
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 1日（2022年11月19日追記） 

留 学 先 大 学 ザルツブルク大学 

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）：哲学、政治および経済学部，（現地言語での名称）：BA 

Philosophie, Politik und Ökonomie 

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 政治経済学部 経済学科 

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。 

現地での生活はインターネット、特にオーストリア観光局の情報や留学体験記を参考にした。また明治大学に限定せず

過去オーストリアに留学した他大学の学生の留学体験記や、現地在住の日本人の方の意見も収集した。住居選びは早

めにやっておいた方が良かったと痛感している。言語に関しては英語が通じる場合がほとんどだが、稀にドイツ語のみ喋れ

る店員しかいない店もあるため、日常会話をできるレベルにしておくと生活に支障がないと思う。 

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：在留許可申請 申 請 先 ： Magistrat Salzburg Abt. 1 Allgemeine und 

Berzirksverwaltung 

ビザ取得所要日数：10日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：€160 

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、顔写真、在学証明書、健康保険に加入したことの証明書類、戸籍抄本、銀行の残高証明、無犯罪証明

書、家賃証明。事前に申請フォームをネットからダウンロードし記入する必要あり。無犯罪証明書と戸籍抄本にはアポス

ティーユの付与が必須。戸籍抄本はオーストリア公認の認証翻訳士による翻訳文が必要。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

申請したい日に役所に行き、申請を行う。事前の予約は必須でない。 

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？ 

なし。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

後述するが、ネイティブのドイツ語話者と一緒に申請に行くのがベター。 

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） 

翻訳文の依頼などは早めに済ませておくと良い。また、コピーや印刷が必要なものは事前に日本で済ませておいたり、ス

キャンデータをスマホや記録媒体に入れておくと後で便利（自分は、ワクチン接種証明書やパスポート、入学許可通知書

などをスキャン・コピーした）。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 オーストリア航空 

航空券手配方法 
航空会社の公式サイトにて 

※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 ウィーン空港 現地到着時刻 19:25 

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 4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 

ÖBB で移動。チケットをオンラインで事前購入していたため乗車がスムーズだった。料金は€60 程度、所要時間は約 3

時間。 

大学到着日 9月 17 日 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：9月 23 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 大学が運営する寮が無いため、自分で住居を探すことになる。OeAD などのサイトを通じ民間の

寮を最初に探し、6 月に一旦は寮を確保できたものの、ミスで予約が取り消しになり、そこからは

片っ端からメールを送り、返信を待った。寮だけに限定せず、ルームシェア（WG）なども探したほ

か、大学の受け入れ担当の方にも相談した。結局、home4students からメールがあり、当初の

第一希望だったこともあり入居を決めた。 

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？ 

ザルツブルク到着後 2 週間ほどで寮が決まった。 

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 19.09.2022~ 

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？ 大学に関係する事項を全般に、オンライン中心で説明を受けた。図書館ツアーや学部ツアー

などもあった。 

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 3 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。詳細は前述の通り。窓口の人の対応がいいとは言えないので（どういうわけかとりわけ日本人に当たりが強いという噂

も聞いた）、ドイツ語を話せる人と一緒に行くと心強い。自分の場合、パスポートの記録を見られて「到着してなぜすぐに申

請に来なかった？」「申請に時間がかかったらオーストリアの外に一旦出てもらう」みたいなことを言われた。 

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？ 

入居後 3 日以内に、家主（寮長）に書類を記入してもらった上で役所へ行き、住民票取得の手続きを済ませる。健康保

険の加入も必須。 

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？ 

Erstebank(Sparkasse)にて開設手続きを行った。パスポート、住民票が必要。学生用口座のため、条件付きで口座意地

手数料が無料。キャッシュカードの到着まで 10日ほどかかる。 

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？ 

本体は日本から持参し、現地で SIM を購入した。SIM をアクティベートするには手続きを行う必要があり、その際パスポー

トの提示を求められる。 

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（     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？  

渡航前に事前に決めておいた講義を、Oh-o!Meijiのような大学のポータルサイトで登録した。 

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？ 

      

  



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 
起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

9:00 
ドイツ語 授業       ドイツ語                   

10:00 
ドイツ語 授業       ドイツ語                   

11:00 
授業       ドイツ語             洗濯       

12:00 
授業       ドイツ語                         

13:00 
授業 昼食 昼食 昼食 昼食             

14:00 
昼食                         読書・勉強 読書・勉強 

15:00 
                  授業       読書・勉強 読書・勉強 

16:00 
                  授業       読書・勉強 読書・勉強 

17:00 
                                          

18:00 
サッカー                   夕食             

19:00 
      夕食 夕食 夕食 友人と遊ぶ 夕食 夕食 

20:00 
                                          

21:00 
夕食                                     

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。 

留学生が非常に多い大学のため、学生同士は英語でコミュニケーションをとることが殆ど。英語で講義を行うクラスも多

い。別途料金は発生するがスポーツコースもあり、自分はサッカーを受講している。綺麗なフィールドで現地の学生たちと

サッカーをするという中々新鮮な体験ができて非常に楽しい。人口規模もそこまで多くない上に町並みも非常に綺麗なの

で、過ごしやすさを感じている。ただし物価水準が高い（現在も上昇傾向）ので、生活費の抑制に若干苦戦している。週

末を使って隣国（ドイツなど）に旅行をすることもある。 

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。 

ザルツブルクは非常に静かで緑も多く、過ごしやすい街です。治安もいいですし、安心して楽しく生活を送れるのではない

でしょうか。留学中の勉強や生活に不安になることもあるかと思いますが、ザルツブルクでの生活で楽しみな出来事、ぜ

ひやってみたいことをイメージすると自分のモチベーションになると思います（自分の場合は旅行とサッカー観戦でした）。

オーストリアは他の国とのアクセスも非常にいいですので、旅行もこちらでの生活の一つの楽しみになることは間違い無い

と思います。色々な想いを胸に頑張ってください。 

 


