
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 10月 28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 2022年10月－2023年8月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部 商学科 グローバルビジネス専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部 3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。 

第一に、語学の勉強は必須です。特にドイツのような非英語圏に留学する場合、出来るだけ多くの知識を持っておくと、コ

ミュニケーションが楽になります、そして、現地のことについてよく調べておくと良いです。私自身、ドイツの雨が多い気候に

悩まされています。留学する際には、現地の立地、気候、交通網、食、文化等、学業以外の要素もしっかりと調べておく

と、留学生活をより快適に過ごすことができると思います。 

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：学生ビザ 申請先：ジーゲン市役所 

ビザ取得所要日数：申請から約七週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：１００ユーロ(予定) 

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？ 

私の場合、住民票が届いたら、ビザ取得のための封筒が寮に届く、という形でした。必要な書類は、パスポート、顔写真、

住民票、大学在学の証明書、銀行残高証明書、保険証明書、滞在許可申請書等です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

まだ実際にビザをとっていないので回答は控えさせていただきます。 

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？ 

まだ実際にビザをとっていないので回答は控えさせていただきます。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

とにかく、役所の人が適当で、優しくないことです。私は、住民票取得の際に、一度市役所に行くも「日本人の対応がわか

らない」と、門前払いを食らったり(事前予約を取ったにもかかわらずです)、住民票を取り終わった際に届く封筒に「何をし

に来たのか教えてください」という、住民票の際にした問答をもう一度繰り返すためにメールを送れと言われ、実際にメー

ル送ると返信が全く来ないなど、ドイツ人は本当に職務が適当な人が多いです。みなさんは、日本人なら「できて当たり

前」と思うことでも、異国に来ればそれは当たり前ではなくなるということをしっかり覚えておいて下さい。 

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） 

ドイツでは、普通預金とは別に、閉鎖講座(Sperrkonto)を開設する必要があります。また、携帯電話は Sim を購入して対

応しています。とにかく、実際の生活にいくら必要で、何が必要で、どのような自体が起こりうるかをしっかり想定することが

必要です。それから、「当たり前が通じない」ということをしっかり事前に頭に入れておくと、日本とのギャップに苦しまなくて

済むかもしれません。 
  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 タイ国際空港 

航空券手配方法 
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 9月 6日午前 7時ごろ 

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 空港からジーゲン駅まで約二時間半ほどです。 

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 

切符を買わずともプラットホームに入ることができてしまうので、自動券売機でしっかり切符を購入してから電車に乗りまし

ょう。またバスでは、運転手に行き先を伝えて、事前にお金を払うようにしましょう。その際、運転手の方は基本英語を話

せないと思うので、ドイツ語で伝えておく練習するといいと思います。 

大学到着日 ９月 16日午前 9 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（     ） 

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 大学のコーディネーターからメールが届きます。その住居が気に入れば、返信をして、手続きを

進めていく形です。 

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？ 

住居は渡航前に見つけることができました。トラブルは、インド人がとにかくうるさいです。共同キッチンが寮にあるのです

が、夜になるとそこを占領し、毎日のように深夜まで興味のないインド音楽を爆音で流し、大声で喋っています。大切なこ

とは、臆せず「うるさいからやめて」という勇気を持つことです。私は何度も何度も言い続けた結果、彼らも私のことを理解

し、最近では少しは配慮してくれるようになりました。戦いは続きます。 

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 9月 16 日〜9月 30 日 

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？ 大学の履修や地域のこと、またドイツ語の授業や生活についてのサポートを受けることができま

す。留学している生徒向けなので、そこで留学生同士仲良くなって、その後一緒にお酒を飲み

に行こうとなる場合が多いです。みんな優しく寛容で、陽気な人が多いため、すぐに馴染むこと

ができると思います。 

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 1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？ 

特にないと思います。 

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？ 

現在のところ、していないです。 

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？ 

しました。大学が斡旋してくれるので、とても簡単です。実際に大学の人と一緒に銀行に行き、サインするだけで開設する

ことができました。 

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？ 

日本から、海外対応の 30日限定で使える Sim(私は three)を購入し、現地で、月極の Sim(私は ALDI)を現地で調達しま

した。Threeは約 2500円程度、ALDIは月 1000円弱といったところでしょうか。 

ちょっとしたアドバイスですが、PINの番号はしっかり覚えておきましょう。SIMを入れ替えた際、電源を一度切った後に、PIN

を入力する必要があり、入力できないとネットワークにアクセスできません。 

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（５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（事前に決め、明治大学、そしてジ

ーゲン大学に提出する必要があります。） 

到着後に（10月上旬頃） 

    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（現地でもう一度決め直し、さらにテ

スト期間にどのテストを受けるかによって、最終的な履修が決まります） 

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？  

寮の友達に何度も質問しながら、手取り足取り教えてもらいながら登録を進めました。さらに、授業の履修は割と適当なの

で、実際に教室に足を運んで、教授と相談すると、助けてもらえるかもしれません。（この授業を取るべきかどうか、他にい

い授業はないか、登録手続きをしてくれないかどうか、等） 

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？ 

私の場合、事前に想定していた履修と、実際に受けている授業のシンクロ率は 50%といったところでしょうか。実際には行

われていない授業や、実はマスター（修士課程）の授業だった、など、とにかくわからないことだらけだったので、とにかく足

を運んで、たくさん失敗しながら履修を組み替えていきました。良くも悪くもネットワークの管理が曖昧なため、履修の追

加、変更は簡単に行うことができます。 

アドバイスとしては、メールや大学のポータルサイトに頼るのではなく、実際に教室に足を運び、授業後等に教授に相談す

るのが良いと思います。優しく、フランクな教授が多いので、とても頼りになります。 
  



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 
       English Einfu ̈ hrung 

in die  
Wirtschafts
psychologie  
 

      友人とお出
かけ 

友人とお出
かけ 

9:00 
       English Einfu ̈ hrung 

in die  
Wirtschafts
psychologie  
 

                  

10:00 
      International 

HRM 
English Wirtschafts

en A 
                  

11:00 
      International 

HRM 
English Wirtschafts

en A 
                  

12:00 
      友 人 と

MEASA 
                              

13:00 
                                          

14:00 
                  Deutsch  European 

and 
International 
Economic 
Low 

            

15:00 
                  Deutsch European 

and 
International 
Economic 
Low 

            

16:00 
      Business 

Succession 
Management 

      Deutsch                   

17:00 
      Business 

Succession 
Management 

      Deutsch                   

18:00 
                                          

19:00 
                  クラブ活動 

(サッカー) 
                  

20:00 
                  クラブ活動 

(サッカー) 
                  

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。 

ジーゲンという街は、静かで田舎な街ですが、それでも生活に困らないくらいにはスーパーなどの生活必需品が揃ってい

ます。(他の大学からきた人に、「ジーゲンに住んでいる」というと、毎回「どこ？」って返ってくるくらいにはマイナーです。) 

日本人はとても少ないですが、一方で留学生は多く、週一で Stammtisch という名の、パブでお酒を飲みながら交流する

機会もあり、多くの友人を作ることができます。また、学生証が定期券がわりになっており、ノルトラインヴェストファーレン州

内なら IC/ICE以外の公共交通機関は全て無料で使うことができます。 

休日は、その権利を使ってケルンやドュッセルドルフ、ドルトムントなどに観光などにいくことができます。 

授業に関しては、英語のプログラムで参加しているのですが、ドイツ語の授業も自由に取ることができるので、今学期は二

つ挑戦してみています。(Einführung in die Wirtschaftspsychologie と Wirtschaftsen A) 

また、クラブ活動では、現地の学生とスポーツを通して交流する機会が設けられているので、楽しみながらドイツ語を練習

することができています。 

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。 

語学力や、留学先のリサーチはとても重要です。しっかりと語学の基礎を固め、留学先の事前知識をインプットしてから留

学を迎えるに越したことはありません。しかし、私が皆さんに一番強調しておきたいことは、いい意味で「無神経さ」を持つこ

とです。日本人、こと私は何かにつけて「ここで質問したら迷惑じゃないか」「今聞き取れなかったことを聞き返したら嫌わ

れるんじゃないか」という心理に陥りがちですが、そのまま黙っていても何も始まりませんでした。「わからないことはわから

ない」ということを認め、周りの助けを借りながら理解を深め、コミュニケーションをとることで、ようやく現地での生活スタイ

ルに順応してきているところです。日本にいる時から、臆せず様々なことについて「わからないこと」を尋ねる勇気を持って

生活してみてください。 


