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 【大学間協定留学】 留学報告書  
記入日：2022年８月８日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 法学部法律学科      

留学先国 オーストリア 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： ウィーン大学 

現地言語： ドイツ語 

留学期間 2021年８月～2022年７月 

留学した時の学年 ３年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年      年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
政治学科 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2022年７月 22日 

明治大学卒業予定年 2024年３月 

留 学 先 大学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 

1 学期：10 月上旬から 1 月下旬 2 学期：3 月上旬から 6 月下旬 3 学期：

      4学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 93000 

創立年 1365年 

 

留学費用項目 現地通貨 (ユ

ーロ) 

円 備考 

授業料 ０ ０円       

宿舎費 505 70,000 円       

食費            円       

図書費 200 27,000 円       

学用品費            円       

携帯・インターネット費 月１０ 月 1300円       

現地交通費 1セメスター

75€ 
10,000 円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 100 14,000 円       

被服費 200 27,000 円       

医療費 ０ ０円       

保険費 66 9,000円 形態：      

渡航旅費 1150 16,000 円       

ビザ申請費 400 55,000 円 書類の翻訳代含む 

雑費            円       

その他            円       

その他            円       

合計 約 1200 約 160万円       
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渡航関連 
渡航経路 

往路 出発地：成田 目的地：ウィーン 経由地：      

復路 出発地：ウィーン 目的地：成田 経由地：      

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：ANA 

料金：16万 

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：      料金：      

復路 航空会社：      料金：        ∴合計：      

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：明大サポート） インターネット（サイト名：     ） その他（     ） 

滞在形態関連 
1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート，大学の宿舎など） 

学生寮（寮の名前：Oead Kandlgasse）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数２） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

インターネット 

5）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

綺麗であり、町の中心部だったので過ごしやすかった。寮は早めに探し始めたほうが、空きが多くて選びやすいと思う。

私の寮は、キッチン用品とか寝具カバーがついていたので、無駄に買う必要がなく楽でした。      

現地情報 
1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：     ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：     ） 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

友人にきいた。U6沿いは夜の治安が悪かった。スマホが盗まれないように、前掛けのバックを使っていた。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 

（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI

接続が可能であったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

SIM カードは 10 ユーロほどで安く、容量も多いため、使いやすかった。Hoffer という格安スーパーが出しているものを

使っていた。EU圏内ならどこでも使えたので、旅行に行った際も便利だった。寮の WIFI も問題なく使えた。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？（例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。

銀行口座は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

現金は、日本でキャッシュパスポートにお金を入れ、現地で引き出せるようにした。ビザを申請するために現地で銀行

口座を開設する必要があるので、開設した後はキャッシュパスポートから引き出したお金をすべて現地の口座に入

れ、使用していた。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

薬、日本食（買えるけど現地で買うと高い）、      

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。（例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 

※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

26単位 
20単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ ない 

3)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は，A4用紙で別途作成し，添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

The Austrian Legal system an Overview オーストリアの法制度 

科目設置学部・研究科 法学部 

履修期間 2021冬学期 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 ２単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 オンライン    （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90分が 1回 

担当教授 Verena Haas 

授業内容 オーストリアの法律システムや、立法システムについて 

試験・課題など 隔週で短いレポートを提出、二回のテスト 

感想を自由記入 先生はメールで質問すると、すぐに返信してくれる優しい方だった。コロナでオンライン

であったのは残念だったが、内容は面白かった。 

 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Gesellschaft Japan 日本社会 

科目設置学部・研究科 日本学科 

履修期間 2022秋学期 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 ２単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90分が 1回 

担当教授 Wolfram Manzenreiter 

授業内容 日本の社会について、高齢化や教育、移民、男女格差、労働などのテーマに沿って

学ぶ。 

試験・課題など テストは選択式だった。 

感想を自由記入 教室での授業もあったが、オンラインでも去年録画した授業を公開してくれていたの

で、復習はしやすかった。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

German Trimester course ドイツ語コース 

科目設置学部・研究科       

履修期間 冬学期、夏学期 

単位数 8単位 

本学での単位認定状況 6単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 110分が 5回 

担当教授 Gabriela Hecher 

授業内容 教科書を使って、ドイツ語を学ぶ      

試験・課題など 毎日課題が出た。試験は、文法、リスニング、ライティングは 1 日使って行い、スピー

キングは、クラスメートと与えられたテーマについて発表する形式だった。 

感想を自由記入 この授業のおかげで、ドイツ語を上達させることができたと思う。クラスメートのスピーキ

ング力が高く、最初はついていくのが大変だった。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

September intensive course German  九月集中ドイツ語コース 

科目設置学部・研究科       

履修期間 一か月 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 ２単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180分が５回 

担当教授 Martina Heuser 

授業内容 ドイツ語の学習 

試験・課題など 課題は毎日かなりの量が出た。ライティングのテーマが面白かった。スピーキングの試

験は、一人ずつ先生と会話するだけだった。 

感想を自由記入 授業で町を散策することがあったり、授業外のアクティビティも用意されていて、留学

の初めに友人を作るためには良い機会だったと思う。      
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卒業後の進路について 

1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など 

      

3)就職を選択した方は，差し支えなければ内定先を教えて下さい。また，その企業を選んだ理由も教えて下さい。

（内定を得た企業すべての名前，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

      

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思

い，留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※就職活動をこれから始める場合は，留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の変化等を教え

てください。 

      

5)進学を選択した方は，差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備，試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

      

 

留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，試験勉強，留学中，留学後，特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確保，留学中の中間

試験，期末試験，その他イベント等 

留学開始年の前年 

１月～３月       

４月～７月 留学延期決定 

８月～９月       

１０月～１２月       

留学開始年 

１月～３月       

４月～７月 出願、航空券購入、予防接種、滞在先確保、ビザ取得に向けた書類準

備 

８月～９月 予防接種、ビザ取得に向けた書類準備、渡航、授業開始 

１０月～１２月 中間テスト 

留学/帰国年 

１月～３月 期末試験 、セメスター間休み    

４月～７月 イースター休み、期末試験、帰国 

８月～９月       

１０月～１２月       
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留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由に記入してください。 

 

とても充実した留学生活でした。振り返ってみると、留学の初めに積極的に交流の場に顔を出し続けたことが、後々の

生活に役立たったのではないかと思います。当初は、Erasmus のイベントに参加したり、大学の合唱部に加入したり、

日本学科の学生が集まる会に毎週参加して、友人を増やしていました。そのうち、仲のいい子、気の合う子が見つか

り、楽しく日々を送れるようになりました。また、セメスター休暇には、ホームステイのようなものを体験し、一か月間オ

ーストリアの地方のお宅で生活しました。ウィーンで暮らすのとはまた違い、自然豊かでのんびりとした村での生活は私

にとって貴重な経験でしたし、ファミリーからオーストリアの文化、料理、暮らし方などたくさんのことを教えていただきま

した。 

ウィーンはとっても住みやすく、素敵な町だと思います。街並みがきれいで、公園もたくさんあるので、散歩しているだけ

で楽しいです。また、芸術や音楽が好きな人にとっては、美術館やコンサートがたくさんあります。勉強で大変な時も、

適度に息抜きをして過ごすことができました。 

一年という留学期間は長いように見えて、あっという間です。これから留学する皆さんには、始める前にあれこれ考え

すぎず、いろんなことにチャレンジしてほしいです。 

 


