
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 04月 06日 

留 学 先 大 学 コペンハーゲン大学 

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）：人文，（現地言語での名称）：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 2022年02月－2023年01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２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。 

実際に留学された先輩に色々と教えていただいたのと、本とネットでデンマークについてたくさん調べたり、わからないことは

何でもメールと電話で聞いたりして留学のイメージを膨らませていました！ 

英語が最優先ですが、第二・第三言語ができればできるだけ良いと思います。コミュニケーションの幅が広がって、圧倒的に

友達ができやすくなります、！また、日本はとても人気があって、日本人であること自体がアドバンテージになることが多々あ

ります。ですが、そのぶん日本のことを聞かれる機会も多く、日本についてももっと調べていければよかったなと思うことも多

いです。。日本の何かを英語で説明できたり、日本人としての意見を言えたりするともっと興味を持ってもらえます！ 

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：Residence Permit (ST1) 申請先：SIRI 

ビザ取得所要日数：3 カ月と 2週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：2000DKK+5000円 

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？ 

①申請フォーム②パスポート③パスポートのコピー④明治大学の在学証明⑤financial proof⑥case order IDが支払い済み

であることがわかる書類 

申請フォームは、大学側の記入欄を入力済みのものが協定校からメールで送られてきます。在学証明はキャンパスの証明

書自動発行機で発行しました。financial proofは、留学中の資金があることを示す書類であれば OKです。銀行の残高証明

書を提出しましたが、奨学金の書類でも大丈夫です。case order ID の書類は、支払い完了で表示される画面のスクショをコ

ピーして提出しました。case order ID が印字されていて、支払い済みが伝わる書類であれば大丈夫です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

協定校から送られる申請フォームに必要事項を記入します。（本来はオンライン申請と紙面での申請が選べるはずですが、

ST1 の申請についてはコペンハーゲン大学のシステム上紙面提出のみとのことでした。）申請フォームをコピーして、手書き

記入で OKです。 

new to Denmark のサイトで ST1申請用の case order IDを作ります。申請の番号作成と支払いを、紙面提出と別でサイト

上で行うイメージです。名前とパスポート番号、メアドで簡単に作れて、クレジットカードで支払います。 

申請フォームとその他上記の必要書類の提出、生体認証登録をデンマークビザ申請センター（VFS Global）で行います。予

約が必要なので、一通り必要書類が準備できそうなタイミングで予約しておきます。コロナの影響でおそらくビザ取得希望者

が少なく、私の時はスムーズに予約が取れましたが、混みあう場合もあるみたいです。（申請より 2 週間以内に生体認証登

録を済ませるルールがありますが、これはオンライン申請の場合で、紙面提出は申請と生体認証登録が同時なので気にし

なくて大丈夫です。） 



 

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？ 

無かったです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ST1 の取得は通常 2 カ月程度ですが、コロナの影響で大幅に遅れて出発に間に合いませんでした。。最悪 Residence 

Permit が無くても入国はできますが、送り先の住所をデンマークの寮に変更してもらったり、協定校に ST1 の申請状況を確

認してもらったりして大変でした。他の国の留学生も同じ状況らしかったです。。 

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） 

デンマークは超クレジットカード社会なので、カードがあれば現金が無くても特に不自由しないです、が、友達と割るときと、キ

ャンパスのバーで飲むときは唯一現金が必要になるので、少しだけ両替して持っておくと便利です。出発前に空港で両替し

ました。 

携帯電話はデンマークの SIM を設定して使ってます。SIM解除は自分で簡単にできます。出発前に契約中の携帯会社に電

話番号を預けて、デンマークで SIMを買って交換しました。サイトで簡単に通信料の契約ができるので、すぐに使えるようにな

りました。 

荷物は重量超過でたくさん持っていきました、生活必需品は基本買えるのでそこまで心配しなくて大丈夫ですが、物価が高

いのと日本製品は圧倒的に質が良いので、特に愛用品（ヘアケア、スキンケア、コスメ、文房具など）はできるだけ持ってい

ければベストだと思います。服は普通に買えるのでお気に入りを数着で大丈夫です。少し高いですが、アジアマーケットがあ

るので日本の食品も全然買えます！ 

 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA 

航空券手配方法 
明大サポート      

※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 Copenhagen Airport 現地到着時刻 12:20 

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 10分程度 

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 

寮で直接鍵を受け取ったので、到着日はキャンパスには行ってないです。荷物がたくさんあったので、150DKK 程で空港から寮までタクシ

ーを利用しました。 

大学到着日 02月 02日 14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（private room+shared bath, kitchen） 

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 協定校への application の段階で housing を希望すると、Housing Foundation Copenhagen に登

録されます。後日 bookingサイトへの招待がメールで送られてくるので、公式サイトのマニュアル通

りに希望の寮を契約すれば完了です。   

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？ 

渡航前に契約できました、トラブルは無いです。 

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 コロナの影響でオンラインでした。。      

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？ キャンパス紹介、KUnet（コペンハーゲン大学のポータルサイト）の使い方、デンマークでの基本的

な生活ルールなど 

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 02月 07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？ 

あります。CPR ナンバーと NemID（デンマークのマイナンバー制度）の申請を行います。メールも送られてきますが、公式サイ

トで必要事項をフォームで送信して、invitation から International House のアポを取って、対面でパスポートを提示して CPR

ナンバーが申請できます。後日 CPR ナンバーが印字されたイエローカード（健康保険証）が届きます。NemID は任意で、申

請したい場合は CPRナンバーと同時に申請できます。2週間で届きました、料金はかからないです。  



 

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？ 

無いです。 

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？ 

してないです。が、mobilepay を利用したい場合は銀行口座の開設が必要になります。NemID で開設できます。 

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？ 

してないです。SIM を交換して使用しています。  

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（11月 30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？  

履修中の授業は全て留学生向けのものなので、優先はありませんでしたが特に問題無く登録できました。 

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？ 

できます。履修を迷っている授業があったので、出発前の履修登録で超過分の登録をして、初回授業を受けてから決めま

した。授業を 1 つ取り消しました。また、今学期はコロナの影響で履修取り消し期間が大幅に延長されています。希望通りに

取れています！ 

 



 

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 
      大学の準備                               

10:00 
      大学の準備/登

校 

                              

11:00 
準備 class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

            大学の準備       準備 

12:00 
ショッピング/お出

かけ   

class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

家事            大学の準備/登

校 

趣味 準備      

13:00 
ショッピング/お出

かけ   

class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

家事 準備 class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

趣味 お出かけ/フィ

ールドワーク  

14:00 
ショッピング/お出

かけ      

友達とお昼休み

/Reading      

お出かけ/趣味

      

準備/登校 class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

趣味 お出かけ/フィ

ールドワーク  

15:00 
ショッピング/お出

かけ      

友達とお昼休み

/Reading      

お出かけ/趣味

      

Japanese Cafe class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

      お出かけ/フィ

ールドワーク  

16:00 
ショッピング/お出

かけ      

友達とお昼休み

/Reading      

お出かけ/趣味

      

Japanese Cafe 友達とおしゃべ

り      

 お出かけ/フィ

ールドワーク  

17:00 
ショッピング/お出

かけ      

友達とお昼休み

/Reading      

お出かけ/趣味

      

Japanese Cafe 友達  とおしゃ

べり   

準備 お出かけ/フィ

ールドワーク  

18:00 
      class; 

Danish Design 

ホームパーティ

ー      

Japanese Cafe ホームパーティ

ー 

準備 お出かけ/フィ

ールドワーク  

19:00 
      class; 

Danish Design 

ホームパーティ

ー 

Japanese Cafe ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー      

20:00 
よる      よる      ホームパーティ

ー 

友達とごはん Friday bar ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー 

21:00 
Reading 趣味 ホームパーティ

ー 

      Friday bar ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー 

22:00 
Reading 趣味 ホームパーティ

ー 

Reading Friday bar ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー 

23:00 
Reading 趣味 Reading Reading Friday bar ホームパーティ

ー 

ホームパーティ

ー      

24:00 
Reading 趣味 Reading Reading Friday bar ホームパーティ

ー 

家事      



 
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。 

何もかもが日本の日常と違うものばかりで、毎日たくさんの刺激を受けています！デンマーク人は、金曜日と土曜日はパーテ

ィー/平日は勉強とお仕事、の切り替えがちゃんとできていて、遊びも勉強も全部充実できるのがデンマークです。授業数は

少なくて、私は 2授業/週 3コマです。代わりに毎授業前に Readingがたくさんあります。強制ではないですが、Readingで事

前知識を入れると授業の質が圧倒的に変わるので、自分次第で授業をより濃いものにしていけます。授業や Reading は学

ぶきっかけでしかなくて、生徒主体でもっともっと学んでいけるイメージです。寮も、ルームメイトや他の部屋の友達といつでも

パーティーができてとても楽しいです！デンマークに住んでいると、些細な違いも新しく感じられて、デンマーク人の気質に触

れたり街全体の雰囲気の中で、デンマークのことと同時に日本のこともたくさん考えるようになりました。日本人がマイノリティ

の社会で見えるものは全く違って、旅行では得られないものがたくさんあります。とにかく楽しいです！ 

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。 

コペンハーゲン大学すっっごくおすすめです！金曜日の夜はキャンパスのバーでパーティーでも、レベルの高い大学なので

勉強には熱心な学生ばかりです。オシャレなキャンパスで遊びも勉強も充実の留学生活がおくれます！コペンハーゲンは小

さな街なので、自分次第でどこまでもいけてチャレンジできる機会にあふれています。自転車でたくさんフィールドワークをし

て、直接触れてどんどん学びたいことを吸収していけます。もちろんコミュニティもたくさん作れます！コペンハーゲンに限ら

ず、半年/1 年間の短い時間のなかで何をどこまでできるかは全部自分次第です。とにかく積極的に、まずは情報を集めて

留学前から自分主体でたくさん行動してください！もちろん悩むこともありますが、努力した分、絶対に期待以上の留学にな

ると思います！ 

 



 

 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year 2022 month 04 day 06 

Host University Copenhagen 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：Humanities 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year 2022 month 02 to year 2023 month 01 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of GJS Major(field of study) GJS / Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 2／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.  

from a student who studied abroad in University of Copenhagen before, and mainly I searched on the books and 

Internet. When I have any questions, I asked each institutions on the phone or by emails. 

In addition to English, it should be your advantage if you can understand other languages because it would 

improve your communication and give you more opportunities in every aspect. Besides, Japan is really poplular 

country all over the world, so sometimes the fact that I am a Japanese works positively. Many people; not only 

exchange students but also Danish; are interested in Japan, and I am often asked about Japan. It would work if 

you search various things about Japan beforehand and explain it fluently in English. 

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

Type：Residence Permit (ST1) Where to apply：SIRI 

How long did it take to get a VISA： 

3months+2weeks 

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

your VISA?） 

Cost：2000DKK+5000yen 

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

documents? 

①filled application form②passport③copy of all pages of passport④certification of enrollment⑤financial support

⑥receipt for payment of case order ID 

University of Copenhagen send me the application form for ST1 by email. I issued my certification of enrollment 

using a certificate issuing machine at campus. Financial support is the proof of being able to support yourself 

during your stay in Denmark, e.g.a bank statement or proof of scholarship. Receipt for payment should have your 

case order ID (number). I submitted a screenshot of the web page that shows completement of payment. 



 

Please report on the details of applying process. 

At first, UCPH will send your application form, and complete it. Because of the system of UCPH, you cannot 

apply online, so you can copy the form and write by hand. 

create case order ID and pay the fee on the website; new to Denmark. You can get it easily just be required to 

type your name, passport number, and email. Credit card is OK for payment. 

submit the application form and other required documents (see above), and record your biometrics features at an 

application centre; VFS Global. You have to book an appointment. It might take a long time to make an 

appointment, so I recommend to book as soom as possible around when you complete the required documents. 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

No. 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

Due to the COVID-19, it took so long time than usual, and I could not receive before departure. Actually, you can 

enter as a tourist without Residence Permit, but I had to make contact with some institutions such as SIRI, 

UCPH, VFS Global and also meiji university. 

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.)  

Denmark is a almost completely cashless society, so basically you will not feel any uncomfortable without cash. 

However, only when you split the bill or drink at Friday bar on campus, it needs cash, so I recommend to 

exchange a little bit beforehand. I exchanged at the Airport in Japan. 

Now I am using the iPhone with Danish SIM card. I had my SIM unlocked and temporarily stopped the contract to 

use Japanese phone number in Japan. After I arrived here, bought new SIM card and subscribed to data 

communications charges. 

I brought so many things from Japan. You can buy most daily necessities easily so do not have to worry much 

about it. However, in general, both the cost of living in Denmark and the quality of various products made in 

Japan are quite high, so it would be better to bring various stuffs as mush as you can; especially hair care goods, 

skin care goods, cosmetics, or stationery if you have favorite). You can also get new clothes as usual. Despite it 

is particularly quite expensive, you can buy Japanese foods at Asian Markets.  

 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline ANA 

How to purchase air 

ticket 

meidai-mart 

※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 Copenhagen Airport Arrival time 12:20 

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? 

about 10minutes (from the airport to dorm) 

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

transportations. 

Because key pickup was at my dorm directly, so I did not go to campus on the fisrt day. From the airport to dorm, it costs 

150DKK by taxi. 

Arrival date month 02 date 01 time 12:20 

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（private room+shared bath, kitchen） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

When you send application for UCPH, you can also apply to Housing Foundation Copenhagen 

at the same time. After that, the link and invitation of booking page will be sent by email, so 

you can choose and book an accomodation according to the booking manual on website.  

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

to find it? 

before departure, No. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date Orientation was online due to COVID-19 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) introduction of how to use campus, KUnet; portal site of UCPH, general 

information about living in Denmark, etc.  

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 



Date of beginning of the class month 02 day 07 

 

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? 

Yes. You have to get your CPR number, and NemID. At first, I got an email and sent some required information 

through the official website. Then, I received the invitation from the institution, booked appointment, and registered  

at International House. About 2weeks later, I got my yellow health card; which entitles you to medical treatment in 

Denmark. NemID is optional. If you want, you can apply at the same time as CPR number at International House. It 

is Free. 

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? 

No. 

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? 

No, but if you want to use mobilepay, it needs to open a Danish bank account required NemID. 

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? 

No. I am using iPhone with Danish SIM card.  

 

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 am taking the classed for exchange students.  

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? 

Yes. For me, because I have been still wondering which classes I'm gonna take, registered the classes exceeded 

the maxium ECT at first. After taking some classes, I confirmed and canceled one class. Particularly this semester, 

the period that you can witdraw the classes was quite extended due to the COVID-19. 

 



 

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 
      getting ready                               

10:00 
      getting ready                               

11:00 
getting ready class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

            getting ready       getting ready 

12:00 
shopping/hangout class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

housework       getting ready FREE getting ready 

13:00 
shopping/hangout class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish Society 

housework getting ready class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish 

Society 

FREE hangout/fieldwork 

14:00 
shopping/hangout lunch break 

with friends/ 

Reading 

hangout/FREE getting ready class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish 

Society 

      hangou/fieldworkt 

15:00 
shopping/hangout lunch break 

with friends/ 

Reading 

hangput/FREE Japanese 

Cafe 

class; 

Cross-Cultural 

Aspects and 

Contexts of 

Danish 

Society 

      hangout/fieldwork 

16:00 
      lunch break 

with friends/ 

Reading 

hangout/FREE Japanese 

Cafe 

with friends       hangout/feldwork 

17:00 
      lunch break 

with friends/ 

Reading 

hangout/FREE Japanese 

Cafe 

with friends getting ready hangout/fieldwork 

18:00 
      class; 

Danish Design 

dinner party Japanese 

Cafe 

dinner party getting ready hangout/fieldwork 

19:00 
      class; 

Danish Design 

dinner party Japanese 

Cafe 

dinner party dinner party dinner party 

20:00 
dinner dinner dinner party dinner witf 

friends 

Friday bar dinner party dinner party 

21:00 
Reading FREE dinner party       Friday bar dinner party dinner party 

22:00 
Reading FREE dinner party Reading Friday bar dinner party dinner party 

23:00 
Reading FREE Reading Reading Friday bar dinner party dinner party 

24:00 
Reading FREE Reading Reading Friday bar dinner party dinner party 

         



    

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. 

Everyday I'm getting plenty of inspiration from full of new things and discovery. Danish people can switch and 

control their private well; between parties on Friday+Saturday and works/studies on weekdays. Now I'm feeling 

very fulfilled in terms of both enjoying and learning in Denmark. Regarding the classes, as I have just 3classes a 

week, especially exchange students don't have many classes. Instead, there are plenty of Readings for each 

classes. Actually, usually it is not mandatory, but your basic knowledge would make the classes more meaningful 

and deeper. I feel it means the daily lectures or readings are just like first steps, and students can learn more and 

more myself. Besides, the life in my dorm is really enjoyable because we can hold parties or eat dinner with many 

friends anytime. In the life in Denmark so far, I got to consider more about Japan at the same time as about 

Denmark. It just because I'm a minority here and compare Denmark and Japan as usual in various situations 

from the perspectives of culture, lifestyle, atmosphere, people's personalities, etc. I'm really happy to live in 

Denmark, not just a trip, with full of inspirations. 

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

the future. 

I really really highly recommend to study abroad at UCPH. There are so many eagar students despite they dance 

crazy on every Friday night at fashionable campus. Copenhagen is quite small city, so you can go to literally 

anywhere and try anything you want to. You can go on fieldwork by bicycle, experience, and learn everything in 

this small city yourself. Of course you will see so many new people and make a lot of communities. It can be said 

not only about Copenhagen but also about studying abroad itself that how your studing abroad is going on or 

what you can do during your stay is totally up to you. First of all, please being active, gathering information, and  

taking actions whatever is OK. Certainly you might get in some worries, but your efforts must make your 

experience of studying abroad more precious and meaningful.   

 


