
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 11月 9日 

留 学 先 大 学 ウィーン大学 

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）：社会学部，（現地言語での名称）：Soziologie 

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 2017年10月－2018年6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。 

留学先の大学の国際教育事務室のような方に連絡を取ったり、大使館のウェブサイトを確認したりして情報を集めていまし

た。過去に明治大学からウィーン大学へ留学した方ともコンタクトを取らせていただいて、その方の話も参考にしていました。

また、国際日本学部にもウィーン大学からの留学生がいたので、その生徒とも連絡をとっていました。やはり、留学に行く際に

必要な書類や現地で提出する書類は何度も確認すべきだと思いました。申請用紙なども事前に用意できるものなので、し

っかり読んで日本にいる間に訳して読み込んでおくべきでした。 

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：6 ヶ月以上滞在の者はビザは必要ないが、

在留資格が必要 

申請先：MA35 Vienna City Administration 

ビザ取得所要日数：7週間目、まだ取得できておらず 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 135,80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？ 

申請用紙、写真、パスポートのコピー、戸籍抄本、Meldezettel、住居証明、入学許可証、オーストリアの銀行の残高証明、

オーストリアの健康保険、無犯罪証明書を提出しました。申請用紙は日本のオーストリア大使館のウェブサイトから印刷しま

した。Meldezettel は現地の区役所のような場所で手に入れました。住居証明は寮長に書いてもらいました。入学許可証は

大学から受け取りました。健康保険は WGKK という機関で取りました。無犯罪証明書は日本の警視庁で事前に取りました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類を持って開館時間に MA35 のビルに向かい、番号札を取って、受付に呼び出されたら在留許可を取りたいという事情

を話し、提出することができました。 

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？ 

提出しなければいけない書類を次々と指名され、あるかないかの確認をされました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

日本で準備する無犯罪証明書は有効期間が 3 カ月で、早めに取ってしまい急いで在留許可を取りに行かなければいけま

せんでした。遅くてもダメですが、無犯罪証明書は早すぎても現地で焦ることになると思うので気を付けてください。MA35 の

開館時間は少ないのでいつ提出しにいくか事前に計画しておくべきだと思います。また全ての書類のコピーを要求されます。

パスポートの白紙のページ以外のページもコピーするように言われました。事前に多めにコピーしておいた方が後々楽だと思

います。また、翻訳が必要な書類もあるので翻訳者とも連絡必須です。 

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） 

クレジットカードは 2枚作っておいた方が便利です。また、携帯はシムフリーのものが便利だと思います。また、充電器の変圧

器も 2 個以上は持ってた方がいいと思います。私は夏に渡欧したので夏服も多く持っていきましたが、今の時期は寒くなり、

夏服を着る機会も少ないし、必要な物は大抵買えるので服などは少なめでいいかもしれません。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL と Finair 

航空券手配方法 
インターネット 

※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 ウィーン国際空港 現地到着時刻 18:30 頃 

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 約 40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 

ウィーン到着時間に寮の受付時間が終わっているのを事前に知っていたので、現地到着日は 1泊ホテルに泊まる予定をしていました。ホ

テルのサービスの中にタクシー送迎があったので、それを使いホテルへ移動しました。タクシー代は約50ユーロと高かったですが、一人に

してはやけに大きい車で送迎してくれたので快適でした。現地の到着時間に寮の受付が可能なのかは確認しておくべきだと思います。 

 

大学到着日 8月 21日 19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 22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 インターネット上。教えてもらったウェブサイトに名前、メールアドレス、希望の部屋などを登録し、

寮長から連絡があった。 

 

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？ 

渡航前に見つかりました。ウィーン大学に留学していた明治の学生の薦めで、無事その寮の入居もすぐ決まりました。 

 

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 留学生用オリエンテーションはありました。自分でウェブ上で申請します。私の場合は 8月 30日と

早めの日程を選びました。遅くて 9 月 28 日の人もいました。そこで正式の学生証なども受け取

れ、それを学生の証明として博物館や交通の定期券を買う際に使えるので早めに受けるのがお

すすめです。 

 

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？ 大学の基本情報、学生証の発行内容、授業の申請方法、在留資格の確認、留学生ネットワーク

の紹介など 

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 2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？ 

オーストリアの場合は 6 ヶ月以上の滞在は在留許可が必要。オーストリアに到着してから 6 カ月以内に取得しなければなら

ない。(以下ビザ欄に重複する）場所はウィーンの場合、MA35Vienna City Administration。料金は約 135，80 ユーロ。 

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？ 

健康診断、予防接種は一切なし 

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？ 

在留許可取得の際の提出物にオーストリアの銀行の残高証明が必要だったので、開設した。手続きは銀行で、英語で手続

きを丁寧に行ってくれた。約 1時間半以内で口座開設できた。ただ、住所の欄に郵便ポストの番号までは入れていなかった

ためカードの到着が遅れた。寮の場合、郵便ポストの表示の部分までが住所だと思って住所は書くべき。 

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？ 

今まで日本で使っていた I-Phoneの携帯が契約上シムフリーにできなかったため、シムフリーの携帯を日本で購入し、シムカ

ードを現地で購入した。現地の友達に聞きながら設定を手伝ってもらった。私が購入したシムカードは携帯電話会社での手

続きは必要なく、スーパーで売っている安いもので、ネットを使って設定を行いプリペイドの状態で使用可能になっている。 

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（9月 20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？  

オンラインで取りたい授業を見つけ、申し込みボタンを押すだけの簡単なシステムだった。 

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 
ランニング                   ランニング ランニング ランニング 

8:00 
課題や就活準備       課題       課題 旅行やイベント

に参加 

旅行やイベント

に参加 

9:00 
      ドイツ語       ドイツ語                   

10:00 
      ドイツ語       ドイツ語                   

11:00 
      ドイツ語 授業 ドイツ語                   

12:00 
      授業 授業                         

13:00 
      授業 授業 授業                   

14:00 
            授業 授業                   

15:00 
                  授業                   

16:00 
            授業 ラクロス たまにタンデム             

17:00 
            授業 ラクロス タンデム             

18:00 
      ラクロス             授業             

19:00 
      ラクロス たまに飲み会へ ラクロス 授業             

20:00 
      ラクロス 飲み会 ラクロス                   

21:00 
            飲み会 ラクロス                   

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。 

ウィーン大学は所属学部は決まっていますが、どの学部の授業も限りなく受講できるのでやりたい学びがとことんできます。

私はドイツ語の語学の授業以外は英語で行われている授業を受講していますが、英語での授業では主に大学院生が多く、

レベルの高い授業が受けられます。私のいる寮は大学からも観光地である旧市街からも近く移動しやすいので、寮のロケー

ションはよく考えた方がいいかもしれません。8 月からオーストリアにいますが、10 月のサマータイムが終了してから一気に寒

くなったので冬服は夏服より持っていてもいいと思います。 

 

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。 

オーストリアは英語がある程度できる人は多いですが、ドイツ語を習得したい人は日本でもドイツ語の勉強に取り組んでいた

方がいいと思います。ヨーロッパ人もある程度ドイツ語ができる人が多いので、ドイツ語と英語が話せれば怖いものなしです！

オーストリアは隣国がたくさんあるのでたくさんの国へ旅行できるのも魅力だと思います。それもあって日本では会う機会のな

いヨーロッパ人ともたくさん話が聞けます。留学の準備は普段の勉学や課外活動とも重なって大変だと思いますが、私もな

んとかなったので、あきらめずに頑張ってください！ 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2017 month11 day9 

Host University ViennaUniversity 

Department you belonging to 

at the host university 

 I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：Sociology 

 I do not belong to any specific department and taking the classes of 

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2017 month10 to year2018 month6 

Department you belong to at 

Meiji University 

School ofGlobal Japanese Studies Major(field of study)Global Japanese Studies / 

Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year3／Graduate Masters Doctorate year      

Ｉ. How did you find the information to prepare for your departure? Please report and give some 

advises for future exchange students going abroad on what they need to know and be 

informed.  

I had a lot of contact with the staff of the international office in Vienna University. Their replies were quick and 

accurate, so I got a lot of help from them. I also got information from the website of the Austria embassy. 

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) ※Please report in detail. 

Type：If staying for longer than 6 months, VISA is 

not needed, but have to take a residence permit 

Where to apply：MA35 Vienna City Administration 

How long did it take to get a VISA：I'm still waiting, 

I am on my 7th week 

（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：About135,80Euro 

What kinds of documents were required to submit to apply for VISA? How did you prepare those 

documents? 

Passport, birth certificate, photograph, proof of locally customary accommodation, proof of health insurance 

covering all risks (valid in Austria), proof of adequate means of subsistence, a no criminal record certificate. 

Please report on the details of applying process. 

I have prepared the documents that I need to submit, and went to the office of MA35. You will have to take a 

numbered ticket to explain that you need the residence permit. People at the office will tell you to go to a specific 

room to submit the documents 

 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

There was not very much of an interview, but they asked if we have the right documents to submit. 

 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

A no criminal record certificate is a document you will need to take in Japan. The use of limit is 3 months from the 

date you have took. I took this document quite early which I had to submit the documents in a rush.  

 



Ⅱ-2．Preparation before departing for exchange program （Other topics） 

Please report on any other necessary preparation before your departure. (E.g. Preparation of money, 

purchasing a cellphone, shipments of your commodities, and etc.)  

Having two credit cards will be useful. Mobile phones which are SIM free will be easier to set the settings of the 

Internet. Having more than 2 transformers of the chargers might be useful too. I think you won't need much 

clothes to bring with you. 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline JAL and Finair 

How to purchase air 

ticket 

by Internet 

※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。 

Arrival airport Vienna International Airport Arrival time About 18:30 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  other                      

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

About 40 min 

Are there any important points to get to the campus? Please inform on the cost of taxi or any 

transportations. 

I knew that by the time I arrive in Vienna, my dormitory will be closed, so I stayed at a hotel nearby my dormitory for that night. 

That hotel had service of pick-up from the airport to the hotel, so I used that to get to the hotel.  

Arrival date month8date21timeabout 19:00 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

If your answer is “No”：The date you checked-in was… 

month8day22 

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（     ） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

The application was done in the Internet. From the website I was told from my friend who had 

studied in Vienna University, I registered the forum in the internet. I had to type my name, 

e-mail address and the type of the room I want to stay in. 

Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles 

to find it? 

I have found my residence easily, before departure, because I had recommendations from that friend.  



 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date It was an orientation for the international exchange students, and I had mine 

on the 30th of August, which was pretty early before the semester. We had 

to choose the dates before the departure on the Internet. 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

Did it cost any? No. It’s free of charge.   Yes（Cost：     ） 

Contents (details) Basic details of the university, how you validate the student ID, how you 

register courses, how you get the residence permit, the network of the 

international students were introduced 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month10day2 

 

Ⅳ. Other process to be completed after arriving 

1．Was it necessary to get any permission of staying after arriving? If yes, where, report on when, and how 

to apply for a permission? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

If staying in Austria for longer than 6 months, the resident permit is needed. You will need to register and get the 

permit before it pasts 6 months from the day of your arrival. (Refer to the VISA section) 

2．Were there any other procedures you completed after arriving? (E.g. medical checkup, inoculation and 

etc.) If yes, report on where, when, and how did you complete them? How long and how much did it take? 

Was there any trouble? 

No medical checkups or inoculations 

3．Did you open any bank account abroad? How did you open it and what kinds of documents were 

required to apply? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

I needed a payment certificate to get the residence permit, so I opened the Austrian bank account. I opened at the 

bank telling that I need it as an exchange student, and the staff had explained it to me clearly in English. It took 

about an hour.  

4．Did you purchase any cellphone? How did you open it and what kinds of documents were required to 

purchase it? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

Because the phone I was using in Japan was not a SIM free I-Phone, I bought a SIM free smartphone in Japan 

beforehand. I bought the SIM card in Austria; the SIM card which was recommended from my friend in Austria.  

 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month     day     ） 

    Online Filling out an application form  Not allowed to register other（     ） 

After arriving（approximate date: around month9day20） 

    Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register other（     ） 

Was there any priority as an exchange 

student? 

Yes        No 



If your answer is Yes, please report on the details. 

      

If your answer is No, how did you register your classes?  

From the internet. It was an easy task, which you will just need to find the course you want to take, and click 

"register". 

 

If you had registered the courses before departure, could you change or add any classes after arriving? Could 

you register all the classes which you wished to attend? 

      

 

Ⅵ. Weekly Schedule (Please enter your daily life such as class, activities, and self studies.) 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00 
Jogging                   Jogging Jogging Jogging 

8:00 
Homework, 

preparing for job 

hunting etc 

      Homework       Homework Travelling, 

other events 

Travelling, 

other events 

9:00 
      German class       German class                   

10:00 
      German class       German class                   

11:00 
      German class Class German class                   

12:00 
      Class Class                         

13:00 
      Class Class Class                   

14:00 
            Class Class                   

15:00 
                  Class                   

16:00 
            Class Lacrosse (Sometimes)speaking 

with buddy, practicing 

German "Tandem" 

            

17:00 
            Class Lacrosse Tandem             

18:00 
      Lacrosse             Class             

19:00 
      Lacrosse (Sometimes) 

go drinking 

Lacrosse Class             

20:00 
      Lacrosse Drinking Lacrosse                   

21:00 
            Drinking Lacrosse                   

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          



              

Ⅶ. Feedbacks from the beginning of the program to the present 

Please give us any feedbacks on the host university, your program, classes, dormitory, and your life 

abroad. 

We set up a specific department to get in in Vienna University, but we are allowed to take any courses as much 

as you like. So you can study the things what really interests you. Most of the English courses are taken by the 

master students. 

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university in 

the future. 

Many people in Austria are able to speak English, but if you want to improve your German, you should study as 

much as you can in Japan. If you are able to speak both German and English there is nothing to be afraid of! 

 


