
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 11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）：歴史学，（現地言語での名称）：Geschichte 

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 2015年10月－2016年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部史学地理学科西洋史学専攻 /      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。 

出発前の準備としては、やはりビザ申請の情報や必要な書類をしっかり集めておくことが大事だと思います。オーストリアは在

留許可の審査が非常に厳しいため、書類不備などのないようにすることが望ましいです。言語面においては、僕自身が準備

不足だったため言えることですが、やはりできるだけ勉強するに越したことはないと思います。 

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：一年有効の学生ビザ 申請先：MA35(ウィーンにある在留許可などの業務をする役所) 
ビザ取得所要日数：2週間(もし書類に不備がなければ) 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 135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？ 

多くの書類があるためここでは書ききれませんが、詳しくは在日オーストリア大使館のホームページを見てください。 

わかりにくい部分などは電話で問い合わせると詳しく説明していただけます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

※私の場合 

①日本で書類を集める(申込用紙に自分のデータを書き込む)：警察署や外務省、市役所など多くの場所に行くことになりま

す。 

②現地の役所に書類を提出する：役所での申込みや手順なども少々複雑です。 

③在留資格を受け取る 

もし不安なら、現地の友達やバディの方にお願いして、ついてきてもらうのも良いでしょう。 

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 

オーストリアの役所は、窓口の人によって必要な書類や手続きなど言われることがコロコロ変わることが多々あります。 

しっかりと書類を準備していればほとんどの場合大丈夫なので、準備だけは怠らないようにした方がいいかもしれません。 

とにかく言葉の壁が大きいので、できればドイツ語、英語が喋れるのであれば英語で応対もしていただけます。もし、どちらも

自信がないというならば、やはり誰かについてきてもらうのが賢明です。提出書類に期限があることもあり、とにかく早めに手

続きを済ませておいたほうが良いと思います。 

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） 

オーストリアの銀行口座は開設せず、シティバンクを使って現金を調達しています。 

携帯電話は日本で使っていたスマートフォンをシムフリーにして、現地のシムカードをいれて使っています。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 トルコ航空 

航空券手配方法 
ネット（HIS） 

※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 ウィーン空港 現地到着時刻 9:00 

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 

有料の送迎サービス                 

移動の所要時間 約一時間 

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 

 

大学到着日 9月 22日 10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：     月     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 大学から送られてくる寮の会社の URL 

リストの中から自分で選んで、諸々の手続きも全て自分で行う。 

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？ 

来年の７月まで部屋を予約したと思っていたのですが、なぜか今年の 10 月までしかされておらず、渡航後すぐに新しい寮を

探さなければならなりませんでした。大学で配っていたチラシの寮にすぐ入ることができたので幸いでした。 

また、ウィーンは慢性的な住居不足らしく、良いアパートや寮はすぐに埋まってしまいます。学生寮、特に中心地などにあるア

パートはセメスターの始まる 3 ヶ月前頃から予約をしておいた方が確実かと思われます。 

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月 24日 

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？ 大学設備の利用方法、市内交通の情報、イベントの紹介、学生証の配布など 

大学に入る際に 14ユーロ程の手数料のようなものを払うのですが、オリエンテーションで払う方法

と渡航前に海外送金で払う方法があり、私は海外送金を選択しました。これを払わないと、学生

証に貼る証明シールのようなものがもらえないので注意して下さい。 

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？ 

上記ビザの欄をご覧ください。 

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？ 

今のところはしていません。 

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？ 

シムカードを購入しました。私のはプリペイド式のものだったので、複雑な手続きは特にありませんでした。 

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（9月 10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（     月     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？  

正規の学生と同様に、UNIVIS という Oh-meijiのようなもので登録しました。 

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 火-金 13:00 まで 

月曜と同じ 

                              

8:00 
朝食                                     

9:00 
                              起床 起床 

10:00 
ドイツ語講座                         朝食       

11:00 
ドイツ語講座                                     

12:00 
ドイツ語講座                                     

13:00 
ドイツ語講座                         家でゴロゴロ or 

友達と遊んだり、

博物館に行ったり 

日曜は多くの店が

閉まっているの

で、家にいること

が多い 

14:00 
            帰宅 or 

市内散策 

      カフェなどで 

食事 

            

15:00 
帰宅 or食堂か 

カフェで軽食 

講義       講義 買い物             

16:00 
      講義       講義 買い物             

17:00 
夕飯の準備 講義 軽めの夕飯 

をとる 

講義 料理の作りだめ             

18:00 
夕飯 夕飯 日本学の学生と 

タンデム会 

夕飯       家で食べるのが殆

どだが、たまに外

食することも) 

夕食 

19:00 
風呂 風呂 飲み会 風呂 夕飯 風呂 風呂 

20:00 
宿題       飲み会 宿題 風呂 娯楽 来週の準備 

21:00 
      宿題 

 

飲み会 宿題 宿題 娯楽 宿題 

22:00 
就寝 就寝 飲み会 就寝 娯楽 娯楽 宿題 

23:00 
            就寝       娯楽 娯楽 就寝 

24:00 
                        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。 

こちらに来てそろそろ二ヶ月が経とうとしていますが、生活や授業などの毎日のリズムは掴めつつあります。友人関係も最初

は不安でしたが、幸い日本に興味のある学生も多く在籍しているので、比較的簡単に友人ができました。しかし、生活面でも

授業でも、語学面の不足を日々感じています。簡単な内容なら何とかなるものの、難しいテーマになるとやはり理解するのが

難しいです。これからも友人達とのコミュニケーション等を通して、語学の向上を試みていきたいです。 

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。 

ウィーンには博物館、美術館など歴史的に価値のある物が多く残されています。町全体の芸術への関心が非常に高く、頻

繁に楽しい催しものが開催されています。近隣諸国への旅行も比較的、安価で行けるので、そこも非常に魅力的な点です。

授業面においては語学面を除けば、日本の大学の講義と大きな差はないので、特に戸惑うことなく講義を受けることができ

ます。また、基本的に留学生には親切です。ただ、在留許可の申請が非常に面倒なので、そこだけは注意した方が良いで

す。語学面においては、当然ながら多くの場面でドイツ語を話すことが要求されますので、とにかくできるだけ会話の練習や

語彙の充実などをしておいた方が良いでしょう。 

 


