
協定留学近況報告書 

記 入 日      年      月      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，（現地言語での名称）：Social Science (TATK)  

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1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。 

留学報告書や留学近況報告書、ガイドブック「地球の歩き方」を参考にした。また、いとこが留学中だったため、必要なもの

を聞いて日本で準備した。 

＜良かった点＞ 

・飛行機の手配 

・日本での必需品の購入 

＜準備不足だったこと＞ 

・ビザの手配 

・留学先大学との連絡（入寮手続きに間に合わなかった）  

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：留学ビザ (D type) 申請先：駐日ハンガリー大使館      
ビザ取得所要日数：25日 

（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（HP からダウンロード）、有効なパスポート、顔写真、入学許可書（ELTE からメールが来る）・明治大学からの推薦

状（大学にメールで申請する）、銀行残高証明、保険加入証明（明治大学のキャンパスサポートで手配）、 返信用レターパ

ックが必要。在日ハンガリー大使館の HP に詳しく記載してある。わからない箇所があれば、申請時に担当者が教えてくれる

ので、空欄にしておくとよいと思う。     

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ネットで事前に予約して、大使館で書類を提出した。申請時に提出したレターパックで受け取った。 

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？ 

なかった 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

夏休み期間はビザの申請が集中し、取得できるまでに時間がかかかる。そのため、なるべく早く申請に行くことをおすすめす

る。私は出発ギリギリに申請したため、大使館の担当者にメールで進捗状況を随時問い合わせた。 

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） 

海外でもキャッシングできるクレジットカードを用意する（クレジットカードは 2枚あると便利） 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 カタール航空      

航空券手配方法 
親の勤め先の旅行業者に手配してもらった 

※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・フェレンツ国際空港 現地到着時刻 12:55 

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 ホテルの

有料サービス                 

移動の所要時間 18h 

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 

そのまま滞在先に行かずにホテルで数日宿泊したため、ホテルの送迎サービスを利用した（12000ＨＵＦ）      

大学到着日 8月 24日 15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 28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（3人で共用部分をシェア） 

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 大学がおすすめする不動産屋の 1 つである SRS に登録した。気になる物件があればメールで必

要情報を送信し、1 か月分の家賃を送金する。その後記入済の契約書をメールで送信すれば契

約できる。 

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？ 

大学の寮の申請手続きに間に合わず waiting list に回されたため、自分で滞在先を探さなければならなかった。しかし、渡航前に見つけ

ることができた。渡航直前に必要なくなったが、新型コロナウイルスの隔離措置が適用される予定だったため、ホテルに数日滞在した。 

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 9/1 

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？ 履修登録方法、到着後必要な手続きについて、キャンパスツアー 

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 6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？ 

留学ビザ（D type）だけでは滞在できないため、現地の移民局で到着後 30 日以内に滞在許可に切り替える必要がある。料

金は 18000HUF（クレジットカードで支払いできる）。必要な書類は ELTE のホームページまたはオリエンテーション時の資料

に記載されているため、それらを参考にした。キャンパスで切り替えを行うこともできる。私は移民局で申請を行ったが、移民

局は混み合う時期（9月中旬）だと予約なしだと朝 8時のオープン前に行っても 2時間以上は待たなければならない。また、

ビザを取得したのが遅かったため滞在許可証の発行も遅く、何度か移民局を訪れる必要があった。仮滞在許可証を発行し

てもらったので問題なかったが、滞在許可を取得したのは到着後 40 日ほど経ってからだった。 



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？ 

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？ 

日本で事前にスマホを SIM フリーにしておき、telekom という会社のプリペイド SIM を購入した。店舗で携帯電話番号を取得

し、SIMを入れ替えて市内のATMなどで振り込めば即日使用できる。しかし、ハンガリー以外では使えない設定になっていた

ので店員に確認して変更してもらった。 



 

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 3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？  

履修登録期間は 9/3～9/10 までと長かったが、基本的に早い者勝ちであった。履修登録期間が終わっても変更すること

はできるが、授業を追加する場合は教授の許可が必要。     

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             

8:00 
      起床      起床      起床            起床      起床      

9:00 
                                    家族と電話 

10:00 
授業 自習 オンデマンド授

業の受講 

自習 自習       洗濯 

11:00 
授業 自習 オンデマンド授

業の受講 

自習 自習       掃除 

12:00 
      授業                               

13:00 
      授業 自習       授業             

14:00 
自習       自習       授業             

15:00 
自習 自習 自習                         

16:00 
自習 自習 自習 授業                   

17:00 
      自習       授業                   

18:00 
                        友達とご飯             

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝      就寝      就寝      就寝      就寝      就寝      

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。 

留学先大学では現地の学生と同じ授業を受講する。留学生のみという授業はなかったように感じる。授業は全部で 5つとっ

ているが、3つがオンラインで 2つが対面授業になってしまった。本当は全て対面授業が良かったため少し残念ではあるが、

空いた時間を有効的に使っていきたい。授業は全て英語なので、私のような 1学期間の留学ではハンガリー語をマスターす

る必要はないように感じる。日常生活でも、まだハンガリー語が話せなくて困った場面には遭遇していない。同じ学部の先輩

がサポートしてくれるメンター制度があり、履修登録や大学システムなど分からないことは気軽に相談できる。 

私はフラットに住んでいて、3 人でシェアしている。ほぼ常に誰かと同じ空間にいるため、寂しく感じることも少ないと思う。過去

の留学体験記にも記載があったが、ハンガリーは日本に比べて物価が安く、食費を安く抑えられる。アジア食料品店に行け

ば日本の食材も大体手に入れることができる。治安は比較的良いように感じる。ドナウ川周辺は散歩やサイクリングに最適で

ある。夜のライトアップはとてもきれいで、24 時近くまで空いている店も中心部には多い。とはいえ、治安の良くない地域を避

ける、大通りを歩くようにするなどの注意は必要である。 

友達を作る機会も十分にあると思う。例えば、ELB という団体が主催するパーティーや旅行、日本語を学ぶハンガリー人の

団体との交流会、大学の学科が主催するパーティーなどがある。 

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。 

ハンガリーが第一希望という学生は、同じ大学に留学している日本人の中でもほとんどいない。実際私も同じで、ハンガリー

についてあまり知らないまま渡航したが、留学先として良い国、大学であると感じる。例えば、内陸国であり周辺国への旅行

が気軽であったり、様々な国（中東、アジア、ヨーロッパ、南アメリカなど）の学生と共に授業を受けられたりする。馴染みのな

い国に留学するのは勇気のいることだが、他の学生とは少し違った経験ができると感じている。  

 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year      month      day      

Host University Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：social science 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month9 to year2022 month1 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Global Japanese Study Major(field of study)      / Graduate school 

of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year2／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 read reports of the program activities in this university and some guide books. In addition, I had a contact with 

my cousin, who is studying in the Netherlands now, to know what is necessary to bring. I advice you to get VISA 

as soon as possible and have contacts with international office a few days before the dealine.    

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

Type：D Where to apply：Embassy of Hungary in Japan 

How long did it take to get a VISA：25 days 

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

your VISA?） 

Cost：free 

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

documents? 

application form (download from official website), valid passport, face photos, Letter of Acceptance (from host 

university), VISA support letter (from Meiji university), Certification of the Balance of Deposit, Certificate of 

Insurance, Letter pack (You can get the detail infomations at Embassy of Hungary in Japan's website. If you 

have a question about it, the person in the embassy will teach you. So it is good not to fill in the blank you cannot 

understand well.  

Please report on the details of applying process. 

I booked the date of submission to the embassy and received it by Letter Pack.  

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

no interview 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

It take a long time to get it especially in summer vacation, because many studets apply for it at this period. So I 

recommend to do as soon as you can and check the process by sending e-mail.  

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.)  

prepare at least two bank cards that can withdraw money in foreign countries.  



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Qatar Airline 

How to purchase air 

ticket 

I bought it via a travel company that affiliate to one that my father works 

※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 
Liszt Ferenc International 

Airport 

Arrival time 12:55 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  other Hotel's 

service                  

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

18 hours 

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

transportations. 

I used hotel's picked up service because I stayed at there. 

Arrival date month8date24time 3 p.m. 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

month8day28 

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（shared by three people） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

I registered SRS agency which was recommended by host university. I sent 1 month rental fee 

when I found a good tenant. IAfter that I send the contract I signed by email.  

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

to find it? 

I decided before departure. I had to find the accomodation by myself because I couldn't applied for dormitory by the deadline.  

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date Sep. 1 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) how to register, necessary processes after arrival, campus toor  

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month9day6 

 



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? 

You need to change your VISA to residence permit at immigration office within 30 days after arival. You have to 

pay 18,000 HUF by card or stamps. I refered to host university's website and faculty's information guide for 

international students. You can also apply in campus at designated date. I received it at immigration office in 

middle of September. I had to visit many times and wait more than two hours even I arrived there before 8 a.m.    

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 

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? 

No 

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? 

No, I didn't. I made my phone SIM-free in Japan. After I arrived to Hungary, I purchased Telekom's prepaid SIM. I 

got new phone number at Telekom shop and changed to new one. I could use my phone after paying money on 

ATM.   

 

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. 

      

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

Registration period was Sep. 3 ~ 9. Basically, it seems "first come, first served". You can change the subjects after 

this period, however, you have to pay extra money. Especially, if you want to add subject, you have to get 

permission from the professor.  

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
                                    call to my 

family  

10:00 
lecture studying watch video 

lecture 

studying studying       wash my 

clothes 

11:00 
lecture studying watch video 

lecture 

studying studying       cleaning my 

flat  

12:00 
      lecture                               

13:00 
      lecture studying       seminar             

14:00 
studying       studying       seminer             

15:00 
studying studying studying                         

16:00 
studying studying studying                         

17:00 
      studying                               

18:00 
                        dinner with my 

friends 

            

19:00 
                                          

20:00 
                                          

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. 

In host university, I am attending classes with Hungarian students. I suppose there is no class only for 

international students. I am taking 5 class in this semester, and a few of them are held online. that is different 

from what I thought, but I want to make good use of the extra time. I guess it is not necessary to master 

Hungarian because all of the class is in English and I have not face any difficulty for now. There is a menter 

system and you can ask them about anything, such as how to register and portal system. 

I am living in flat and sharing with two people. As the other reports said, food expence per a month in 

Hungary is cheaper than in Japan. If you miss Japanese food, there are some Japanese restaurants as well as 

grocery stores. In adittion, Hungary is a safe country compared to others in Europe. Many of the resraurants in 

downtown opens until midnight. However, you sholud be careful not walking dark roads and risky districts.  

There are many chances to make friends. For example. ELB holds patry and short trip every day and my 

faculty holds party every weekend.  

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

the future. 

There are few Japanese students that Hungary is their first choice to study abroad, me included I guess. I 

arrived with a little knowledge about this country, however, I recommed you to study in Eötvös Loránd university. 

You can travel other countries easily because Hungary is small country and not surrounded by sea. In addition, 

you can study with classmates from all around of the world, such as Eastern Europe, Sothern America, Europe, 

and Asia. I recommend you to walk and ride a bicycle along the Donau river. It is so good for refreshing phtsically 

and mentally.  

 


