
 

協定留学近況報告書 

記入日 2016年 11月 6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 2016年9月－2017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。 

過去の留学報告書を読みました。また、現地大学のホームページも参考にしました。インターネットでハンガリーについて調

べても日本語の情報はあまりないので不安に感じてしまうかもしれませんが、あまり考えすぎずにストレスを溜めないようにす

るのが大切です。私の場合は大使館、大学、明大サポートの保険と全ての対応が遅く、書類が揃ったのが 3 日前でした。ス

トレスにより出発前に体重が減りましたが、結局行けば何とかなるものです。とにかくストレスを溜めずに体調を万全に整えて

留学を開始しましょう！ 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：滞在許可証 申請先：移民局 

ビザ取得所要日数：2 ヶ月程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：18000 フォリント 

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？ 

在日ハンガリー大使館のビザ担当の方にメールをして必要なものを教えてもらいました。銀行の残高証明の他に必要なもの

はパスポートなど基本的な書類のみです。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

元々は日本でビザを取得してから渡航する予定だったのですが、大使館のビザ発行の機械が壊れたこと、また、夏休みに

大学で行われるハンガリー語のコースに参加するため急遽出発を 1 ヶ月早めたので現地で直接滞在許可証を取得しまし

た。移民局には 3回行くだけで済みました。 

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？ 

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

上に述べたように元々は日本でビザを取得するつもりだったので、大使館の方とも連絡を取っていたのですが、とにかく対応

が遅い上に不親切でした。返事がこない場合は自分から返事を促すなどする必要があります。現地移民局は、8 月はそれ

ほど混んでいなかったのですが、9 月になると留学生がたくさんやってくるので非常に混みます。3、4 時間待つことは普通な

のできちんと移民局に行く日を確保することをお勧めします。 

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） 

寮に住む場合、毎月の寮費は現金払いになるので現金の調達は必須です。私の場合、手数料等を考慮した結果、クレジッ

トカードでのキャッシングで手に入れるつもりでしたが、キャッシング枠が作られておらずしばらく ATM でキャッシングができま

せんでした。ただ、両替所によってはクレジットカードで現金を「買う」ことができる場所もあります。携帯電話はドコモのスマート

フォンを使用していたので SIM ロックを解除して渡航し、現地で SIM カードを購入しました。   



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 

JAL の学生クレジットカードを持っている場合、「学生ロングステイ」という安くて帰りがオープンチケ

ットのプランで購入できるため、それを利用しました。 

大学最寄空港名 リスト・フェレンツ空港 現地到着時刻 18：05 

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 30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 

初日は空港近くのホテルに 1泊してから次の日タクシーで寮まで移動したのですが、7000 フォリント程度だったと思います。 

大学到着日 7月 31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（     ） 

住居の申込み手順 大学の寮担当の人にメールをしました 

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？ 

私は何の問題もなく入寮できたのですが、知り合いの日本人学生は寮に空きがなくフラットに住むことを余儀なくされたような

ので早めにコンタクトを取ることをお勧めします。 

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 5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？ 内容的には参加しなくても問題ないものでしたが、大学のウェブシステムに入るのに必要な個人コ

ードを配布されたので参加すべきだと思います。 

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 12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？ 

私は直接滞在許可証を取得しましたが、ビザを持っている場合でも移民局に行って滞在許可証に変える必要があります。 

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？ 

特になし 

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？ 

いいえ 

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？ 

SIM カードのみを購入しました   



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（     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？  

生徒数が上限に達していた場合、担当の教授に直接交渉するか、メールで履修が可能か確認しました。 

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 
                  授業                   

9:00 
                  授業                   

10:00 
授業 自習 授業 授業                   

11:00 
授業 自習 授業 授業                   

12:00 
      自習                   家族と電話       

13:00 
                        洗濯             

14:00 
自習 授業       授業 洗濯             

15:00 
自習 授業       授業                   

16:00 
自習       授業                         

17:00 
            授業 掃除                   

18:00 
                                          

19:00 
                                    自習 

20:00 
                              友達とご飯会 自習 

21:00 
                                    自習 

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝                   

  



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。 

エトヴェシュ・ロラーンド大学は人文学部がメインとなる学部なのですが、私は社会科学部に留学しているため日本人は私の

他に 1 人しかいません。他の留学生はドイツ、イタリア、ギリシャ、チェコ等のヨーロッパの英語圏でない国の人たちが多いた

め、自分の英語に自信がなくても話しやすいと思います。授業は毎回あらかじめ読んでおかなければならない資料が多く大

変ですがやりがいがあります。他の留学生は結構自分の意見を活発に言うので、そういった授業の形式に慣れていない私

は未だにそれほど発言はできませんが、日本にいた時よりも色々考えながら授業を受けるようになりました。寮はトルコ人学

生と同室で、最初は生活スタイルの違いから苛立ちを感じることも多くありましたが、それらをどう乗り越えていくのか、どう受

け入れて仲良くなるのかということも含めて留学中にしか経験できないことだと今は感じています。寮は正直にいうと汚いです

が、私は「今しかできないこと」をすることを念頭に置いているので、フラットではなく、色々な人と関われる寮に住む生活に満

足しています。 

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。 

ハンガリーは物価が安く、治安や交通の便も良いため、留学するにはとても住みやすい国だと思います。ハンガリー人の中に

は英語が話せない人もいるのですが、買い物程度なら困りません。元々アジア系遊牧民族のマジャール人が作った国なの

で言葉も雰囲気もいわゆるヨーロッパというのとは少し違いますがそれが魅力的だと思います。ウィーンやプラハなど周辺都

市へのアクセスもいいので旅行もしやすいです。ハンガリーというのはマイナーな国だとは思いますが、だからこそいいことも悪

いことも含めて知れたことが多いと思います。私は東欧に来るのは初めてで、ハンガリーにはイメージも何も持っていなかった

ので、先入観や固定観念にとらわれることなくこの国を知ってこられたように思います。まだ来てから 3 ヶ月程度ですが、自

分がいかにヨーロッパを知っているようで全然知らなかったのかということを感じる毎日です。日本人もほとんどいない未知の

国に一人で足を踏み入れることで自分自身がひとまわりもふたまわりも成長できると思うので、ブダペストへの留学をぜひ検

討してみてくださいね。（ちなみに、夏休みのハンガリー語のコースはぜひお勧めします！1 ヶ月間みっちりハンガリー語を勉

強するので単語がだいぶわかるようになり日常生活においてとても役立っています。） 

 


