
協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2014年 12月 20日 

留 学 先 大 学 ハインリッヒ・ハイネ（デュッセルドルフ）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）：現代日本学部，（現地言語での名称）：Modernes Japan 

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：      

留 学 期 間 2014年10月－2015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。 

情報収集はあまりしませんでした。一番いい方法は、ドイツに留学中の友達または留学経験者に尋ねることです。もしそれが

難しいのであれば、インターネットで留学体験記を探してみてください。必ずドイツ留学に関する何かしらのサイトがあると思う

ので、参考にしてみてください。一つ心残りとしては、日本で国際学生証を発行していなかったことです。電車やバスなどで顔

写真入りの学生証を求められることがありますが、ハインリッヒ・ハイネ大学では留学生は顔写真入りの学生証をもらうことが

できません。そんな時に役に立ちますし、美術館などで割引を受けることもできます。 

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：学生ビザ 申請先：Ausländerbehörde 

ビザ取得所要日数：未取得 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：未取得 

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、大学在籍証明、健康保険証明、住民登録証明、経済負担証明など 



 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

まず申請手続きのための予約をします。予約日に申請手続きをしに行き、後日ビザを受け取りに行きます。デュッセルドルフ

は外国人が多いので、ビザ申請の予約から申請、受け取りまでかなりの時間を要する可能性が高いです。ドイツに到着した

らまず、ビザの申請手続き予約をしましょう。予約方法はメール、電話、訪問の 3 つがありますが、メールは返って来ず、電

話はで予約が取れないということはざらですので、直接訪問して予約を取ることをお勧めします。私は受け取りに失敗して、

結局到着後 90 日以内にビザを取得できず、20 ユーロで 3 ヶ月間有効の仮のビザを発行しました。 

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？ 

書類について、国籍などのプロフィールについて、次の予約日についてなど。ドイツ人の知り合いについて来てもらうことをお

勧めします。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

いくつか大きな問題があります。まず対応についてですが、ドイツの外国人局は悪い言い方をすれば、担当の職員に当たりは

ずれがあります。職員によって提出を求められる書類も違い、用意していない書類を求められる場合もあります。私の場合

はかなり厳しい職員の方が担当になってしまい、日本から持ってきた経済負担証明書類が認められず、新たに貯蓄銀行で

口座を作り、再度証明書を提出するよう求められました。他の日本人留学生とは大きく違う対応だったので、面を食らいまし

た。また健康保険証明に関して、東京海上保険の privat 保険は基本的に認められません。稀に privat 保険でビザ申請に

成功する留学生もいるそうですが、日本で購入した保険とは別に、ドイツでも健康保険を購入する必要があります。月額約

70 ユーロとかなりの高額ですので、留学が決定した方は必ず国際事務室の方と保険についてご相談ください。保険が重複

してしまうと 10 万円程度を過払いすることになってしまいます。二つの保険の保償内容はほぼ同じであり、必要であればドイ

ツ保険では保償内容を追加することもできます。 

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） 

ハインリッヒハイネ大学には、日本人留学生に無料でチューターをつけてくれるサービスがあります。留学前に大学先の講師

の方から直接その旨のメールが送られてくると思うので、必ずチェックしてください。 

銀行は到着後に手続きします。Sparkasse という銀行で口座を作ることを勧められますので、特にこだわりがなければそこで

口座を作ることをお勧めします。 

携帯電話に関しては、用途によって何を買うか異なります。私は電話とメールができればよかったので、デパートでプリペイド

ケータイとプリペイドカードを購入して使っています。特に難しい手続きはないのですが、携帯の最初の設定を行う際に音声

に従ってやっていくので、チューターの方などにお願いして手伝ってもらってください。 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 スカンジナビア航空 

航空券手配方法 

インターネット 

旅行会社 フレックスインターナショナル 

※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 デュッセルドルフ空港 現地到着時刻 18：15 

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 45分 

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 

2ユーロ 

大学到着日 9月 27日 10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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（大学の日本人講師の紹介） 

住居の申込み手順 講師の紹介 - 家主とコンタクト(英語) 

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？ 

当初は学生寮に入居できるということになっていたのですが、出航 2 ヶ月前に留学先大学側から学生寮に空きがなくなって

しまったと連絡が来て、急遽自分で住まいを探すことになりました。留学先大学に勤務する日本語講師の方からたまたま住

居を紹介して頂き、住まいを見つけることができました。 

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       

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？       

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 6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？ 

バスで数分の住民局にて、到着 1 週間以内に住民登録。ドイツ語、英語に自信がない方は、チューターの方について来て

もらうことをお勧めします。私は 2人で行きました。 

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？ 

      

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？ 

Duesseldorf Sparkasseで開設。手続きが多少難解になるので、チューターの方について来てもらうことをお勧めします。 

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？ 

20ユーロのプリペイドケータイを Supermarkt,Realで購入。プリペイドカードが各地 supermarktなどで販売しているので、購入

して課金する。 

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（     月     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（     ） 

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？ 

      



優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

既に半期前から留学している日本人留学生から情報を集め、それを参考に選択、登録しました。 

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？ 

      

 

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 
                                          

8:00 
起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

起床, 朝食 

支度 

9:00 
リスニング リスニング リスニング リスニング リスニング リスニング       

10:00 
10：30～14：00 

ドイツ語クラス 

      10:30～12:00 

英語クラス 

10:30～12:00 

ドイツ語 

会話クラス 

8:30～12:00 

ドイツ語クラス 

      一日観光 

自由時間 

11:00 
                              11:00～13:00 

バスケ 

      

12:00 
      12：15～14：00 

Tandem 

12：30～14:00 

Tandem 

12:30～16:00 

ドイツ語クラス 

12:30～14:00 

Tandem 

            

13:00 
                                          

14:00 
14:00～14:30 

昼食 

14:00～14;30 

昼食 

14:30～16:00 

講義 

      14:00～14;30 

昼食 

            

15:00 
                                          

16:00 
16：30～18：00 

英語クラス 

            16:00～16:30 

昼食 

                  

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                        Partyなど             

20:00 
      20:00～22:00 

料理, 夕食 

      20～22 

バスケ 

      20:00～22:00 

料理, 夕食 

      

21:00 
                                          

22:00 
22:00～24:00 

リスニング 

22:00～24:00 

リスニング 

22:00～24:00 

リスニング 

      22:00～24:00 

リスニング 

22:00～24:00 

リスニング 

      

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。 

ハインリッヒ・ハイネ大学には、日本という国が浸透しているという大きな特徴があります。大まかに言いますと、メリットは日本

好きのドイツ人が多いこと、いざとなったら日本人に助けを求めることができること、反対にデメリットは日本語を耳にする、ま

たは話す機会がどうしても増え、海外にいるという感覚が少し感じられなかったり、語学習得スピードに支障が出る可能性が

高いこと。わたしもこの両方を毎日感じていますが、なるべくメリットを享受できるよう行動しています。生かすも殺すも自分の

行動次第だと思いますし、私自身現時点ではこの大学を選んで満足しています。 

授業については、前期に関してはドイツ語のクラスが中心になると思います。それぞれ目標があると思うので、その目標に沿

ったスケジュールを組んで、授業数を決めてみてください。週 5回ドイツ語の授業が組めるプログラムになっています。 

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。 

留学が決まった方は、留学までの残りの期間を大事にしてください。留学を開始する際にすっと切り替えられるためにも、残り

の期間を充実させてください。何か心配なことがありましたら、気軽にご連絡ください。 

 


