
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 10月 22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）：人文学部，（現地言語での名称）：Faculty of Humanities 

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。 

過去の留学報告書を読み、コロナの情報など最新の情報をインターネットで調べました。 

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：留学ビザ 申請先：在日本ハンガリー大使館 

ビザ取得所要日数：3週間 

（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、パスポート、パスポートサイズの写真２枚、滞在目的を証明する書類（入学許可証など）、滞在先を証明する書

類、銀行残高証明書、海外旅行保険加入証明書、郵送で受け取る場合はレターパック。詳しくは大使館にメールで問い合

わせると、申請用紙と留学ビザの必要書類についての説明を送ってもらえました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

事前にハンガリー大使館ホームページの予約専用のページから予約を取り、必要書類を用意して、予約した日に大使館で

申請をしました。 

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？ 

面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

大使館の予約はかなり枠が少なく、授業との兼ね合いもあるので苦労しました。残高証明書は円で発行してもらいましたが、

通貨は違いますが EU圏なのでユーロの方が分かりやすかったかもしれないと後から思いました。 

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） 

キャッシングできるクレジットカードを複数枚用意しました。ハンガリーは VISA かマスターカード対応の場所がほとんどなので

その２つで作るのが良いです。VISA のデビットカードもあると安心かと思います。一度、海外で使用しているせいで不正利用

を疑われてカードが止められそうになったので、３～４枚くらいあると安心だと思います。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ターキッシュエアラインズ 

航空券手配方法 
ターキッシュエアラインズの公式サイト 

※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 リストフェレンツ国際空港 現地到着時刻 ８時１０分 

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 16時間半 

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 

タクシー乗り場に行くと、タクシー会社の建物があるのでそこで呼んでもらえます。市営のシャトルバス 100E で市街地にも出ることができま

すが、荷物が多い場合はタクシーの方が良いと思います。 

大学到着日 8月 31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：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 大学から送られてきたメールの中に寮申し込みのリンクがあり、そこから申し込みをしました。7/1

までに結果が来ると書いてありましたが、受け入れ可能のメールが来たのは 7/11 でした。 

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？ 

渡航前に住居は探しておくべきだと思います。大学のハウシングオフィスのページに、学生向けアパートのサイトがいくつか載っているので

そこから探すこともできます。渡航後に住居を探すのは、選択肢が狭く、１年契約のところがほとんどなので、半学期の場合は特に難しくな

ります。  

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 8/31～ 

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？ 留学生としての登録方法と、授業の登録方法などの説明がありました。 

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 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？ 

入国後３０日以内に移民局で滞在許可証を取得する必要があります。必要な書類をもって行けば当日その場で受け取るこ

とが出来ました。必要書類は大学のホームページに記載があったので、それを見て準備しました。 

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？ 

区役所で免疫証明書(ワクチン接種証明書)を発行してもらいました。パスポートと日本のワクチンパスポートを持っていくと無

料で手続きしてもらえます。EU版は PDFまたは紙での発行で、数日後にメールで送られてきました。ハンガリー版はプラスチ



ックのカードで、約２週間後に郵送で届きました。日本のワクチンパスポートでは EUの方は申請できないと聞いていましたが、

行ってみたら両方発行してもらえました。EU の方が受け取りまでも早く、ほかの国でも有効なので、ハンガリー版は取らなくて

も良かったと思っています。 

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？ 

銀行口座は開設していません。 

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？ 

SIM カードを購入しました。パスポートを持って直接お店に行くとその場で購入できます。私が買ったテレコムでは、1GB のデ

ータ通信と、通話 80分、8dbの SMSで 2000円程度でした。テレコムのサイトから容量の追加が可能です。EU ローミングが

追加料金なしで可能なのですが、全然機能しなかったため、ハンガリー語ができる友達に公式サイトのチャットから問い合わ

せをしてもらい、やっと使えるようになりました。 

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（     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 10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？  

学部やコースによって違うようですが、私の場合は、取りたい授業の担当の先生に参加の許可をメールでもらい、そのメール

をインターナショナルコーディネーターの方に送って、その方が登録をしてくれていました。 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
            授業                         

10:00 
      授業 授業       授業             

11:00 
      授業 授業       授業             

12:00 
      授業                               

13:00 
      授業 授業                         

14:00 
      授業 授業                         

15:00 
            授業 授業                   

16:00 
勉強 勉強       授業                   

17:00 
勉強 勉強 勉強                         

18:00 
勉強 勉強 勉強                         

19:00 
            勉強                         

20:00 
                                          

21:00 
                                          

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。 

電車のアナウンスや看板なども基本的に英語が併記されているので、ハンガリー語が出来なくても十分生活できます。首都

ということもあってか、お店やレストランなどでも英語が出来れば困ることはありません。ただ、区役所や郵便局はあまり英語

が通じないので、必要な場合はスマホで翻訳を使っています。大学では、英語で開講されている授業も多く、選択肢は多い

です。また、メンターという制度があり、困ったことなどがある場合はハンガリー人の学生がサポートしてくれるので安心です。

生活面では、日本と比べると寒くなるのが早く、渡航の段階から冬服もある程度持ってくるべきだったと思いました。物価は

日本と比べると安いと思います。危険といわれる地域には行かないようにしていますが、それ以外の場所では治安は良く、

日本と似ていると感じます。 

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。 

留学に来るまでは名前くらいしか知らなかったハンガリーですが、建物が美しく、ご飯がおいしく、治安も良く、選んでよかった

と思っています。ヨーロッパの内陸に位置しているため、週末や休暇には列車でほかの国を訪れることができるところも、日本

とは違っていておもしろいと思います。授業のレベルは高く、学生のレベルも高いので、ついていくのが大変な時もあります

が、充実した日々を送ることができると思います。 



 

 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month10 day22 

Host University Eotvos Lorand 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：Faculty of Humanities 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month8 to year2022 month1 

Department you belong to at 

Meiji University 

School ofGlobal Japanese Studies Major(field of study)Global Japanese Studies / 

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 read reports about the program in this university and search on the internet. 

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

Type：D Where to apply：Hungarian embassy in Japan 

How long did it take to get a VISA：3 weeks 

（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, passport, two passport-sized photos, documents certifying the purpose of stay (admission 

permit, etc.), documents certifying the place of stay, bank balance certificate, and overseas travel insurance 

certificate. For more information, I emailed the embassy and they sent me an explanation of the application form 

and the required documents for a student visa. 

Please report on the details of applying process. 

I made a reservation in advance from the reservation page on the Hungarian Embassy website, prepared the 

necessary documents, and applied at the embassy. 

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 was hard to make reservations for the embassy because there were very few slots. I had the balance certificate 

issued in yen, but I later thought that the euro might have been easier to understand because it is in the EU 

although the currency is different. 

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 have prepared some credit cards that can be cashed. Most places in Hungary accept VISA or Mastercard, so I 

recommend those two. I think it's safe to have a VISA debit card. Once I was suspected of fraudulent use 

because I was using it overseas, I was about to stop the card, so I think it is safe to have about 3 to 4 cards. 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Turkish Airlines 

How to purchase air 

ticket 

Turkish Airline’s homepage 

※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 airport Arrival time 8:10am 

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? 

16 hours and half 

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

transportations. 

If you go to the taxi stand, there is a taxi company building, so you can call it there. You can get to the city by taking the 

municipal shuttle bus 100E, but if you have a lot of luggage, using taxi is recommended. 

Arrival date month8date31time10am 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

month8day31 

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 was the link to apply domitories in email from the university. 

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

to find it? 

I had dicided the accomodation before deperture and it was easy, but it would be hard to find it after arriving. This is because 

apartments are mainly for one year contracts, and many students dicide their accommodations before deperture. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 8/31～ 

Was it mandatory to attend? Yes   No 



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

Contents (details) How to registrate as an exchange student and classes 

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? 

I had to apply residence permit within 30 days after entering Hungary. I could get it on the day. There is information 

about it on the university website. 

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 got immunity certificate at a distinct office. It was required to show my passport and vaccination passport. I got 

immunity certificate of both EU and Hungary, but I think I did not have to get Hungary one. EU's certificate was 

issued as a paper or PDF in a few days, and Hungarian certificate as a plastic card in two weeks. 

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? 

      

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. Passport was required. It was about 2000 yen for 1GB data traffic, 80 minutes of call, and 8db 

SMS. Capacity can be added from the Telecom site. EU roaming is possible at no extra charge, but it didn't work at 

all, so I asked a friend who speaks Hungarian to contact Telekom via chat on the official website, and finally it came 

to 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 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?  

It seems that it depends on the faculty and course, but in my case, I asked the teachers in charge of the class I 

wanted to take by e-mail and sent the e-mail to the international coordinator. 

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 
            Class                         

10:00 
      Class Class       Class             

11:00 
      Class Class       Class             

12:00 
      Class                               

13:00 
      Class Class                         

14:00 
      Class Class                         

15:00 
            Class Class                   

16:00 
Study Study       Class                   

17:00 
Study Study Study                         

18:00 
Study Study Study                         

19:00 
            Study                         

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. 

Train announcements and signboards are written in both Hungarian and English. There is no problem if you can 

speak English at shops and restaurants. However, people who works in the dictinct office and post office do not 

speak English, so I use translations on my smartphone when necessary. At the university, many classes are 

offered in English, and there are many options. In addition, there is a mentor system, and if I have any problems, 

Hungarian students will support me. In terms of life, it gets colder sooner than in Japan, so I thought I should 

have brought some winter clothes. The cost of living is cheaper than in Japan. I try not to go to areas that are 

said to be dangerous, but I feel there are safe in other places and that it is similar to Japan. 

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

the future. 

I knew only the name of Hungary until I came to study abroad, but I'm glad I chose it because it is safe, 

architectures are beautiful, and food is good. Due to its inland location in Europe, it is possible to visit other 

countries by train on weekends and holidays. Classes are high level and students are high level too, so it can be 

difficult to keep up with them, but I think you can have a fulfilling life 

 


