
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 5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）：政治学科，（現地言語での名称）：Politicwissenshaft 

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 2021年８月－2022年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 法     学部法律学科     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。 

出発前は、以前ウィーン大学に留学していた先輩の報告書を読んだり、先輩の連絡先を教えていただき、分からないことを

直接伺った。ビザに必要な書類は早めに準備し始めたので、直前になって慌てることがなかった。新型コロナウイルスの関

係で、役所に手続きに行くのに予約が必要だったのだが、現地についてから予約しようとしたら 3 週間ほど先でないと予約で

きなかった。 

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：      申請先：MA３５ 

ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：175.8 

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 

・申請書 

・写真 

・現地の銀行の口座の残高証明 

・親の源泉徴収票 

・親のお金がどこからきているのか証明する文章 

・現地の保険加入証明書 

・寮の賃貸契約書 

・入学許可証    

・学生登録証明（Studienblatt） 

・在籍証明書（）Studienbestätigung  

・戸籍謄本 （認証翻訳、アポスティーユ） 

・無犯罪証明書（アポスティーユ） 

・パスポートの全ページのコピー 

・住民票   

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要な書類がそろったら、インターネットで予約して、MA３５に行った。必要な書類を渡した後、会計で申請料を支払い、指

紋をとった。一つ足りない書類があったので、二週間以内にメールで送るように言われた。 

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 

MA35の予約が取りづらい。（予約が取れなくて、予約なしで行った友人もいた） 



受付の人がドイツ語しか話してくれない。（英語で話してくれる人もいるらしい） 

現地の日本語学科で勉強しているバディの学生についてきてもらった方がいいと思う。      

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） 

現金はある程度空港で両替して持って行った。それ以外は、海外でも引き出せるクレジットカードを事前に作っておき、街中

にある ATM で引き出した。 

携帯電話は日本で使っていたスマホの sim ロックを解除して、現地で sim を購入して使用した。 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 オーストリア航空 

航空券手配方法 
明大サポート      

※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 16:00 

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 

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 

私は、バディの人に空港まで迎えに来てもらい、そのままホテルまで荷物を運ぶのを手伝ってもらった。 

大学到着日 ８月２６日９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 30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 インターネットで寮の運営会社を探し、申し込んだ。 

いくつかの会社とコンタクトをとり、一番気に入った寮に申し込んだ。一番いいと思った寮は11月か

らしか空いてなかったので、9月と 10月はとりあえず同じ運営会社の他の寮を紹介してもらった。 

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？ 

住居は渡航前にすぐ見つかった。 

今年は、留学に行けることが決まったのが、6月末で、そこから寮探しを始めたので、最初に入りたいと思った寮はすでに埋まっていた。 

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 オンラインでいつでも視聴可能 

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？ 音声付きのパワーポイント 

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 ８月 31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？ 

MA３５にてビザ申請の必要がある。 

また、寮に住み始めてから 3 日以内に住民票をもらいに市役所に行く必要がある。住民票自体は役所に行けばその場です

ぐに発行してもらえる。料金はかからなかった。予約完了のメールに PCR テストを受ける必要があると書かれていたので、前

日に慌てて受けたが、結果を係の人に見せる必要はなかった。 

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？ 

インターネットで Erste Bank という銀行に口座開設手続きに行く予約を取って、開設しに行った。u:card（学生証）、パスポ

ート、住民票を持っていく必要がある。フレンドリーな銀行員の方が英語で対応してくれた。ただ、ドイツ語に不安があったの

で、日本語学科のバディーについてきてもらった。誰かについてきてもらう場合、その子に身分証明書をもってきてもらう必要

がある。 

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？ 

Tmobile で sim カードを購入して使用した。料金は８GB で 10€だった。 



 

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６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？ 

留学生であることを記入するようにいわれた。      

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？ 

      

 

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 
予習 予習 予習 洗濯 予習 起床 起床 

8:00 
ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語             

9:00 
                              予習 お出かけ 

10:00 
復習      復習 復習 復習 復習 予習       

11:00 
                                          

12:00 
タンデム タンデム 授業 授業 友達とご飯             

13:00 
            授業 授業                   

14:00 
                                     

15:00 
            勉強 勉強                   

16:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

17:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

18:00 
ルームメートとご飯 ルームメートとご

飯 

                              

19:00 
            日本語学科の

学生と飲み会 

                        

20:00 
                  クラブ活動                   

21:00 
                  クラブ活動                   

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。 

ウィーン大学は歴史ある、素敵な建物なので、勉強するモチベーションが上がります。8 月末から語学学校でドイツ語を学ん

でいますが、他の学生のスピーキングのレベルが高く、予習復習が欠かせません。コロナ禍であることも関係するのか、町で

アジア系の人を見かけることが少ないと感じます。見かけてもたいてい、日本人です。最初はこちらの食生活に慣れようと、

現地の食を食べてみるようにしていましたが、日本の食材が普通のスーパーにも売っているので、最近は日本食も取り入れ

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。 

英語だけで生活することもできますが、ドイツ語ができたほうが、現地の人とコミュニケーションがとりやすいです。 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month10 day24 

Host University     University 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：Politikwissenshaft 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month August 

 to year2022 monthJuly 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Law Major(field of study)      / 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 got information from a student who have studied at University of Vienna 

I started to prerpare the visa document early 

In order to go to the government office, I should have made an appointment. I made it after I arrived in Vienna 

and I could make it in three weeks. 

 

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

Type：      Where to apply：MA35 

How long did it take to get a VISA：      

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

your VISA?） 

Cost：€175.8      

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

documents? 

passport 

application form 

Passport-sized photograph 

Proof of sufficient financial means to cover the living costs 

Withholding slip of my parents 

A decleration from my parents about money 

Accommodation in Austria for a minimum of 3 months 

Proof of health insurance 

copy of the passport (all pages) 

Birth certificate(legalised and afterwards translated) 

Police clearance certificate (legalised and afterwards translated) 

Admission letter 

Studienblatt 

Studienbestätigung 



Meldezettel 

 

Please report on the details of applying process. 

After finishing collect all documents, I made an appointment on the Internet and went to MA35. 

I submited them, paid the fee and took a fingerprint. I missed one document, so the officer said I had to submit it 

by email 

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

      

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

it is difficult to make an appointment. 

The officer only spoke German. 

I recommend you to ask your boddy to come the office together. 

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.)  

I changed some money in the airport in Japan. 

I made a creditcard that I couln withdrow money in ATM other countries . 

I had my sim card unlocked in Japan 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Austrian Airline 

How to purchase air 

ticket 

Via Meidai support 

※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 4 pm 

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? 

1 hour by train 

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

transportations. 

My body came the airport to pick me up and help carry my suitcase to my hotel.  

Arrival date monthAugustdate26time9am 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

month     day      

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 

I contacted with some organization via Internet and sent the application form. 

I choose the dormitory that looks nice for me. 

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

to find it? 

I could find the dormitory befor departure. I think if I could apply earlier I could find better room. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date On the Internet. We could watch the Power Point presentation any time 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) Power Point Presentation with sound 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class monthAugustday31st 

 



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? 

It was necessary to get visa documents after arriving.  

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? 

      

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 went to Erste Bank and opened my bank account. U:card, passport and Meldezettel are needed. The Bank man 

was so friendly and spoke English. I asked my body to come together in order to open it. She needed to bring an ID 

card. 

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? 

I bought a Sim card at T mobile. It costed €10. 

  

 

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 month     day     ） 

    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. 

I had to write "I am an exchange student" in the form 

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

      

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 
study study study study study             

8:00 
German German German German German study go out 

9:00 
                                          

10:00 
study study study study study             

11:00 
                                          

12:00 
tandem tandem class class lunch with my 

friend 

            

13:00 
                                          

14:00 
                                          

15:00 
            study study study             

16:00 
study study                               

17:00 
                                          

18:00 
dinner with my 

roommates 

dinner with my 

roommates 

                              

19:00 
            Nomikai with 

student in 

Japanese 

study 

                        

20:00 
                  club activity                   

21:00 
                                          

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. 

The campus of the University of Vienna is very beautiful. I have been studying German at a language school 

since August, and the speaking level of other students is high, so preparation and review are indispensable. Due 

to the influence of the new coronavirus, I don’t see Asian people very often in the city. At first I tried to get used to 

the food culture here. But Japanese food is really famous and many supermarkets have them and there are 

many Japanese restaurants in Vienna. So, recently I often eat Japanese food. 

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

the future. 

You can live in Vienna with speaking only English, but if you can speak German, it is easy to communicate. 

 


