
２０１２年度協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2012年 12月 ４日 

留 学 先 大 学 ジーゲン大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：ドイツ学学科，（現地言語での名称）：Germanistik 

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：上記のとおり所属はしていますが、ほぼ語学のみです 

留 学 期 間 2012年９月－2013年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部文学科ドイツ文学専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

ドイツ留学していた先輩や明大に来ているジーゲン大の留学生にあらかじめいろいろ聞いていたこと。寮などまったくわからなかったのでち

ゃんと聞いておいてよかったです。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：Aufenthaltstitel 申請先：ジーゲンの市庁舎の外国人局 
ビザ取得所要日数：2か月 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：100ユーロ 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

パスポートコピー、写真、経費負担誓約書、入学証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ドイツ大使館の HP で事前にネット登録→10月の初めにウェルカムウィークで全員で登録紙を書き市庁舎 

→10月 24日再度来訪、お金を払う→12月 4日再度来訪→カードをもらう 



 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

余りにも時間がかかったので心配でしたが無事に終わりました。住民登録のみだと思っていましたが同時に進めてくれていたようです。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

日本でキャッシュパスポートを作って使っています。どこのATMでもおろせるのでとても便利です。荷物は私が送ってほしいものだけ準備し

て、両親に後から送ってもらいました。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ルフトハンザ 

航空券手配方法 
ネット 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 フランクフルト 現地到着時刻 ４時ごろ 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 3時間 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

フランクフルト空港からジーゲンまでは少し高めです。60-80 ユーロはかかります。日本にいる時に、お世話してくれるチューターさんから

連絡が来て、ジーゲン中央駅まで迎えに来てもらいました。荷物が重いので初日はタクシーで寮まで。(私の寮は大学から徒歩圏内なの

ですが)駅から大学まで 10-15ユーロかかります。バスだと平日は 1時間に 2本(20時台が最終)土曜日だと 1時間に 1～2本(23時台

が最終)、日曜は 1時間に 1本、夜はありません。そこだけ気を付けたほうがいいです。 

大学到着日 ９月６日 17時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮        アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋   二人部屋       その他（WG ３人で住んでいます） 

ルームメイト 日本人学生  他国からの留学生 その他（大学で勉強しているドイツ人） 

住居を探した方法 大学の斡旋  自分で探した     その他（     ） 

住居の申込み手順 大学に寮に入りたいことを告げ、大学側から指定された寮から好きなものを選択し、ゴーサインが出たら 1、2

週間以内にお金を振り込みます。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

わりとすんなり決まりました。しかし予約用でお金を払う際、手続きに少々時間がかかってしまい払ったにもかかわらず、食い違いになるこ

とも。「払う気がないなら他の人に譲る」というメールが届きました。即「しっかり払ったこと」「ちゃんとその寮に住みたいこと」の返信をしたの

で相手側もちゃんと確認し、無事入居が決まりました。メールはこまめにみたほうがよいですね。 

3.留学先での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 あった  なかった 

日程 9月 13 日-10月 6日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 



参加費用は？ 無料   有料（金額：50ユーロ） 

内容と様子は？ 留学生が集まって普通の授業が始まる前にドイツ語を学ぼう・友人をつくろうといったスタンス。語学以外にも住

民登録や銀行口座開設も一緒にしてくれたり、ラジオ局や博物館、ハイキングもしたり…など本当に参加してよ

かったと思える内容でした。ここで友人も作ることができました。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 10月 15日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

住民登録はオリエンテーションの時に済みました。後日来るように言われるので 2，3 回は市庁舎に行く必要があります。約 100 ユーロか

かりました。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

保険に入らなくてはならなかったので、入りました(オリエンテーション時)。毎月約 80ユーロ払います。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

口座開設もオリエンテーションの時に済ませたので、サインを書いたりパスポートを見せたりしたら、いつの間にか終わっていました。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

安売りしていた 11 ユーロ(5 ユーロのプリペイドカード付)のプリペイド携帯を買いました。必要なものはパスポートだけ。それから現住所を確

認できるものを持っていけば大丈夫です。 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（９月 27日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他 

（履修を登録、という形ではないですが、日本人だからという理由で先生(実習生)がつきっきりで時間割づくりの面倒を見てく

れました。好きなものを好きなように、行ってみて自分に合わなかったら行かなくていいといわれました。） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

毎日語学の授業を受けたいのに、留学生用の語学の授業が週 1 しかなかったので、私の友人が尋ねたところ、急遽特別な留学生ドイツ

語クラスが作られました。逆に言わなかったらどうなってたんだろうと思うとぞっとします。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

      

2.履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
３科目     単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？      科目／週（     時間）ぐらい 



 

3.授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アドバイスもご記

入下さい。） （下記授業の履修時期：２０１２年１０月から２０１３年１月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Deutsch für Austauschstudierende/Sami and Christian 3時間/週 5       

特別に留学生のために作られたドイツ語授業。現在は A2 をやっています。1 月には B1 に入る予定です。少人数(多くても 10 人くらいで

すが 5 人とかの時のほうが多いです)のクラスで、ディスカッションや発音練習もしたりします。宿題もしっかり出ます。あとはビデオを見たり

月水木と火金で先生が違います。まだ彼らは教授ではなく、先生になろうとしている学生です。 

２ Current Trends and Developments in European Children's Literature/ 

Europäische Kinder- und Jugendlliteratur: Strömungen und Tendenzen 

2時間/週 1       

ヨーロッパの絵本、児童文学に関する授業です。毎週違う先生がいろんな大学からやってきます。現代のヨーロッパ各国の絵本を取扱

い、PPT を使った授業です。 

３ Frauen als Mütter und ihre Kinder. Filmanalysen von Filmen Pedro Almodovars ３時間/隔週       

「Volver」という映画を使ったゼミです。みんなが一つの場面を見て意見を言い合います。先生はとてもアットホームで面白いですが、生徒

は「本気」な人が多く、しっかりと意見を持っています。 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

8:00 
                                          

9:00 
                                    洗濯・掃除等の

家事、勉強 

10:00 
            スーパーに買い物             街へ行った

り、勉強したり 
      

11:00 
                        ピアノ教室             

12:00 
                                          

13:00 
12：30-16：00 
留学生特別 
ドイツ語クラス 

                  12：30-16：00 
留学生特別 
ドイツ語クラス 

            

14:00 
                  タンデム                   

15:00 
                                          

16:00 
16：00-17：30 

一般授業 
(絵本関連) 

16：00-19：15 

留学生特別 
ドイツ語クラス 

16：00-19：15 

留学生特別 
ドイツ語クラス 

16：00-19：15 

留学生特別 
ドイツ語クラス 

16：00-19：15 

一般授業 
(映画のゼミ) 

            

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強             

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                        



 
Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

1 週間のスケジュールを加えてここに書くと、履修中の授業がすべて午後からなので、朝は早起きして宿題をしたりキーボードを買

ってきてピアノの練習をしています。ピアノは駅前で習いはじめました。 

ジーゲンははじめ「何もない、田舎」と聞いていたので心していきましたが、本当にみんな優しいし、駅前はわりと栄えています。中央

駅からバスで３０分ほどのジーゲン大学は、のどかで雰囲気のいい場所です。ここの人々はわりと活気にあふれていて明るいです。

また、デュッセルドルフやケルンに駅から 2 時間程で(それも定期内です)着くので、疲れた時に行ったりするといい気分転換になり

ます。毎日の語学の授業は、発言もしやすくアットホームでいい雰囲気の授業です。とてもゆっくり進めてくれるし、先生も気を配っ

てくれるので授業はとても楽しいです。ちなみに私の友人(日本人・他大)は私よりもドイツ語ができるので、違うドイツ語のクラスをと

っています(毎日・大人数・結構厳しい)。これはすごく人が多いので弾かれた生徒もいます。寮に関しては、「WG は当たり外れが多

い」と言いますが私は当たりでした。ルームメイトはどちらもすごく優しいドイツ人でした。一緒にご飯を食べたりもしました。12 月から

一人引っ越して新しくケニアからの留学生が入りました。彼女もすごく優しい人です。しかし、家に蜘蛛がたくさんいるのが悩みで

す。寮が森みたいなところにあるので虫いっぱいいます。そして雨の街と言われているのでけっこう寒いと思います。でも今からが本

番のようなので恐ろしいです。 

生活全般をいうと、iPhone を盗まれたのは痛かったです。ここはパーティーなどが大好きなので、行くときは本当に用心したほうが

いいと思います。正直パーティーはもう飽きました。でもドイツ人は本当に優しいと思います。いつもむっとして適当にあしらったりして

くるおじさんがたもいますが、基本的にはすごく親切です。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

私はドイツ語2年連続再履修者ですが、今は一生懸命、基礎固めに勤しんでいます。周りの留学生の友人は英語も他国語も流暢

で、心が折れそうになる毎日ですが、ここへ来てたった 2か月なのに「来てよかった」と思う気持ちは強いです。 

まずは「本当に行きたい」という気持ちが大事だと思います。もちろんドイツ語ができることにこしたことはないですが、もし自分の語

学の実力等の問題で留学を諦めるようなことは「絶対に」ダメだと思います。自分がそうだからなんですけどね。「留学先で何をした

いか」「どうして留学したいのか」を自分の中で明白にして、頑張ってください。私も頑張ります。 
 


