
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 3日 

留 学 先 大 学 ジーゲン大学 

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）：経済，（現地言語での名称）：Volkswirtschaftslehre 

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１０月－２０２２年３月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     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。 

国際教育事務室に問い合わせて自分と同じ大学に留学した先輩と連絡取れたことが一番しておいてよかったことだと思い

ます。おかげで事前にどのような生活になるのかを想像しやすかったです。その他ドイツ語の基本を事前に勉強したことがメリ

ットになったと感じました。第二言語に選択したわけではないので完成度には限界はありましたが、着いてからある程度使え

るフレーズは身に着けて損はしないと思います。"Wo ist～"「～はどこですか」など。 

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：市庁舎 

ビザ取得所要日数：未取得 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：100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？ 

パスポートのコピー2枚、証明写真 1枚(現地で撮影)、健康保険加入証明書(welcome weeksで加入)、資金証明(閉鎖講

座)、手続き申込書(welcome weeks で作成)、滞在許可申込書(welcome weeks で申込書をもらえる)、住民票のようなも

の(Einzugsbescheinigung、住居を確保したときに寮担当者から受け取れる)、入学許可証(大学からもらえる) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

市庁舎への予約をネット上で行う（welcome weeksで行う）、申込書に記入した後に必要書類を持って市庁舎に向かう 

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 

予約できるのが早くても 2 ヶ月後(9月の初めに予約をして 11月の予約)だったのでかなり遅いと感じました。 

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） 

ビザ取得時の資金証明として閉鎖講座が必要になります。自分は expatorio を使って閉鎖講座を開きました。閉鎖口座は

アクティベートするのに時間を要したため、空港にて現金 10万円分をユーロに代えてしばらく生活に困らないようにしました。

携帯電話に関しては日本で使っている携帯の sim をロック解除して e-sim を利用しました。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
旅行会社 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 フランクフルト空港 現地到着時刻 １６：３０ 

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 フランクフルトからジーゲンまで 1時間 40 分 

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 

自分はドイツに到着したのが遅い時間だったため到着した日には鍵は受け取れず（鍵を受け取る日時は事前に寮担当者とメールでやりと

りをする）フランクフルトにあった東横インで一泊してからジーゲンに向かいました。フランクフルトからジーゲン(Siegen hbf)までは Flix Bus

が安くて便利だと思います(Flix Busは予約日にもよりますが約 13ユーロ)。Siegen hbf に到着後タクシーで寮に向かいました（タクシー代

は約 15 ユーロ）。 

大学到着日 9月 2 日 13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 2日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（WG） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（四人部屋） 

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 留学先大学から住居に関してのメールが届きます。自分が選んだ住居はキッチンとトイレを共同

で使うルームシェアみたいな感じです。自分からすでにその住居に住んでいる学生へ同居の依頼

をメールをし、部屋によっては面接などをして同居の許可をもらいます。学生から同居の許可がお

りた後、寮担当者への連絡とデポジット＋初月分の寮費を振り込んで部屋を確保します。 

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？ 

渡航前にすでに住居に住んでいる学生に同居の許可を取り、そこに住むことができました。連絡するためのメールアドレスのリストを寮担当

者が送ってくれます。自分は 7 月末に一斉メールで学生に連絡しました。あまり遅いと空いている部屋が減っていくので注意が必要です。 

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 9/2～9 月末 

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？ 街の観光、案内や普通銀行口座の開設、保険の手配、滞在許可の申請、ビザの申請 

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 11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？ 

留学先の大学が welcome weeksの間に大学内で手続きの手伝いをしてくれます。滞在許可はネットで予約してから手続き

でき早くても 2 か月後の予約になるので今の時点（11 月の初め）では終わっていません。その場で一緒にビザの申請も行う



予定です。 

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？ 

留学先大学が普通口座開設の手続きを手伝ってくれます。事前に普通口座開設（sparkasse）をするかのメールが届い

て、開設する旨を伝えれば必要書類なども大学側が手配してくれます。銀行口座をアクティベートする際には、現地到着

後、自分で銀行にて直接手続きをします。英語で少しのやりとりがありますが、あまり難しくはありません。 

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？ 

携帯は購入せず、渡航前に e-SIM を使って渡航後しばらく困らない状態にしました。stork mobile で 15 日間 1GB5.99$。

手続きはオンライン上でできて簡単。現地到着後 O2（3.5GB で 9.99 ユーロ）の SIM を購入しました。O2 の設定はオンライ

ンでもできますが、ドイツ語なのでパスポートを持って実際に店舗にて設定してもらったほうがいいと思います。自分は同居人

が設定の手続きを手伝ってくれました。 

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（     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？ 

履修登録期間が終わった後でもとりたい授業の担当教授にメールか直接お願いをして履修させてもらえました。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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？ 

出発前にどの授業をとるのか聞かれますが、オンライン上で変更できるためあまり問題ありません。 



 

 

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 
起床 起床 起床 起床 起床             

9:00 
課題       旅行等 課題 課題             

10:00 
課題 European 

Competition 

Policy 

      課題 課題 起床 起床 

11:00 
      European 

Competition 

Policy 

                  旅行もしくは課

題 

旅行もしくは課

題 

12:00 
                        European and 

International 

Economic Law 

            

13:00 
                        European and 

International 

Economic Law 

            

14:00 
Monetary Policy World society, 

worid culture and 

world politics 

      Deutsch 2 - 

Zielstufe A1.2 

買い物等             

15:00 
Monetary Policy World society, 

worid culture and 

world politics 

      Deutsch 2 - 

Zielstufe A1.2 

                  

16:00 
      買い物等       Deutsch 2 - 

Zielstufe A1.2 

                  

17:00 
                  Deutsch 2 - 

Zielstufe A1.2 

                  

18:00 
                                          

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。 

自分は Glückaufstraße にある寮に住むことになり山の中にあるため、歩くのが大変です。学部によってはキャンパス(AR な

ど)が徒歩 5分のためすごく楽ですが、自分が所属した経済学部は市街地にあるキャンパス(US)が主でした。スーパーなども

市街地にあり、バスで 15 分くらいで着きます。バス代は無料なので便利です。日本が恋しくなったときは 2 時間半で行ける

デュッセルドルフに行ったり、自分でそろった材料で日本食を作ってみたりしてます。Milch rice は日本の米に近いのでありが

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。 

留学先で他の国からの留学生とも会いますが、全員それぞれの生き方とこれからのことについていろんな考えを持っていて

とても刺激になります。事前にドイツ語を話せればさらにドイツでの生活を満喫できると思います。英語 4 技能試験の勉強に

ついては EILTSの参考書 1冊と問題集 1冊をやりこみ、余裕があれば TEDでの講演を英語字幕ありとなしでリスニングを鍛

えたり、ネット記事を英語で読んだりすることでリーディング力を鍛えました。スピーキングに関しては明治大学にある English 

café で練習しました。ライティングは参考書を参考にしたのみです。留学先での生活を想像したり、動画を見たりすることで

モチベーションをあげられると思います。 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month11 day3 

Host University Siegen 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：volkswirtschaftslehre 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month September to year2022 month March 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Commerce Major(field of study)Commerce / 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.  

The best thing I think I did was having contact with the person who previously went abroad to study at the 

University of Siegen. You can get the e-mail address if you asked to the International Student Office. Getting 

information from the person who have already experienced made me imagine how life would be in Germany 

easily. I also think learning the basics of German was a advantage for me. At least some phrases that could be 

used after getting to the country for example "Wo ist -" which means "where is -" 

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

Type：Student Visa Where to apply：City hall 

How long did it take to get a VISA：haven't 

received yet 

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

your VISA?） 

Cost：100 euros 

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

documents? 

2 passport copies, 1 biometric photo(taken in Siegen), certificate verifying registration with a health insurance 

company(welcome weeks), proof that you will be able to finance your stay in Germany(block account), 

application at the registration office(welcome weeks), application for a residence title(welcome weeks), 

"Einzugsbescheinigung(confirms that you have moved)" from the landlord (you can get one after you get 

permission to stay in the WG from the landlord), matriculation certificate from ISA (get one from the university) 

Please report on the details of applying process. 

Firstly, you have to make a reservation via internet and then you go to the city hall with required documents with 

you. 

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? 

The fastest reservation was 2 months ahead (made a reservation in September but the earliest was in 

November) so I think it takes some time 



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.)  

You need a blocked account to get a visa as for the evidence of capital. I used a service called "expatorio" to 

open a blocked account. Furthermore, I changed 100,000 yen to euro in case of emergency or when I couldn't 

activate my block account. 

 For cell-phones, I used the cellphone itself that I usually use in Japan. But I used a e-SIM to use internet when I 

arrived to Germany. 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline JAL 

How to purchase air 

ticket 

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。 

Arrival airport Frankfurt Airport Arrival time 4pm 

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? 

1 hour and 40 minuts from Frankfurt hbf to Siegen hbf 

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

transportations. 

Since the time I arrived to Germany was too late that I couldn't have the key for the dorm in the day I arrived. You will talk about 

the day you can get a key from the landlord through e-mail. Therefore, I stayed in Frankfurt for 1 night at toyoko-inn. In the next 

day, I used a Flix bus to go to Siegen hbf from Frankfurt hbf. The price for the Flix Bus was around 13 euros depanding on when 

you reserve a seat. After arriving to Siegen hbf, I used a taxi to my dorm. The taxi cost 15 euros. 

Arrival date month9date2time1pm 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

monthSeptemberday2 

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（WG） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（four persons） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

The mail about residence will be sent from the university. The dorm I chose was like a room 

share that you share the kitchen and the bathroom. You need to get permission to stay in the 

same dorm (WG) from the students who already stays there. Some students will hold a zoom 

meeting to know more about you. After getting permission, you have to e-mail the landlord and 

also pay a deposit The rent for the first month to reserve your room. 

 



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

to find it? 

I got a permission from the students before going to Germany. The list of students mail adresses will be sent from the landlord. I 

sent e-mails to students at the end of July. There will be less opened rooms if you sent the e-mail late so becareful about it. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date September 2 - end of September 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details)       

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class monthOctoberday11 

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? 

The university will help for the application during the welcoming weeks. The permission of staying will be held with 

the application of Visa. You have to make a reservation via internet to the city hall for application though the earliest 

would be 2 months ahead.  

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? 

      

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? 

The university will help opening a bank account during the welcome weeks. The university will ask if you want to 

open a bank account (sparkasse) via e-mail. You can open a bank account if you said yes and the university will 

also prepare for the required documents. After your arrival to Germany, you will activate the bank account by doing 

a procedure at a bank. 

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 e-SIM before my arrival to Germany. you can get 1GB for 5.99$ for 15days by stork mobile. You can buy 

it online and it is easy. After my arrival to Germany, I bought a O2 SIM which is 3.5GB in 9.99 euros. The setting for 

the first time can be held online but I would suggest to do it at a shop with your passport because the settings will 

be held in German. 



 

 

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. 

Even though the period of course registration was over, I could still register for the course by emailing or asking the 

responsible professor. 

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

      

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? 

The university will ask which course to take before your arrival, but you can change courses online. 

 



 

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 
wake up wake up wake 

up 

wake up wake up             

9:00 
            trip homework homework             

10:00 
      European 

Competition 

Policy 

      homework homework wake up wake up 

11:00 
      European 

Competition 

Policy 

                  trip or 

homework 

trip or 

homework 

12:00 
                        European 

and 

International 

Economic 

Law 

            

13:00 
                        European 

and 

International 

Economic 

Law 

            

14:00 
Monetary 

Policy 

World 

society, 

worid 

culture and 

world 

politics 

      Deutsch 2 

- Zielstufe 

A1.2 

go shopping             

15:00 
Monetary 

Policy 

World 

society, 

worid 

culture and 

world 

politics 

      Deutsch 2 

- Zielstufe 

A1.2 

                  

16:00 
      go shopping       Deutsch 2 

- Zielstufe 

A1.2 

                  

17:00 
                  Deutsch 2 

- Zielstufe 

A1.2 

                  

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
sleep sleep sleep sleep sleep sleep sleep 

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. 

I've decided to move in to the dorm Glückaufstraße which is in the mountains. The campus for some departments 

(AR campus) is 5 minutes’ walk but the campus I go is in the city which is the US campus for economic students. 

There are also place to go shopping in the city and it is around 15 minutes by bus. The bus is useful because it is 

free of charge. You can go to Düsseldorf which is 2 hours and a half by train when you miss Japan.  

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

the future. 

I met with a lot of international students around the world and got impressed by how the live their lives and their 

thoughts for the future. It would be better if you can speak German before your arrival. About the English 

examinations, I used one text book and one exercise book for the IELTS. I also listened to TED for the listening 

skills, read articles from the internet in English for the reading skills, participated in the English café held by Meiji 

university for the speaking skills. Just imagine your life in abroad or watch some videos and you might be 

motivated. 

 


