
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 12月 16日 

留 学 先 大 学 エトヴェシュ・ロラーンド大学 

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）：社会科学部，（現地言語での名称）：Faculty of Social Sciences 

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9月－2015年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部2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。 

ハンガリー大使館のホームページやハンガリー政府観光局などでハンガリーについて情報を集めました（日本大使館の住所

や緊急連絡先など） 

英語は通じないことはありませんが、ハンガリー語表記がやはり多いので、ハンガリー語を少しでも読めるように準備しておい

たほうがいいかと思います。（スーパーなどの従業員の中にはハンガリー語しか話さない人もいます） 

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：留学ビザ 申請先：駐日ハンガリー大使館 

ビザ取得所要日数：約 2週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料 

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？ 

申請用紙、パスポート、写真(申請用紙用ともう一枚)、留学先の入学許可証、滞在先の証明書、銀行残高証明書（英

文）、海外旅行保険加入証明書。 

入学許可証、滞在先の証明書はそれぞれ留学先大学、不動産からメールで受け取りました。 

銀行残高証明書は銀行に発行をお願いし、受け取りまで約 1週間かかりました。 

海外旅行保険加入証明書の送付は保険会社が決めていますが、必要な場合は連絡すれば予定より早く送ってくれます。 

必要書類は駐日ハンガリー大使館のホームページで確認できます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を全て駐日ハンガリー大使館に提出し、ハンガリーでの審査を待ちます。審査を通過した後日本で temporary 

visa を発給して貰い、大使館に直接取りに行きました。この visa は入国後 30 日以内に現地の移民局で滞在許可証に切り

替えなければなりませんが、現地での切り替え手続きは簡単だったので、予め申請していくことをおすすめします。 

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？ 

面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

開館時間を確認してから行くことをおすすめします。審査には時間がかかるので早目に手続きを始めて下さい。 

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） 

携帯電話の購入、新生銀行などで口座を開設し、現地で現金調達が出来るようにしておくこと 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 オーストリア航空 

航空券手配方法 
JTB 

※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 リスト・フェレンツ空港 現地到着時刻 17:45 

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 1時間以内 

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 

バスで市内に出るメトロの駅まで移動できると思います。（私は使っていませんが） 

メトロの駅では切符を購入する必要があります。（窓口、機械の両方可。） 

メトロに乗る際は必ず切符などのチェックがあります。また、切符を持ってない場合は罰金を科されます。（とくにメトロ下車後） 

大学到着日      月     日     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：8月 31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（     ） 

住居の申込み手順 大学側から教えて貰った不動産に直接連絡し、契約などを済ませました。 

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？ 

住居探しに問題はありませんでした。 

到着した日はメンターの学生の家に泊めて貰いました。 

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 9月 4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：     ） 

内容と様子は？ 午前は学部のオリエンテーション、午後は全留学生対象の説明会でした。説明会ではハンガリー

民族舞踊などのパフォーマンスがありました。 

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 9月 8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？ 

あります。（ビザの欄を参照して下さい） 

移民局は朝早くから開いていますが開館時間が短く、大勢の外国人がいるため、並び始めてから滞在許可証を受け取るま

で約 6時間はかかりました。 

また、移民局で新たに記入しなければならない用紙があるので、並ぶ前に確認したほうが時間がかからないと思います。 

日本で用意した書類は全て持って行ったほうがいいです。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

はい。メンターの学生に付き沿って貰いました。開設日数は 1日で、無料です。（私は OTP Bank にしました） 

住所や連絡先に関する書類が必要です。 

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？ 

Vodafoneの Max Sプランのプリペイド携帯を購入しました。携帯本体と sim card を含めて 7990HUF（日本円約 4000円）

で、毎月最低 2000HUF を topup する必要があります。特に必要な書類は要りませんでしたが、身分証明証などは必要で

す。私はメンターの学生と一緒にお店に行きましたが、Deák Ferenc などの中心街の携帯ショップのほうが英語が通じると思

います。また、説明書は全てハンガリー語で書かれているので読むのが大変でした。 



 

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 12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？  

学部オリエンテーションの際に COURSE REGISTRATION FORM を貰います。その紙に教授から直接サインを貰い、

International coordinatorに提出します。あとは、その方がインターネット上の履修システムで登録をしてくれます。 

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 
                                          

9:00 
自習                   自習 課外活動       

10:00 
自習       授業 

（11時半まで） 

授業 

（11時半まで） 

自習 課外活動       

11:00 
自習                   自習             

12:00 
      他大学での 

ボランティア 

                              

13:00 
自習 （11時半まで） 自習             他大学の図書館 他大学の図書館 

14:00 
自習 自習 自習 授業 他大学での 

ボランティア 

（～19 時の閉館

まで／週によって

変わります） 

（～19 時の閉館

まで／週によって

変わります） 

15:00 
 自習       （14時半～ 

16時まで） 

（15時半まで）             

16:00 
授業 自習 授業 日本語会話 

サークル 

                  

17:00 
（17時半まで）       （17時半まで）       課外活動             

18:00 
      書道クラブの                               

19:00 
      ボランティア                               

20:00 
                                          

21:00 
                                          

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。 

＜大学、授業について＞ 

英語での授業についていけるか不安だったため授業数を限定しましたが、慣れてくると少なく感じるので、来期はもう少し数

を増やそうと考えています。 

教授は勿論、他の留学生のほとんどが英語が堪能であり、授業中に質問や発言がたくさんあり、刺激を受けています。開講

授業には Master level のもありますが、文献の量などが多くかなり大変です。Master でなくても毎週文献を読んで授業に参

加しなければならなかったり、プレゼンテーションが必須の授業が多いです。また、留学生対象のハンガリー語の授業があり

ますが、Erasmus というプログラムで留学してない場合は半期 50Euro の授業料がかかり、銀行振込をしなければなりませ

ん。（もし考えている方は覚えておくと良いかと思います） 

授業外では学生団体が様々なプログラムを準備してくれるので、興味のあるものに参加したりしています。そこで新たに友達

が出来たりするのでいい機会だと思いますが、予想と違うものもあるので内容確認が必要です。 

 

＜生活面について＞ 

留学先大学の方から「多くの学生はアパートを借り、寮はお勧めしていない」と言われ、地図で確認したところ大学から遠かっ

たので、私もアパートを選択しました。しかし、交通が比較的整っているので、多少遠くても通えない距離ではないと思いま

す。アパートでの一人暮らしは自分のスペースを確保できますが、友達と会ったり話す機会が少なくなってしまうので、シェア

などがいいかもしれません。（寮への変更を考えています） 

ハンガリーは消費税が高いと思われがちですが、食材などに関しては日本と比べると安いのでとても助かります。その他の商

品は日本とさほど変わらないと思います。 

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。 

ハンガリーは英語圏ではないので苦労することがたくさんありますが、それ以上に様々な経験や勉強ができるので、自分の

視野を広げたり新たな発見がある、魅力いっぱいの国です。是非、候補の 1つに入れてみてください。 

周りの学生の英語のレベルがかなり高いので、留学前には英語による授業を履修しておくと良い練習になると思います。ま

た、自分の意見を積極的に言う学生が多いので、授業では恥ずかしがらず発言をする姿勢を身に付けておくと良いと思いま

す。 

 


