
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 10月 27日 

留 学 先 大 学 パッサウ大学 

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）：政治経済学部，（現地言語での名称）：Bussiness Adminatration and Economics 

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9月－2022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。 

情報収集はこの近況報告書を色んな国の人のものを読んだくらいで、圧倒的に不足していたと思います。以下、準備不足

だったことを詳述しますが、内容については後述の「留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について）をご覧くださ

い」 

準備不足だったこと： 

①住む場所を探しておくこと 

②閉鎖口座を作っておくこと 

③銀行口座を作っておくこと 

④SIMについて調べておくこと（前回来た方は stork mobileを使用したと記入してありましたが、私は iPhone8を使用していた

ので対象外だったので、プリペイド SIMを購入しました。自分の携帯電話が e-sim に対応しているかどうかは調べる必要があ

ると思います。私は本当に何も調べずに来たので後悔しました。） 

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：学生ビザ  申請先：パッサウの役所 

ビザ取得所要日数：1 カ月～1か月半 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：１００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？ 

※Antrag auf Erteilung (s. Anhang)-ビザ取得のための登録用紙。住民登録が終わると用紙をもらえます。 

※Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (nicht Studienverlaufsbescheinigung)-学校の international officeに行って取

得、学生登録料を払うと発行してくれます。 

※Finanzierungsnachweis mit mind. 861€ monatlich (gültiger Arbeitsvertrag inkl. 3 Gehaltsabrechnung/ Sperrkonto/ 

Verpflichtungserklärung)-こちらに来てから expartrioで閉鎖口座を開設し、expartrioから届いた証明書を使用しました。 

※Aktuelle Mitgliedschaftsbescheinigung der Krankenkasse (muss enthalten: seit wann Sie versichert sind und die 

voraussichtliche Dauer)-ドイツで取得した保険の証明書。契約期間が記載されている必要があります。私は expartrio の口

座開設と同時に TKのものを取得しましたが、学校近くに AOKがあるのでそちらの方が楽かもしれません。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

住民登録のために外国人局にメールした後、ビザ（滞在申請）のための必要書類が書かれたメールが送られてきたので、そ

ちらに従って申し込みました。ただ、コロナ禍で環境が大きく違うためあまり参考にならないと思います。 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

コロナ対応でメールでしか受け付けてもらえなかったため、なかなか進まず取得がぎりぎりになってしまいました。ビザなしで



90日間滞在はできますが、それに甘んじず早めに行動し始めることが大事です。 

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） 

①現金について：現地で使う現金は、日本で両替してから行きました。日本で両替する方がレートがいいので、現金を持って

いく場合は日本で交換してからいった方がいいと思います。ドイツは現金主義なお店もあるので、現金もいくらか持っていくと

安心です。私は２０万円ほど持っていきました。 

②携帯電話に関して：プリペイド sim で日本で使っていたものをそのまま使っていますが、iPone10 以上の人は日本で stork 

mobile を契約しておくといいと思います。 

③銀行に関して：日本で作成可能です。N26 というオンラインバンキングがあるので、作成してからいった方がいいと思いま

す。（私はこちらでやりました。） 

④閉鎖口座の開設：expartrio というオンライン閉鎖口座を日本で作っておくといいと思います。私はこちらに来てからやりま

したが、家族とのやり取りが大変でした。 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 シンガポール航空 

航空券手配方法 
skyscanner 

※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 ミュンヘン空港 現地到着時刻 6:55 

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 空港から 2 時間から 2 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 

ミュンヘン空港からバスで Freising 駅へ、そこから電車で 2 時間半で Passau 駅。１時間に１回しか電車が来ないため、到着時間に

は注意が必要です。バイエルンチケットというチケットを買うと安いので、インターネットで探しておくといいと思います。私は使わなかったの

で、４０ユーロ近く使いました。 

大学到着日 9月 26日 7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：10月 3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（なし ひとりです） 

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 大学の近くにある不動産屋さんに斡旋してもらいました。WG というアプリを使って着く前に探しまし

たが、400 ユーロ超えのところが多く、高かったので現地についてから探しました。 

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？ 

渡航前には見つからず、現地についてから探しました。友達から不動産屋さんを紹介してもらい、実際に住居を確認して入居しました。

deposit が現金でしか払えなかったため、上述もしましたが、ある程度現金を持って行った方がいいと思います。私は 20 万円くらい持って

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 9/27-10/15 

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？ 9月２７日から exchange student向けのオリエンテーションが２週間（２０１９年の方と比べて伸び

ていました。）そこから学部向けのオリエンテーションが１週間。ただ、学部向けのものはかなり

exchange studentのものと内容がかぶっていたため、特に出席しませんでした。 

この期間に、AGEE という団体が exchange student 向けの city tour や campus tour を行ってく

れたので、それにたくさん参加しました。 

また、orientation weekの間に exchange student向けのドイツ語講座が無料であったため、それ

に２週間参加しました。（月～金、毎日 9:00-13:45 まで） 

9/27 のオープニングセレモニーでこれに参加するための placement test の詳細が説明されまし

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 10月 18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？ 

ビザを取得する前に、現地の外国人事務局に滞在許可の申請を行う必要があります。私はコロナ禍だったので、メールです

べて資料を送って申請しました。料金はかかりません。      

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？ 

明治大学で加入した保険とは別に、ドイツで保険に加入する必要があります。（必須）私は expartrioで閉鎖口座を開設する

際に、一緒に TK という保険に申し込みました。大学から案内がくるので、そちらで申し込んでもいいと思います。     

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？ 

開設しました。上述したように、N26 というベルリン発のオンラインネットバンキングサービスを利用しました。     

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？ 

上述したように、vodafone という会社でプリペイド SIM を購入しました。店舗に直接行ったら、店員さんが SIM を入れ替えてく

れるので、それをそのまま使いました。パスポートがあれば大丈夫です。 



 

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（10月 11-15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？  

他の学生と同じように、stud.IP という履修登録システムから登録を行いました。ドイツ語初級の授業は人気だったため、早い

者勝ちになりましたが、２週間ほどある履修登録期間の授業にすべて参加していたら、witing list の中でも優先的に授業に

登録してもらえました。朝早いですが、waiting listに乗ってしまったらその期間だけは絶対に参加することをお勧めします。ま

た、体育は別の登録料がかかります。他のシステムから登録を行い、１５ユーロかかりました。  

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 
起床 起床 起床 起床 睡眠 移動 旅行 

8:00 
ドイツ語 A1      International 

Marketing 

ド イ ツ 語

A1      

料理      起床 移動 旅行 

9:00 
ドイツ語 A1      International 

Maketing 

ド イ ツ 語

A1      

準備 買い物 旅行 旅行 

10:00 
Micro 

Develpoment 

Economics 

掃除      ゼ ミ （ 特 例 で

zoom 参加して

います） 

Neo-Victorianism 買い物 旅行 旅行 

11:00 
Micro 

Development 

Economics 

料理 ゼミ Neo-Victorianism 買い物 旅行 旅行 

12:00 
昼食 昼食 ゼミ 昼食 昼食 旅行 旅行 

13:00 
昼食 昼食 昼食 勉強 勉強 旅行 旅行 

14:00 
友達と勉強 友達と勉強 ゼミ振り返り 勉強 勉強 旅行 旅行 

15:00 
友達と勉強 友達と勉強 買い物 勉強 勉強 旅行 旅行 

16:00 
友達と勉強 友達と勉強 買い物 勉強 勉強 旅行 旅行 

17:00 
友達と勉強 友達と勉強 準備 勉強 旅行のための

準備 

旅行 旅行 

18:00 
友達と勉強 友達と勉強 Qudditch 友達に会う 準備 旅行 旅行 

19:00 
夕食 夕食 Qudditch 友達に会う 準備 旅行 旅行 

20:00 
夕食      夕食 Qudditch 友達に会う 移動 旅行 旅行 

21:00 
帰宅 帰宅 友 達 に 会 う

      

帰宅 移動 旅行 旅行 

22:00 
就寝準備 就寝準備 友 達 に 会 う

      

勉強 移動 旅行 旅行 

23:00 
就寝準備 就寝準備 友 達 に 会 う

      

就寝準備      移動 旅行 旅行 

24:00 
睡眠 睡眠 友 達 に 会 う

      

睡眠 移動 旅行 帰宅 



 
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。 

①大学について：世界中の様々な国と協定校として提携していることもあり、非常に国際色豊かな大学です。大学のオフィ

スは午前中しか空いていませんが、職員の方々は非常に丁寧に対応してくださります。困ったときはメールではなく、オフィス

に直接出向くのがよさそうです。 

②プログラムについて：上述もしましたが、AGEE という団体が exchange student向けのイベントを行ってくれるので、いけるイ

ベントにはすべて参加しました。その結果、友達もたくさんできたので、スタートダッシュが肝心だと思います。 

③宿舎について：大学から徒歩１０分程度のところに住んでいますが、city center にも近く、一人でキッチンも水場も使える

ので快適です。 

④授業について：とっているのは基本的に英語の授業ですが、教授の英語は聞き取りやすいので、理解はしやすいです。方

言などについては心配しなくていいと思います。ただ、この大学で自分が本当に取りたい授業がある場合、ドイツ語の可能性

が高いので確認してから来るべきです。私は取りたかった授業は英語だったので問題なかったです。 

⑤生活全般について：初めてのヨーロッパ生活で不安でしたが、非常に治安もよく、女の子が夜中一人で歩いていても問題

ないくらいです。また、ミュンヘンやベルリンに比べて物価も安く、近くにスーパー、ショッピングモール、家電製品が売ってい

る店など、生活用品全般は passau で揃います。また、日本食についても、駅前にクオリティの高い日本食レストランがありま

すし、Go Asia という日本の調味料が買えるお店も最近できたので、日本食を求めてミュンヘンまで行く必要もなさそうです。 

また、美しい大学ランキングに選ばれるほど本当にキャンパス、またキャンパスの周りが美しく、天気のいい日に友達と散歩

をすると写真撮影大会が始まってしまうほどです。（初日だけでなく、１か月たった今でさえも、です。） 

国境にも近いため、週末にオーストリアやチェコに簡単に行けるので、ドイツだけでなく色々な国に旅行ができるのもメリットだ

と思います。こちらに来てから２週間でプラハに遊びに行きました。 

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。 

本当に飛行機を予約する以外は何も準備をせずに来てしまって、こちらに来てから「あれもやっておけばよかった、これもや

っておけばよかった」ということがたくさん出てきたので、日本でできることは全て終わらせるくらいの勢いで準備した方がいい

と思います。（後悔したことの多くは上述してあるので、私の失敗を参考にしてください！笑） 

ただ、何も知らずに来たのにドイツのこの町の人たちは本当に優しく、困っているということを伝えると必ず誰かが助けてくれま

す。その場合、直接会いに行って「助けて！めちゃめちゃ困ってるの！」と声を上げることが大切です。黙っていたら誰も気づ

いてくれません。 

ドイツの中でも南の、非常に田舎町にある大学で、ミュンヘンまで行くのに２時間半もかかってしまいますが、コンパクトな町で

１か月もあれば生活必需品を購入するのに困ることはありません。 

２０１９年にこちらに来た方も書いていますが、もしドイツに留学するならパッサウに来ること強くおすすめします。留学生に対

するサポートもしっかりしており、様々な国の人と関われるし、とにかく人が優しいです。（あと、田舎なので生活費が安いで

す） 

私の場合、COVID-19で１年間留学が延期になったため、その間に留学でしたいことの解像度を上げる時間がありましたが、

２年生の段階で知識もあまりつけず、留学でしたいことの解像度が低いまま来ていたら、留学での実りが少なくなってしまって

いたと思います。 

協定留学に行くのは２年生の人が多いかもしれませんが、準備の段階で自分が留学で何を成し遂げたいのかしっかり考えて

から来るようにした方がいいと思います。 

準備は大変かもしれませんが、こちらに来たら素晴らしい留学ライフが待っています！ぜひ頑張ってください！応援していま

す！ 

      

 

 

 

 

 

 



Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month10 day27 

Host University PassauUniversity 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：business administration and economics 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month09 to year2022 month08 

Department you belong to at 

Meiji University 

School ofGlobal Japanese Studies 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.  

For gathering information before coming here, I almost did nothing except reading this report, so I'll write it down 

the information that I had to research. 

1. You have to find the accommodation 

2. You have to make the closed bank account 

3. You have to make the bank account 

4. You have to check the smartphone (the person who came Passau in 2019 said that he used the e-sim, but I 

could not use it because of my smartphone was old. Therefore, you should check your smartphone whether it 

accepts e-sim or not.) 

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

Type：Student VISA Where to apply：Rathaus of Passau 

How long did it take to get a VISA：1-1 and half 

month 

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

your VISA?） 

Cost：100Euro 

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

documents? 

  Antrag auf Erteilung (s. Anhang)-the document you can get after you register as a resident of Passau 

  Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (nicht Studienverlaufsbescheinigung)-you can get it after you 

register as the student of Passau university 

  Finanzierungsnachweis mit mind. 861€ monatlich (gültiger Arbeitsvertrag inkl. 3 Gehaltsabrechnung/ 

Sperrkonto/ Verpflichtungserklärung)- I open the closed bank account named expartrio, and they send me the 

document related this, so I used it. 

  Aktuelle Mitgliedschaftsbescheinigung der Krankenkasse (muss enthalten: seit wann Sie versichert sind und 

die voraussichtliche Dauer)- This document must be included your insurance duration date, and I got them from 

expartrio, too becasue they contracted with the insurance company named TK. However, it should be easier to 

use the company named AOK, because this is the most biggest insurance company in Germany, and you can 

directly go to the office. (There are the office of AOK near the university.) 



Please report on the details of applying process. 

After I registered as a resident of Passau, I got the email from Rathaus, and it says I had to send the documents 

that I wrote above. Therefore, I just sent them.- 

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

None 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

Under the situation of COVID, I had to do all things via email, so it took a long time. Although there is the 

permission that Japanese can stay 90 days without VISA, you have to do it as soon as possible just in case there 

is something wrong.  

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.)  

1.For the cash: I exchange yen to euro in Japan because the exchange rate in Germany is not as good as in 

Japan. In Germany, there is some shops that only accept cash, so you should bring some cash. I brought 

200,000yen. 

2.For the smartphone: I use the same smartphone as used in Japan, and I purchased the pre-paid sim here. 

However, it will be easier to use e-sim if you have newer smartphone than iPhone10. 

3.For the bank: You can make it in Japan. There is the bank named N26, and it will be easier for you to make it in 

Japan. (I did it here, though) 

4.For the closed bank account: I REALLY recommend that you make it in Japan. I had to contact lots of time with 

my father, and it was really annoying for me. 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Singapore Airline 

How to purchase air 

ticket 

Skyscanner 

※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 Munich Arrival time 06:55 

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? 

2 hours and an half hour 

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

transportations. 

train 

Arrival date month09date2021time06:55 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

month10day3 

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 

There is the retailor around the university, so I went there and found the accommodation. 

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

to find it? 

I found it after arriving, and there was a little bit difficult. At first, I used the app named "WG", but it didin't work because the cost 

was really high for me. Therefore, I used the realtor, and it worked good. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 9/27-10/15 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) How to apply the health insurance, how to use university's wifi…etc. 

It took place via zoom, and most of the information can find in the 

university's homepage. 

Plus, there is the event that "AGEE" hold, and you can make a lot of friends 

there.  

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month10day18 

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? 

Before getting Visa, you have to go to the office for foreigner, and have to get the permission for your stay. I send 

the document for them via email because of the situation of Covid, but usually, you have to go to the office. It didn’t 

cost.  

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? 

I had to contract with health insurance company, although you have the one for international health insurance from 

Meiji university. I did it when I make the closed bank account named expartrio. 

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 use the bank account named N２６, and you can open it with using your smartphone. You don’t have to go to the 

bank, if you have your passport, you can open it immediately. However, if you want to transfer money from your 

Japanese bank account, it won't be work, so you have to deposit using the system named cash 26. 

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? 

As I wrote before, I purchase the pre-paid SIM via the company named Vodafone. When I went to the shop, the 

clerk set the SIM card for me. If you have a passport with you, it will work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 month10day11-15） 

    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?  

I registered it as the other normal student via the system named Stud.IP. I also registered the German course, but 

there were many people who wanted to do that. Therefore, there is the election, but if you go to the every class 

during the registration period, you will get the place. For the sports class, you have to register via the other system, 

and it cost 15Euro. 

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 
get up get up  get up get up sleeping moving traveling 

8:00 
German A1 international 

marketing 

German A1 cooking get up moving traveling 

9:00 
German A1 international 

marketing 

GermanA1 preparing  shopping traveling traveling 

10:00 
micro 

development 

economics 

cleaning seminer in 

Japan(via 

zoom) 

neo-Victorianism shopping traveling traveling 

11:00 
micro 

development 

economics 

cooking seminer in 

Japan 

neo-victorianism shopping traveling traveling 

12:00 
lunch lunch seminer lunch lunch traveling traveling 

13:00 
lunch lunch lunch study study traveling traveling 

14:00 
study study refrection of 

the seminer 

study study traveling traveling 

15:00 
study study shopping study study traveling traveling 

16:00 
study study shopping study study traveling traveling 

17:00 
study study preparing study preparing traveling traveling 

18:00 
study study Quidditch meeting freinds moving traveling traveling 

19:00 
dinner dinner Quidditch meeting friends moving traveling traveling 

20:00 
dinner dinner Quidditch meeting friends moving traveling traveling 

21:00 
back home back home meeting 

friends 

meeting friends moving traveling traveling 

22:00 
preparing preparing meeting 

friends 

meeting friends moving  traveling traveling 

23:00 
preparing preparing meeting 

friends 

meeting friends  moving traveling traveling 

24:00 
sleep sleep meeting 

friends 

back home moving traveling back home 

      



        

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. 

1.University:There are many students from all over the world, so you can make a many friends here in Pssau. 

The office for international students are only open in the morning, but if you have a problem, they are so kind to 

help you. You should go there directly if you have a problem, it will be easier for you than using the email. 

2. Program: There is the many event for the exchange student held by AGEE, so I went all of that as possible as I 

could. As a result, I could make a lots of friends, so it is important to go there to make your life more fun. 

3.Accomodation:I live near the university, and it takes 10-15 min walk from my house to get there. I also live near 

the city center, and I can use my own kitchen and bathroom, so I feel comfortable to live here so far. 

4.Class: Basically, I take the class that the professor speaks English, and their English are so clear and easy to 

understand. You don't have to concern about the direct or something like that. However, in fact, if you have the 

class that you want really to take, it will take place in German, so you have to check it. For me, it was perfect 

because all course I wanted to tale were in English. 

5.Life: At first, I was little bit concerned about the security of the city, but the Passau is really safe city to live. 

Plus, I am glad because I can get groceries in the cheap price compared to the big city, like Munich. You can find 

the all of things that you need to live in Passau although it is a small city. Also, there is the Japanese restaurant in 

front of the station, and you can get Asian food in Go Asia. Therefore, you don' t have to go to the Munich to get 

the Japanese food. 

Furthermore, the cafeteria of Passau university is one of the most beautiful one in Germany, and you can find 

lots of beautiful scenery here. If I go outside on sunny day, I and my friends always take pictures. (Not only for the 

first day of your stay, but also now, like after 1 month you stay here!) 

I easily go to travel because Passau is on the border of Germany and Austria, so I went to the Prague, Budapest, 

Verona, and some more.    

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

the future. 

I really regret because I came here without preparing except making appointment of the airplane, so if you come 

here, you should prepare everything you can do in Japan. (I wrote the whole things I regret here above, so you 

should read carefully!!) 

However, even though I came here without preparing, the people who live here in Passau are so kind, and I can 

say that someone can help you for sure if you tell that you are in trouble. In case, you have to go to a office 

directly and say you need help. If you say nothing and waiting for help, anyone can help you.  

Pasau university is in the rural area, which takes two hours to get here from Munich, but you can buy everything 

you need here.  

The one who came here in 2019 wrote the same thing, and I can say you should come to Passau if you want to 

study abroad in Germany. There is the lot of support for the exchange student, and you can make many 

international friends. (Plus, you can buy things in cheap price because it is the rural area.) 

In my case, I extend my exchange life for a year, and I had a lot of time to think about what I want to do during it. 

However, if I come here with few knowledges, my life won't be rewarding as this time. 

Many of yours go to study abroad in your second year in your university, so if you come here in the that year, you 

have carefully to think about what you want to achieve in your exchange life. I think it is hard to prepare for 

studying abroad, but once you came here, there is a lot of special experience! Good luck with your effort and 

don't hesitate to contact me if you have any question! 

 


