cards))
Suggestion: It’s better to take the credit cards than to take the cash, for credit cards are accepted at most of the
places in Paris, such as supermarkets, bars, and restaurants. Cash that is over 20 euros is rarely used in daily life.

2/6

(3) Aspects of risk and safety management (safety of local region, condition of medical facilities, any action
taken in maintaining your mental and physical health, etc.)
Participants should take care of their fortunes carefully when taking metros, as there might be some thieves on the
metros, especially during the rushing hours.
(4) Details of expenses (breakdown of costs, such as airfare, program fees, cost of required books, rent, food,
travel cost, money spent on entertainment)
Tuition fees: 2,440 euros
Airfare: 1,000 euros

(5) Financial aid (if you were receiving financial aid/scholarships, please give the name of the source of the aid,
amount, and how you found it, etc.)
Go Global Scholarship: 200,000 JPY

(6) Activities other than academic/research work (sports, cultural, volunteer/internship, weekend activities, etc.

Owning the Sciences Po's student card allows participants to enjoy most museums at Paris for free. Thus, I went
to many museums during the weekends.
Environment of the receiving institution
(1) Support facilities for students taking part in the program (such as language, academic, living support
mechanism and counseling services)
Sciences Po offers a French languange class and arranges four tutors that are in charge of our academic and daily
questions.
(2) Facilities (libraries, sports facilities, cafeteria, IT equipment and facilities, etc.)
Libraries at Sciences Po are available for participants.
Cafeteria is always filled with students, I thus suggest that participants should prepare their own food ahead
before they depart from the hotel.
Looking back over the program
(1) The significance of the program and how you have developed by taking part in it, any other impression from
having studied abroad
Sciences Po provides me with a pile of options to register classes, which satisfies not only those who are
interested in pure political sciences, but also gratifies the students that wish to learn more regarding the econ
skills. Particularly, Contemporary History of Europe instructed by Professor Creel, as a mandatory course,
provided me with a methodology for construing and making sense of complicated European histories and offered
me with a systematic framework for analyzing and researching a wide array of global and regional issues from a
European perspective.
(2) Your plans having studied abroad
Since I am interested in politics and economy, I chose block A and B when I was enrolled in the program.
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(3) Any messages or advice for future participants
From my perspective, it's better to manage some basic French when applying this program, for it will augment the
possibility of being immered in the local cultures.
Miscellaneous
(1) Websites or publications which were useful while preparing for or during your time overseas
Tripadvisor
Official website of the Sciences Po
(2) Please submit any photographs which may be used on the University of Tokyo websites or publications.
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