
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 2月 3日 

留 学 先 大 学 ベオグラード大学 

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）：文学部，（現地言語での名称）：Филолошки факултет 

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 2013年10月－2014年9月 

明 治 大 学 で の 所 属      学部     学科     専攻 / 教養デザイン研究科教養デザイン専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程2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。 

しておいてよかったこと：国際キャッシュカードの発行、パソコンの購入、gmailアカウントの作成、パスポートの更新、トランクの購入 

準備不足だったこと：留学開始までの流れに関する情報の入手、セルビア語の学習など 

アドバイス：ベオグラードへの渡航は早いほど滞在費もかさむので直前(9 月 25 日頃)でかまわない。準備の多くはベオグラード到着後数

十日の間に行う。交換留学生は単位取得できないので、明治大学で十分に単位を取得しておく必要がある。 

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：ベオグラードの警察署 
ビザ取得所要日数：2～3週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：1000ディナール(約 1200円)程度 

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、大学からの書類（セルビア語、大学で手配）、代理店からの書類、銀行振込用紙（代理店で入手）、滞在証明書（寮で発

行）、写真 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大学で必要書類を入手し、警察署の近くの代理店でも必要書類を入手。警察へ向かい、警察内の銀行で振込用紙を使う。その後、警

察で申し込みを行う。2～3 週間程度でビザが発行され、ビザ発行日の午前中に再び警察へ向かい、パスポートを預け数時間後にビザを

取得することができる。 

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 

滞在証明書はセルビア国外に出る場合更新しなければならない。なお、セルビアはコソヴォを自国の領土としてみなしているが、コソヴォ

のみへの渡航時の扱いについては不明。警察署に提出する留学許可証はセルビア語で書かれたものを提出する必要があり、そのことを

大学側に伝える必要がある。警察の担当部署の開室時間が非常に短いので注意(10時～午後 1時)。 

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） 

国際キャッシュカードの発行、荷物運送（寮が決まり次第家族に依頼） 

現金調達は円をユーロに替えていくと、現地で両替しやすい。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エティハド航空 

航空券手配方法 
HISにて購入 

※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 ベオグラード・ニコラ・テスラ空港 現地到着時刻 13時頃 

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 30分程度 

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 

タクシーを利用する場合客引きのタクシーを利用すると割高になるので空港の Taxi Info で行き先を伝えチケットを発行してもらうとよい。

バスは市の中心部まで 300 ディナール(約 350 円)程度だが、バス停から大学までは若干遠い。バスで行く場合、滞在先のホテルにもよ

るが、終点のSlavija広場で降りると、大学までほぼ平坦なので行きやすい。バスや電車で周辺国から入国することもできるが、ベオグラー

ド駅周辺は治安が悪いといわれている。 

大学到着日 9月 3日 11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：9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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（一時期ギリシャからの学生がルームメイトであった） 

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 大学で入寮許可をもらい、寮へ向かう。 

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？ 

9 月 28 日まで入寮できなく、まだ現地での留学準備を行う必要もなかったので、ベオグラードにいる必要がなかった。そのため、20 日程

度寮に入れず旅行することにした。 

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       

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？       

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 1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？ 

滞在証明書は大学もしくは寮で無料で入手できる。セルビア国外へ行った場合帰国時に更新が必須である。 

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？ 

学生カード（大学で学生センターの位置を教えてもらい、書類を持って学生センターで取得）、バスカード(ブスプルス(Busplus)、月額約

1100 ディナール(1200 円くらい)、ショッピングセンター等にブースがあり、大学でもらった書類と引き換えに入手)、食器盗難防止用の食

堂用コイン(200ディナール(約 240円)程度、寮で入手可) 

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？ 

なし。国際キャッシュカードがある場合不要。 

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？ 

まだ購入せず  

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 1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（担当教授との交渉または授業へ出席） 

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？  

外国人のためのセルビア語の授業は登録必須で、文学部内の担当事務室で登録する必要がある。その他の授業へは担当教授と事前

に出席することを伝えておくのがよい。なお、交換留学生は単位取得が不可である。 

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、朝食 起床、朝食             起床       

8:00 
朝食 セルビア語 

アクセント論 

(8:20から) 

近現代セルビア 

文学の授業 

(8:20から) 

起床 起床 朝食、旅行に行

く場合はバスタ

ーミナルへ 

起床 

9:00 
勉強時間 セルビア語 

アクセント論 

(9:30まで) 

近現代セルビア 

文学の授業 

朝食 朝食 自由時間もしく

は勉強時間 

朝食 

10:00 
勉強時間 勉強時間 近現代セルビア 

文学の授業 

(11:15まで) 

勉強時間 勉強時間 自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

11:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 勉強時間 自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

12:00 
セルビア語の授業 

（12:30から） 

セルビア語の授業 

（12:30から） 

セルビア語の授業 

（12:30から） 

セルビア語の授業 

（12:30から） 

昼食 昼食 昼食 

13:00 
セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の授

業（13:15から） 

自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

14:00 
セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の授業 セルビア語の 

授業 

自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

15:00 
授業終了(15時) 

寮へ戻る 

授業終了 

(15時) 

授業終了 

(15時) 

授業終了(15時) 

寮へ戻る 

授業終了 

(15時) 

自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

16:00 
寮のランドリーで 

洗濯 

自由時間もしくは

日本語カフェ 

（日本語学科の学

生と日本からの留

学生の交流） 

自由時間もしくは

日本語カフェ 

寮のランドリーで 

洗濯 

自由時間もしく

は日本語カフェ 

自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間、

旅行に行く場

合はこの時

間あたりに寮

へ戻る 

17:00 
勉強時間 自由時間もしくは

日本語カフェ 

自由時間もしくは

日本語カフェ 

勉強時間 自由時間もしく

は日本語カフェ 

自由時間もしく

は勉強時間 

自由時間 

18:00 
洗濯物を 

取りにいく 

（18時 45分頃） 

南スラヴ 

比較文学論 

(18:30から) 

勉強時間 洗濯物を 

取りにいく 

（18時 45分頃） 

勉強時間 テレビの視聴 勉強時間 

19:00 
夕食 南スラヴ 

比較文学論 

(20:00まで) 

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
自由時間 夕食 勉強時間 勉強時間 自由時間 勉強時間 勉強時間 

21:00 
自由時間 自由時間 勉強時間 勉強時間 自由時間 勉強時間 勉強時間 

22:00 
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 

23:00 
就寝 就寝 自由時間 自由時間 就寝 自由時間 就寝 

24:00 
            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。 

授業は全てセルビア語で行われるため、ある程度のセルビア語力が必須である。文学部の授業はボードやプリントを用いな

い場合が多く、かなりのリスニング力も求められる。なお、交換留学生は単位取得が不可なので注意。 

洗濯および乾燥機は事前予約制の 1回 150ディナールで、7時、10時、13時、15時から 2時間半程度。洗濯や食堂の

食事などの支払いは寮で可能だが、開室時間が短い。警察でのビザ申請のところでも書いた通り、事務室などは全般的に

開室時間が非常に短いので注意。食堂は土日の夕食は閉まっている。寮の売店では、セルビアの物価は日本より安めだ

が、割安で飲み物やアルコール、菓子、トイレットペーパーなどを購入することができる。寮から大学まではトロリーバスで 20

分程度である。 

ユーロ圏以外の他国、例えばクロアチアやハンガリーなどに旅行する場合、滞在先で国際キャッシュカードを用いて引き出

すか、一旦ユーロに替えてから滞在先でクーナやフォリントなどに替える必要がある。英語はセルビア語がある程度できるな

ら、あまりできなくても問題ない。セルビア語とクロアチア語、ボスニア語などはかなり似ているが、セルビアではセルビア語的

な単語や表現を用いるとよい。 

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。 

事前に十分セルビア語（あるいはクロアチア語）を学び、明治大学での単位取得もおろそかにしないことが重要である。留学

許可がおりるのはかなり遅いため、日本で留学許可証が必要になる場合、国際交流事務室などを通してベオグラード大学

側に留学許可証の発行を急がせる必要がある。 

 


