
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 5日 

留 学 先 大 学 ウィーン大学 

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）：社会学部，（現地言語での名称）：Soziologie 

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9月－2023年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科 

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。 

・ビザ取得のための資金集めが準備不足でした。なんとなくお金が必要なんだなという認識で日本を出発し

てしまい、直前になってかなりの額が必要だということを知り、大慌てで用意をしました、、、事前にいくら

必要なのかを計算しておくことをお勧めします。 

(https://www.ceu.edu/sites/default/files/attachment/basic_page/14264/proofofsufficientfundsforweb_1.pdf 

これで計算しました。ただ計算した額よりも、多く求められたので、多めに入れておいた方が良いかもしれま

せん。) 

・日本を出発してからウィーンに到着するまでどのように行くかを調べ、シュミレーションしておいた方が

良いと思います。（乗り継ぎをするなら乗り継ぎのやり方、空港からウィーン市内までの行き方など）私は事

前に行き方を調べていたので、スムーズにウィーンまで行くことができました。 

・日本の調味料は売っていますが、高いので持ってこられるものは持ってきた方が良いかもしれません。 

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：在留許可（Residence Permit-Student） 申請先：MA35 

ビザ取得所要日数：申請済みですがまだ取得してい

ません      

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：€168.60 

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？ 

・犯罪経歴証明書（警視庁で発行してもらい、その後アポスティーユをとる） 

・大学の入学許可証（メールで送られてくる Admission letter のドイツ語版） 

・Student record sheet(Studienblatt)(u:space の My documents から取得) 

・Confirmation of enrolment (Studienbestätigung)（u:space の My documents から取得） 

・現地の健康保険加入証明書（私は保険の申請書と保険料の支払い通知を持っていきました） 

・ビザ申請書（https://www.bmi.gv.at/312/60a/files/C/20220927Antragsformular.pdf ここからダウンロー

ドして手書きで記入しました） 

・パスポートサイズの写真（ビザ申請書に貼り付けて持っていきました） 

・残高証明書（現地の口座にお金を入れて、銀行のアプリの statements から証明書をダウンロードしてコピ

ーをしました ） 

・パスポート 

・住民票（入寮から 3 日以内に申請しました） 

他にパスポートのコピー、アポスティーユをとり翻訳した戸籍抄本、寮の契約書も用意しましたが 

私は必要ありませんでした。（担当者によって提出書類が異なる可能性があるので全て持っていくことをお勧

めします。） 

  



具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

全ての書類が揃ったら、https://www.wien.gv.at/kontakte/ma35/terminvereinbarung-drittstaaten.html ここから

予約をして MA35 にいきました。入り口で予約画面を見せると窓口に案内され、パスポートを見せ、整理券を

受け取りました。整理券に書いてある部屋に行き、書類を見せ 10 分くらい待ち、その後指紋を取り、6 階で

支払いをしました。また再度部屋に戻り、次の案内を受け取り完了です。 

私は残高証明書の額が足りていなかったので、再度 2 週間以内に残高証明書をメールで提出するように言わ

れました。その後ビザを受け取れるようです。 

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？ 

面接はなかったです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

・犯罪経歴証明書は発行から 3 ヶ月以内のものでなければならないので、現地についてすぐにビザの準備に

取りかかった方が良いと思います。 

 

・ビザを取得するためには、戸籍抄本をオーストリアの法廷翻訳者に翻訳してもらう必要があります。私の時

は日本に翻訳者がいなかったので、現地についてから Patrick Hiehs さんという方に翻訳をしてもらいました。

日本にいる間に連絡をとり、現地で受け取りと支払いをしました。日本語が堪能な方なので、日本語で全てや

りとりできました。翻訳は直接受け取ることもできますし、郵送で送ってもらうこともできるみたいです。支

払いも直接現金で渡すこともできますし、銀行から振り込むこともできます。 

 

・残高証明では、ある程度お金を入れることが求められます。(私は日本円で約 130 万円を入れる必要があり

ました)事前に親御さんとどのくらいの資金が必要なのか、どのように送金するかなどを話し合っておく必要

があります。私は初めキャッシュパスポートプラチナで送金してもらっていましたが、レートが悪く、引き出

す際にも ATM で手数料がかかり、１回で 400〜500 ユーロまでしか引き出せず、何度も手数料がかかるので

あまりお勧めしません。Wise での送金だと、現地で作った銀行口座に直接送金してもらえますし、レートも

比較的良いのでお勧めです。（私の周りの友達も Wise を使っている人が多かったです） 

 

・ビザに必要な書類を集めるために、コピーをすることが多いと思いますが、基本的にコピー代は日本の方が

安いので、できるものは日本でコピーをとって持っていくことをお勧めします。 

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） 

      



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エティハド航空(成田―アブダビ/アブダビーウィーン)      

航空券手配方法 
Etihad Airways の公式ホームページから直接航空券を購入 

※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 ウィーン国際空港 現地到着時刻 朝 7 時半頃      

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 40 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 

空港からウィーン市内までメータではなく、定額（36 ユーロ）で走るタクシーを利用しました。勝手に加算

されることがないので安心だと思います。空港の到着ロビーを出ると、「CITY TRANSFER FIXED RATE」と書

かれた黄色いコーナーがあり会社が何社かあります。私は「transfer to city」という会社を利用しました。受

付の人に行き先を伝えれば、ドライバーの方が外のタクシー乗り場まで、スーツケースを持って連れて行って

くれます。支払いは行き先についてからでした（クレジットカードでも支払い可能です）。私はチップ含め 40

ユーロ支払いました。ウィーンは石畳も多く、スーツケースを運ぶのはかなり大変なので、タクシーはかなり

おすすめです。 

大学到着日 9 月 20 日朝 10 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（個室があり、キッチンをフロア

で、トイレとシャワーを 2 人でシェアしています。） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（モンゴルからの留学生） 

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 ウィーン大学からメールで送られてくる住居リストの中から選びました。私は STUWO

が良かったので、STUWO のウェブサイトに行き、申し込みをしました（6 月 9 日）。

そこから一週間程度で手続きに必要な書類が送られてきて（6 月 14 日）、3 日以内に

最初の 1 ヶ月分の家賃と deposit の振込と、契約書にサインをするように言われまし

た。その後、契約完了のメールが送られてきました（6 月 21 日）。 

 

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？ 

住居はすぐに見つかりました。ただ、deposit と最初の 1 ヶ月目の寮費を 3 日以内に送金してくださいという

ような、かなり急な要求があったので、お金をしっかり準備してから寮の申し込みをした方が良いかもしれま

せん。私はあまりお金のことを考えずとりあえず早く申し込もうとして、直前で慌てて現金を用意して送金と

いう形になってしまいました。。。 

また、鍵の受け取りができる時間は基本的に限られています。（私の寮は朝の 8 時半〜10 時半のたった 2 時

間しか受け取りができませんでした）友人は祝日に来てしまい鍵が受け取れず、ホテルでずっと宿泊をしてい

ました。いつ鍵を受け取れるのかを事前に確認しておいた方が良いと思います。（私は出発前にメールで寮に

自分の到着日や時間を伝えておき、鍵がきちんと受けとれるかを確認しました） 

  



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 2022.9.20 

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？ オリエンテーションは数回に分けて行われており、1 回で約 20 人が参加していまし

た。内容は、大学におけるコロナ対策や学生証、ビザの申請方法（保険の申し込みな

ど）、住民票の申請方法、電車のチケット、大学のウェブサイトの使い方（u:find/u:space

など）、履修登録などについて説明を受けました。   

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 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？ 

入寮から 3 日以内に住民票を申請しなければなりません。ウィーンであればどこの市役所でも申請可能です。

ただ申請するには事前にオンライン上で予約してから行く必要があります。私の時は、予約がかなり先まで埋

まっていて、三日以内には申請不可能でした。（早めに予約を取ることをお勧めします）その事をメールで伝

えた所、パスポートの最初のページとスタンプが押されているページのコピーの pdf と、大家さんのサインが

書かれている申請書の pdf をメールに添付して送ってくれればできると言われました。(学生寮の場合だけメ

ールでできるようです) 

メール送信してすぐに住民票が添付されて送られてきました。（市役所によっては直接きてくれないと申請で

きないという所もありました。いくつかの市役所にメールを送ってみるのもいいかもしれません。ちなみに私

が申請した市役所は、 MBA 9/17 Melde-Pass-Fundservice 9.Bez. Email:mb@mba17.wien.gv.at 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？ 

ビザの申請に必要だったので、Österreichische Gesundheitskasse（ÖGK）という現地の健康保険に加入しまし

た。保険の申請にはパスポート、保険申請書（ホームページからダウンロード）、Confirmation of enrolment 

(Studienbestätigung)（u:space の My documents から取得）、住民票、Student record sheet(Studienblatt)(u:space

の My documents から取得)が必要でした。私は、申請してから約２週間後に郵便が届き、パスポートのコピー

をメールで送るように言われました。その 3 週間後に保険確定のお知らせと料金通知が届きました。ただ私

は申請した場所が、本部ではなく Lassallestraße にある支店だったので、手続きにかなり時間がかかりました。

本部でやった方が早いと思うので、そちらをお勧めします。(支店だと予約なしで行けることがありますが、

手続きに時間がかかります。本部だと予約は必要みたいですが早いです) 

料金は 1 ヶ月€64.78 です。現地の口座から支払いをしています。私は、申請時はバディと行きました。一人

でもできるかもしれませんが、バディがいると心強いと思います。 

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？ 

Erste Bank で銀行口座を開設しました。開設には予約が必要な場合とそうではない場合があるようで、私は予

約なしで開設することができました。（一回予約なしで行ってみても良いかもしれません）u：card(学生証)、

住民票、パスポート、パスポートサイズの写真を持っていきました。（写真は別に持っていかなくても、パス

ポートから取れるので大丈夫だと思います。私はたまたま持っていたので使いました。）口座開設は無料です

ぐにできました。その 8 日後にカードが郵送で送られてきました。家賃の引き落としや、家族からの送金で

使えるので非常に便利です。銀行の方は英語で対応してくださったので、一人でも特に問題はなかったです。 

 

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？ 

到着から 15 日間は Ahamo を使用していました。その後は日本のキャリアを続けたまま、Educom で vamos ole

という種類の SIM カードを買いました。Semester plan という６ヶ月のもので€54.9 でした。購入時にはパスポ

ートが必要でした。容量もかなりあるのでおすすめです。SIM を差し替えるときに、SIM 解除が必要な機種も

あるので、あらかじめ調べておいた方が良いと思います。   



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（     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 27 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？  

大学のサイトから受講してみたい講義を選び登録していきます。私は、特に人数制限のないレクチャー型の授

業(VO)をとっているので、優先がなくても希望通り授業が取れています。人数制限のある授業では、ウェイテ

ィングリストになったので特に留学生として優先されることはないのかなと思いました。     

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？ 

履修登録期間中であれば、いつでも変更・追加できます。希望通りの授業が取れました。 

 

  



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 
      起床            起床                   

8:00 
      日本語授業

TA   
      日本語授業

TA 
                  

9:00 
起床 日本語授業

TA 
起床 日本語授業

TA      
起床 起床 起床 

10:00 
      日本語授業

TA 
      日本語授業

TA 
                  

11:00 
      日本語授業

TA 
勉強 日本語授業

TA      
勉強                  

12:00 
友達と遊ぶ       勉強       勉強      バディや友

達と遊ぶ 
友達と遊ぶ 

13:00 
           勉強       勉強             

14:00 
                                          

15:00 
      授業                               

16:00 
      授業                               

17:00 
      授業                               

18:00 
時々ESN の                   授業             

19:00 
留学生向け
のイベント
参加 

      日本学科の
飲み会参加 
 

      授業             

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。 

留学では、とりあえずいろんなイベントや集まりに積極的に参加してみることが大事だと思います。何もしな

ければ自動的に 1 人の時間が増えてしまいます。やはり友達を作った方が、語学力も伸びますし、楽しい留

学生活を送れるのではないかなと思います。また、日本人がいるとどうしてもそこで固まってしまいがちで

す。もちろん日本人と友達になっておくと、そこから海外の友達を作ることができたり、困ったときに助けに

なってくれたりしますが、そこでずっと固まらず色んな人と関わってみると良いかもしれません。 

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。 

もちろん留学の目的を明確にすることもすごく大事ですが、もし留学をしてみたいと思う気持ちが少しでも

あるなら、思い切って挑戦してみてほしいなと思います。絶対に貴重な経験になると思いますし、挑戦せずに

後悔するくらいなら、挑戦して後悔の方が良いと思います。 

また、留学中どうしても他の留学生と自分自身を比べてしまうことがあるかもしれません。人と比べず、自分

なりのペースで頑張ってみてください。応援しています。 

 


