
協定留学近況報告書 

記 入 日  2022    年   11   月   3   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）： 地理学    ，（現地言語での名称）： Geographie  

   

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2月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部 商学科 マーケティング専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部 4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。 

 ビザはいらないことがわかっていたので、基本出国前は寮の契約が最も重要でした。寮は早い者順ですぐに

売り切れていくので、入学許可書が降りたらすぐに寮を押さえることが必須です。英語の練習としてお互いの

言語を教え合うアプリで 2 ヶ月前から現地の人と連絡を取り続けており、英語の言い回しに少し慣れるには

ちょうど良かったと思います。また、去年同じ大学に留学していた友人から直接話を聞くことで、事前に準備

はしやすかったです。1 ヶ月間ミュンヘン大学附属の語学学校をオンラインで受け、ドイツ語の耳馴染みや単

語は認識しやすくなりましたが、ドイツ語のリスニングに力を入れるべきだったと感じました。     

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：  半年のためビザ申請必要なし    申請先：      

ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

      

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

      

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 

      

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） 

特になし。 
  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社  Etihad Airways    

航空券手配方法 
 skyscanner     

※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  Vienna International Airpor  現地到着時刻   6:50    

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  約 21 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 

  ウィーン中央駅まで ÖBB で片道 4.2€で乗れます。    

大学到着日    9  月   22  日   17  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：    10 月    1 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  https://studierendenheime.diakoniewerk.at/ 

から住みたい部屋を選択し、オファーを入れ、メールにて 500€の保証金(返金される)

を先払いし、入居日当日に鍵と契約書を受け取りました。     

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？ 

  6 月頭から探し始め、OEAD と Stuwo にオファーを入れましたが、2 週間経っても返信がなく、希望の部屋

が取れなかったため、 OEAD で探した部屋を運営する会社に直接問い合わせしました。 

また、この寮のオフィスが土日閉まっており、10 月 1 日が土曜だったため、もし入居日が土日挟んで月曜に

なり、泊まる場所がない可能性もあったため、気をつけたほうがいいと思います。   

  



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  9/29     

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？  EU 圏外からの留学生を集めたオリエンテーションで、オーストリアでの住所登録や

セメスターチケット(一学期間交通機関乗り放題)の購入方法、履修登録の方法などの説

明を受ける。     

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？ 

 オーストリア到着日から 3 日以内に住所登録を行う必要がありますが、コロナの影響で区役所は事前に予約

が必要で予約が取れるのが 1 ヶ月後でした。オンラインで申請できる区役所でパスポートと所定の書式をメ

ールに添付して申請し PDF で住所登録の許可書をもらいました。     

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？ 

  していません。    

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？ 

  寮への家賃振り込みのため、オンラインバンクの N26 を開設しました。本人確認のためパスポートを登録

するだけで、当日開設できました。開設費用も維持費用はかかりません。     

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？ 

  Hofer にて sim を購入し、月 29GB で 9.9€(日本円 1435 円)のプランを契約しました。Hofer が最も安いと思

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（   9  月   15  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？  

  u:find にて授業を探し、moodle で登録しました。事前にスコアが付与され、自分がその授業を取りたい度合

いに応じてスコアをつけ、優先順位をつけました。また授業によって履修登録開始日、終了期間が異なり、先

着順のため、waiting list に載ったものもありました。   

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？ 

  履修登録期間であれば変更追加できました。去年のモジュールには載っていた授業が開講されないパターン

もあるので、全てが希望通りではありませんでしたが、基本は取りたい授業は取れました。    

  



 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
 起床      起床      起床      起床      起床      起床      起床     

10:00 
       予習      授業      フリータ

イム     
 フリータ
イム     

 友達と海
外旅行やウ
ィーン観光
     

 友達と海
外旅行やウ
ィーン観光
     

11:00 
            

12:00 
 予習           

13:00 
       

14:00 
  授業      友人とラ

ンチ     
    

15:00 
            

16:00 
 授業      次の日の予

習    
     

17:00 
       

18:00 
 自炊           

19:00 
 予習      タンデム 

    
    

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。 

 ウィーンに到着した直後大学を見学した際、大学内にいる学生を見て私はこの人たちと友達になり、授業を

受け、日本人というマイノリティーとして暮らしていけるのかとても不安でしたが、大学初日のオリエンテー

ション、大学の授業、水曜のタンデム、バディー制度などで積極的に声をかけ、次会う予定もこちらから提案

することで仲を深め、今では不安よりこれから何をするか予定を立てるのが楽しみです。授業は、自分の専門

分野であるマーケティングや経営戦略の延長線として EU 市場に参入する際の戦略について学ぶゼミに入り、

zara を例に SWOT 分析をグループワークで行ったり、17 世紀のジェネラルクライシスやロシアユークレイン

戦争について学ぶ授業を取っており、欧州の情勢、歴史、経済を主観的に学べるのはとても有意義です。寮は

シェアのバストイレのため中々苦労していますが、シェアキッチンでは友達と一緒に食事を作ったり、寮の子

と気軽にコミュニケーションをとれるので、楽しんでいます。暮らす上で最も辛いのは、物価が日本の倍とい

うことです。スーパーでチキン 500g が 7€(約 1000 円)もします。また、ランチでも一人 2000 円はかかって

しまうので、節約が重要です。   

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。 

 私がウィーン大学を志望する最初のきっかけは、美しい街並み、シェーンブルン宮殿など豪華絢爛な建築、

音楽や舞台など文化への強い憧れからウィーンに住んでみたいというものでした。初めから留学する明確な

目的がなくとも、自分を変えたい殻を破りたいという意志と自分の変えたい部分に対する目標があれば意味

のあるものになると 2 ヶ月暮らして感じました。正確に伝えられないもどかしさや話すのを躊躇ってしまっ

た時の後悔などは常に母国語以外で話す環境だから気づけたものでした。例えば、日本について話題になった

時、よく日本人は働き過ぎじゃないかと聞かれ、私も働き過ぎだと思うという一般的な回答しか出来ず、本当

は「働いている"時間"ではなく、仕事を第一優先に考える風潮に問題があると思う」という自分の意見を言い

たいと後で振り返り、次聞かれた時に英語で答えられるように振り返っています。このように、毎日たくさん

の気付きがあり、日々成長できていると実感します。ウィーン大学は、ウィーンの中心地にあり観光地にも徒

歩 20 分圏内で着くほど立地が良く、日本語学科があるため日本に興味を持ってくれている学生が多く、エラ

スムス(EU圏内)の留学生の受け入れが多く現地の学生も英語が堪能のためドイツ語ができなくとも問題なく、

大学内の図書館が美しく勉強のモチベーションが高まるためとてもおすすめです。出願の準備が大変だと感

じますが、一年後ウィーンで暮らしている自分を想像して諦めずに頑張ってください！     

 


