
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 9日 

留 学 先 大 学 ザルツブルグ大学 

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）：社会科学部，（現地言語での名称）：political science 

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：特定の学部に所属しながらさまざまな学部の授業を履修してい

る 

留 学 期 間 2022年9月－2023年6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。 

学習院大学と早稲田大学の留学報告書を活用した。 

ザルツブルクの家探しのサイト 

*https://studentenheim.at/ 

  

*https://guesthouse.at/ 

  

*https://www.home4students.at/en/our-dormitories/dormitories-salzburg/ 

  

*https://www.oejab.at/en/students/dormitories/strubergasse 

  

*https://www.akademikerhilfe.at/en/schwarzes-rossl/19 

  

*https://www.egger-lienzheim.at/?lang=en 

  

*https://www.studentenheimesalzburg.at/ 

  

*https://studentenheim.techno-z.at/en/news/ 

  

*https://www.tritos.at/ 

  

*https://www.studentenwohnheim-salzburg.at/en/ 

  



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：      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 

まだ取得していません。今、無犯罪証明書の発行手続き中です。 

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） 

すごく寒いので、夏出発でも、冬服はいらないくらい持ってきたほうがいいです。あと、学生寮は、フライパ

ンとか枕とか毛布がないところが結構あります。でもピアノがどこの寮にもあります。私は冬服をほとんど持

ってこなかったので、ヤマト便を使って発送してもらいましたが、ヤマトから引き継がれる U P S という会社

が私の荷物を一瞬無くしたので、絶対使わないほうがいいです。 

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 

航空券手配方法 インターネット ※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 ザルツブルク空港      現地到着時刻       

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 ６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 

ウィーンからザルツブルク行きのチケットを空港で買うと１０倍の値になるので、不安かもしれませんが絶

対日本で買っておいたほうがいいです。S I M カードがすぐ欲しくて不安かもしれませんが、空港で買うべき

ものは一つもありません。 

大学到着日 9 月 5 日 16 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 9 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（現地の大学生     ） 

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 大きな寮に行く 

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？ 

コロナ明けで大学と留学が始まり、学生が飽和していたので、渡航前に見つかりませんでした。ネットで申し

込むと wating list に入れられるので、直接寮に訪問して交渉したら、3 つ目で家が見つかりました。 

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 9/19~二週間 

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？ 図書館の使い方の説明 

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？ 

visa が必要です 

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？ 

      

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？ 

oberbank 学生なら無料で開設できます。ザルツブルク大学の入学証明書とパスポート 

 

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？ 

Hoffer というグローセリストアの HOT という SIM 

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１９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？  

PLUSonline に入って、履修登録をします。登録期間が過ぎても、教授にメールを送ると入れてもらえことがあ

ります。      

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 
                                    ハイキング 

8:00 
                                          

9:00 
授業 
 

            授業                   

10:00 
授業       授業 授業                   

11:00 
授業 授業 授業 授業                   

12:00 
授業 授業       授業                        

13:00 
      授業                               

14:00 
      授業                               

15:00 
                                          

16:00 
                                          

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

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。 

綺麗でいい街だと思います。大学も面白いです。ハイキングがたくさんできます。観光客が多くて物価が高い

です。ドイツへの国境を越えると安くなります。学生のまちのはずですが、学生の discount が少ないです。図

書館が夜はやっていません。日曜日は、お店はほとんど空いていません。観光客向けのものしか空いていませ

ん。でも自然は死ぬほど綺麗で冬はスキーがたくさんできます。みんな英語を話します。おばあちゃんでも小

学生でも話せます。 

授業について 

●ドイツ語 A2 週４：２００ユーロかかります。大学で言語を勉強すると、文法の話しかしないのはどこも一

緒なのかもしれません。ですが、どういう風にドイツ語を勉強しようか考えるきっかけになるので入りとして

は悪くないと思います。 

●English around the world (SE)：たくさん読むものがあるけどそこまで準備で読んだ資料は授業で使わないけ

れど資料が面白いので読む。先生がすごく面白い。 

●Introduction to the study of linguistics (L)lecture の授業：内容が興味があるものなので面白い。準備勉強はな

しで、復習だけ。言語学を勉強している人は取るべき！ 

●Pronounciation and intonation british english (SE)：毎週数ページの準備と発音練習のマテリアルをもらいます。

先生がイギリス文化に取り憑かれていると思います。 

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。 

家は来る前にあったほうがいいと思いますが、なくても大丈夫です。冬服は必要です。文房具もこっちで買う

のがバカらしくなるので絶対持ってきたほうがいいです。カメラは日本から郵送ができないので、持ってきた

ほうがいいです。食べ物は案外どうにかなりますが、最初の方は忙しいのでカップラーメンを持ってきたほう

がいいです。服は現地で買えばいいやって思うと高過ぎて無理なのでやめたほうがいいのと、コバエホイホイ

と三角コーナーが欲しいと私は思います。 

 


