
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 10月 29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）：     ，（現地言語での名称）：      

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9月－2022年7月 

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

基本的にビザや現地での口座の開設、健康保険の加入などは到着後にすべて手続きをするのでそこら辺の心配はいなか

った。でも、事前的にある程度は語学の知識を身につけていった方がよいと感じた。あと、自分が取りたい授業を大学のサイ

トから出発前に決めておくとスムーズに手続きができると感じる。英語での授業がジーゲン大学は少なく選択肢があまりない

ので取りたい授業がドイツ語での講義しかないということも起こりえると思う。もしその授業を採りたいのなら、ドイツ語の授業が

受けられるくらいの知識を身につけておく必要がある。      

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：市庁舎 
ビザ取得所要日数：3か月ほど 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：€100 

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（現地で撮影）、資金証明（閉鎖口座）、健康保険（現地の保険）、入学証明書（自分の

unisonoのアカウントから入手）、住民許可証（入寮の契約時に入手）、 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

到着後、オリエンテーションで説明があるからそれに従う。まず、町役所で滞在の許可を取る。公式サイトで予約を取るのだ

がこれの予約が取れたのが 2か月先になった。それから電話でビザ取得の予約を取るのだがこれも予約が取れたのが 1か

月先になった。 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

日本人はビザなしで入国できるが、入国後に手続きが必要。ビザ取得に最短で 3 か月かかるが、その間の滞在は問題ない

      

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） 

      



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA 

航空券手配方法 
公式ホームページ 

※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 午前 5時 

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 3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 

DBnavigator というアプリを事前にダウンロードして利用した。空港からジーゲンの駅までを調べて支払いもアプリ内で決済できた。ただ、乗

り換えが 3 回ほどあり、乗り換えをするたびにどの電車に乗ればよいか人に聞いたので思ったより時間がかかった。料金は全部で約 15 ユ

ーロ。駅に到着後バスでも寮へ行ける（はじめは難しい）が、大きいスーツケースを二つ持っていたのでタクシーに乗り住所を運転手に見

せたら大丈夫だった。料金は 10ユーロくらい。      

大学到着日 9月 1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：     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（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 寮担当者から空き部屋と住んでいる学生の連絡先のリストが添付されたメールが送られてきたの 

で、自分で一緒に住んでいいかメールを送る。住む部屋が決まったら、寮担当者にその旨を伝え

その後、 deposit と初月分の寮費を振り込む。すべての手続きは 1週間くらいでできた。  

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？ 

自分の部屋のインターネットが壊れていて最初の一週間は自分の部屋の Wi-Fi が使えなかったので他のルームメイトのインターネットを使

用した。インターネットを直すのにメールのやり取りを 2週間以上しなければならなかった。 

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 9月 2日から授業開始まで 

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？ 一週間に 4 回くらい市内観光やハイキングなどがあった。ほとんど任意参加だったが、3 回くらい

参加必須のミーティングがあり、履修の説明や大事な書類をもらった。      

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 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？ 

到着後、オリエンテーションで説明があるからそれに従う。まず、町役所で滞在の許可を取る。公式サイトで予約を取るのだ

がこれの予約が取れたのが 2か月先になった。それから電話でビザ取得の予約を取るのだがこれも予約が取れたのが 1か



月先になった。ビザを取得するのに 100 ユーロかかる。 

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？ 

健康保険に加入した。オリエンテーション期間に大学と連携している保険会社の人とメールをやり取りして、必要書類に記入

して一か月ほどで手続きは終わる。毎月 100 ユーロくらいかかりる。 

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？ 

オリエンテーション期間の時に申し込むかどうかメールできかれ、個人情報を返信する。必要書類は必要なく、大学側の人

が用意してくれる。到着後一か月以内に口座は開設できた。 

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？ 

現地で SIM カードを購入していたので、現地のビックカメラ的な店でオンライン注文した。2，3日でケータイが届いた。 

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 25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？  

unisono というサイトで明治と同じように登録するのと、受けたい授業の先生にメールをして、交換留学生が授業を受けられる

かどうか聞く。 

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 
                                          

10:00 
                                          

11:00 
            self-study                         

12:00 
Foundation of 

European 

Economic Law 

      self-study       EU and 

Inernational 

Economic Law 

            

13:00 
Foundation  of 

European 

Economic Law 

      self-study       EU and 

Inernational 

Economic Law 

            

14:00 
self-study German course self-study                         

15:00 
self-study German course self-study                         

16:00 
self-study German course self-study English course                   

17:00 
self-study German course       English course                   

18:00 
                                          

19:00 
                                          

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。 

現地に到着してから、部屋の Wifi が故障していたり、ケータイ落としてぶっ壊したり、39 度の高熱がいきなり出たり、トラブル

続きだったが、他の留学生との交流があり、友達もたくさんできたで今のところ楽しく生活を送れている。また、週末には友達

と旅行に出かけたりして結構充実している。授業は英語で行われるものが少なく半分くらいはマスターのクラスで，私も一つ

マスターのクラスを取っているが、何とかついていけていると思う。ただ、ジーゲン大学の学生との交流があまりできていない

のでこれからはドイツ人学生との交流を自分から増やしていかないとと思う。 

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。 

ジーゲンはドイツの中でも中都市くらいの位置づけで、生活には何も困らないし近くの大都市まで一時間から二時間で簡単

に行けるので生活面での不安は全くない。学生の町といわれているから結構みんな英語を話せて、わたしも来たときは英語

がちょっと喋れてドイツ語は何も分からなかったけど、英語だけでも生活や勉強では十分できると思う。あとは本人次第だか

ら、どれだけ本人にやる気があってそれを行動に移せる勇気をもっているか。自分のコンフォートゾーンから抜け出して新し

い環境に自分の身を置くことはなかなかできることではないと思うけど、わからないこととかは友達に相談できるしあとは踏み

出すだけだと思う。 



 

 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month10 day29 

Host University SiegenUniversity 

Department you belonging to 

at the host university 

 I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：      

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month09 to year2022 month08 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Literature Major(field of study)Western History / Graduate school of      

Major      

Year (before departure) Undergraduate: yearThird years／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.  

You don't need to worry about VISA, bank account and health insurance, because after I arrived, the 

coordinator explained all procedures. When it comes to language skills, it better of having the skills to some 

degree. If you decide the courses that you take before you arrive, it is much easier to register the courses. They 

don't have so many courses in English so, you might have no option except for the course in German. If you want 

to take a course in German, you need to acquire up to snuff German skills.  

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

Type：VISA for students Where to apply：city hall 

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

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

your VISA?） 

Cost：100euro 

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

documents? 

two copies of passport, biometric photo, health insurance certificate, financial certificate, enrollment certificate, 

residency contract 

Please report on the details of applying process. 

I followed the orientation explain. I made an appointment for admission of residency by homepage. It took 2 

month. Then I made an appointment for VISA by call and it also took a month. 

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? 

 

Japanese can enter Germany without VISA. After arrival, we have to do some stuff and it takes 3 months in total. 

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.)  



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline ANA 

How to purchase air 

ticket 

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 Frankfurt Airport Arrival time 5am 

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? 

at most 3 hours 

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

transportations. 

I downloded the app, DBnavigator. I can search the way to Siegen hbf and pay in app. But I needed to chenge the train 3 times. 

It took more than I expected because I asked which train I should take every single time. It costs 15 euro in total. You can take a 

bus from Siegen hbf to the dorm but I carried two big suitcase. then I took a taxi and it costs around 10 euro.      

Arrival date month09date01time11am 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

month     day      

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（4 people） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

I got an email and the list of mail of student who search for roommate from the dorm manager. 

I sent an email to the students. After I got permission of move-in from the student, I informed it 

to the manager then transfer deposit and first month rent. All took a week.  

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

to find it? 

      

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date       

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) In September, there are city tour, hiking and something like that 3 times in a 

week. It's not mandatory, but I needed to attend important meeting 3 times 

and received the documents. 



Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month10day11 

 

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 followed the orientation explain. I made an appointment for admission of residency by homepage. It took 2 month. 

Then I made an appointment for VISA by call and it also took a month. It costs 100 euro. 

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 joined the health insurance that university recommends. I kept in touch with coordinator a weeks and filled in 

some form. It costs 100 euro monthly. 

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 coordinator asked me if I open bank account or not. Then I filled in some form. They prepared all documents 

and I could open bank account in a month. 

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? 

Because I bought sim card, I could buy a cellphone on online. I received a cellphone in a couple days  

 

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?  

I registered at UNISONO which is homepage as we do in Meiji uni. I wrote an email to professor if I can take the 

course. 

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 
                                          

10:00 
            self-study                         

11:00 
            self-study                         

12:00 
Foundation of 

European 

Economic Law 

      self-study       EU and 

International 

Economic Law 

            

13:00 
Foundation of 

European 

Economic Law 

      self-study       EU and 

International 

Economic Law 

            

14:00 
self-study German course self-study                         

15:00 
self-study German course                          

16:00 
self-study German course                               

17:00 
self-study German course       English course                   

18:00 
                  English course                   

19:00 
                                          

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. 

Out of order my room's Wifi, dropped my phone and broke it and had a high fever, I go through a rough patch 

after arrival. But I have many exchange friends and spend good time so far. And I go to small trip with friends and 

I'm keeping good work life balance. Though a half of all course is for master, I can manage to follow the master 

course. Only problem is that I don't have many German friends so far. So, I try to touch base with German 

students next time.  

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

the future. 

Siegen is not so small city and we can go to central city in 1 or 2 hours by train. Because Siegen is called the city 

of students, people understand English not just in university but at any place even though I didn't know German 

at all. If studying abroad would be successful or not is up to you, how much motivation you have and having the 

courage enough to take action. It's pretty much difficult to put myself out of comfort zone. However, you ask 

friends for help and only thing you should is taking a step. 

 


