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 留 学 報 告 書  
記入日：２０１９年８月２７日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 政治経済学部／経済学科 

留学先国 オーストリア 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： ウィーン大学 

現地言語： University of Vienna 

留学期間 2018 年 10 月～2019 年 6 月 

留学した時の学年 4 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 5 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
国際ビジネス学部 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 ２０１９年７月２日 

明治大学卒業予定年 ２０２０年３月 

留 学 先 大 学 に つ い て  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1 学期：10 月上旬～1 月中旬 2 学期：3 月上旬～6 月下旬 3 学期： 

     

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 94000 

創立年 1365 年 

 

留学費用項目 現地通貨 (ユーロ) 円 備考 

授業料 ２３ ３,０００円 在学費として 

宿舎費 ３０２０ 392,600 円       

食費 １５００ １９,５００円       

図書費 ６０ 7,800 円  

学用品費 １００ 13,000 円       

教養娯楽費 １２００ 156,000 円       

被服費 170 22,100 円       

医療費 ０ ０円       

保険費 ５５０ 71,500 円 形態：国内保険加入必須 

渡航旅費 １４００ 182,000 円 往復 

雑費 ５００ 65,000 円       

その他       71,000 円 海外旅行保険 

その他            円       

その他            円       

合計 8,523 1,179,000 円       
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渡航関連 

渡航経路：往路；成田発、ドバイ経由、ウィーン国際空港着 復路；ウィーン国際空港発、アテネ空港 アテネ空港

発、ドバイ経由、成田空港着 
渡航費用 

      チケットの種類  エコノミークラス 

      往路       75,000 円 

      復路       85,000 円 

      合計       160,000 円 

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。 

なし 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート、大学の宿舎など） 

学生寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数     ） 
3）住居を探した方法： 

ウィーン大学から勧められた住居検索サイトにて 

4）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

大規模な学生寮のためセキュリティは高くないです。またトイレと流しが 2 人で共用、キッチンはフロアで共用のためそう

言った事に抵抗がある方にはお勧めしませんが、総じて私は満足でした。 

現地情報 

1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受けることは

可能でしたか？ 

利用する機会が無かった 

利用した：      

2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。 

メンターが居た為その方が親切にしてくれましたが、基本的に問題は起きませんでした。 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

現地の日本大使館から定期的にメールが届き、そこで情報は収集できます。 
犯罪等に巻き込まれることは有りませんでした。 

4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。 
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI 接続が可能であ

ったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

寮のインターネットは時々不安定な事が有りました。大学はインターネット完備の為困らなかったです。 
SIM カードを買う場合には、Yoopi だけは買わないでください、オーストリア国外でのデータ通信がヨーロッパ全域で契約

したとしても繋がりません。Drei をお勧めします。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ （例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。銀行口座

は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

ソニー銀行の口座を開設し、両親に振り込みをして貰い、現地の口座に引き出した現金を入金していました。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

特になし 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。 （例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った，渡航前に留学先大学から指示があった，渡航

後のオリエンテーションで支払いに関する案内があった等） 
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卒業後の進路について 

1) 進路 

就職   進学    未定  その他：      

2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など                                                         

帰国後にグローバルキャリアミーティング、グローバルキャリアフォーラムという、多数の大学の協賛の留学生向けのフ

ォーラムに参加しました。これを経由して、1 社内定を頂きました。 

3)就職を選択した方は、差し支えなければ内定先を教えて下さい。また、その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内

定を得た企業すべての名前、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、差し支えなければ現時点で希望する業界、職種等を教えて下

さい。  

安川電機 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思

い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の

変化等を教えてください。 

5 年生にかかっての留学という事があった為、昨年から企業研究、選考等を進めていました。ただ、結果的には留学

での経験により志望業界は大きく変わった為、固執する事はよくないと感じております。留学中にも明治から流れてくる

メールには気を配って、機会を逃す事のない様にする事をお勧めします。 

5)進学を選択した方は、差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は、留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

      

 

学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

29 単位 

     単位 

単位認定の申請はしません(理由：既に卒業必要単位

を満たしている為) 

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は、A4 用紙で別途作成し、添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Strategy 戦略論 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１５０分が全体合計で７回 

担当教授 Valentina Richeter 

授業内容 SWOT 分析等の型にはまったビジネスの分析の基礎に関しての授業です。 

試験・課題など 期末テストのみ 

感想を自由記入 出席の必要もなく、スライドもオンラインで見る事が可能です。英語の授業になれる上

では適した授業だと感じました。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Business English１ ビジネス英語１ 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期、2019 年夏学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 参加型講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90 分が１回 

担当教授       

授業内容 文法、語句、ビジネス英語に関して 

試験・課題など 中間試験、期末試験 

感想を自由記入 2 度履修しましたが、2 度とも落としました。内容自体は簡単ですが、単純な英語力を

問う科目ではないため、期末試験前の対策は必須です。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Organization of the Intenational Firm 国際企業の組織論 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が１回 

担当教授 Ilir Hajdini 
授業内容 国際進出している企業の、経営戦略をケーススタディを用いて検討する 

試験・課題など プレゼンテーション、出席、自由参加型講義への出席、期末テスト 

感想を自由記入 講義内容自体は大変興味部会内容だったが、プレゼンテーション等でかなりの学習

時間が必要 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

eBusiness and eService eBusiness と eService 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 参加型講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が１回 

担当教授 Natalia Kryvinska 

授業内容 基本的なオンラインビジネスがどの様な仕組みで動いていて、どの様な業界に影響を

能ているのかに関して。 

試験・課題など プレゼンテーション、期末テスト、レポート 

感想を自由記入 教授はとても親切で、内容もそれほど複雑ではなく英語の授業に慣れていなくてもつ

いていける講義だった。テストに関してもそれほど対策をせずとも、簡単に点を取ること

は出来る。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Makrookonomics マクロ経済学 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期 

単位数 ８ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 Florian Exler 

授業内容 マクロ経済学の全体概要に関して 

試験・課題など 中間試験、期末試験、小テスト 2 回 

感想を自由記入 日本で一度履修していたため、復習を兼ねて履修したが、全く記憶になくかなり時間

を取られた。授業自体は解りやすいが、復習は必須である。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Marketing1 マーケティング 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2018 年冬学期 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が１回 

担当教授 Claus Ebster 

授業内容 マーケティングに関して、世界全体の有名企業を例に出しながら理解を深めていく。 

試験・課題など 期末試験 

感想を自由記入 内容は大変興味深く、教授の英語も聞き取りやすい。出席も必須ではないため、融通

の利きやすい授業だった。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Personalmanagement 人事管理学 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2019 年夏学期 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 参加型講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 Yingchao Zhang 

授業内容 国際企業の人事管理の方法を講義を受け、その後ケーススタディを解く 

試験・課題など 出席点、グループレポート、グループプレゼンテーション、期末テスト 

感想を自由記入 課題の量がかなり多く、内容も深い人事マネージメントまで突っ込むため、時間に余裕

がない場合には履修はお勧めしません。しかし、日本との制度の違い等で本当に驚か

される内容であった為、授業としてはとても価値が有りました。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

International Negotiation 国際交渉学 

科目設置学部・研究科 国際ビジネス学部 

履修期間 2019 年冬学期 

単位数 ４ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に３１５分が合計５回 

担当教授 Patrick Hippman 

授業内容 多文化間で交渉を行う上での注意事項や態度に関してを、クラスメートとのケースワ

ークを通じて練習する。オンラインでの交渉を経験する事も出来る。 

試験・課題など 出席点、期末試験、ケース課題の提出 

感想を自由記入 これから社会人になり、多文化の方々との取引をする上で大変有用な授業でした。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Entsheidungs- und Spieltheorie 意思決定とゲーム理論 

科目設置学部・研究科 経済学部 

履修期間 2019 年夏学期 

単位数 １２ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義、チュートリアル（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が３回 

担当教授 Maarten Janssen 

授業内容 ゲーム理論の基礎から応用方法まで。 

試験・課題など 中間試験、期末試験、課題提出 

感想を自由記入 このコースは他のコースとともに受けるような授業ではなく、一学期間これだけに注力

しても厳しいコースだと思います。私自身、他を全て犠牲にして図書館で勉強しました

が落としました。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Digital Economics デジタル経済学 

科目設置学部・研究科 経済学部 

履修期間 2019 年夏学期 

単位数 ８ 

本学での単位認定状況 無し単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 Daniel Garcia 

授業内容 経済学の観点から、現代の AI,IoT 等に関してを分析する 

試験・課題など プレゼンテーション、期末レポート 

感想を自由記入 とても為になる内容でしたが、最終的にレポートの提出が帰国と被っていしまい提出を

する事が出来ず単位は得られませんでした。教授はインド出身の方で英語の訛が強く

聞き取りに慣れるまでに少々時間がかかりました。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備、試験勉強、留学中、留学後、特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強、選考、出願、留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

 

2017 年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月 TOEFLiBT の試験勉強、インターンシップ 

１０月～１２月 大学間協定留学への出願準備 

２０１８年 

１月～３月 
学内選考 

４月～７月 学内選考の結果発表、先方大学からのアサイン 

８月～９月 留学準備 

１０月～１２月 冬セメスター中間テスト 

２０１９年 

１月～３月 
冬セメスター期末テスト、春休み、夏セメスター開始 

４月～７月 夏セメスター中間テスト、期末テスト 

８月～９月 就職活動 

１０月～１２月       
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留学体験記 

 

留学しようと決めた理由 

私が留学をしようと決めた理由は、2 点有ります。第一に、国際社会での競争力が必

要だと言われ続けている社会の中で、長期間の異文化内での経験はこれからのキャ

リアにおいてプラスになると考えた事です。第二に、日本語以外でのコミュニケーショ

ンに慣れておきたいと考えた為です。本来の目標では、ドイツ語も日常会話レベルま

で上げたいと考えていましたが、英語でコミュニケーションを円滑にすることに時間が

かかり過ぎてしまっ為、目標達成は出来ませんでしたが、3 か国語を話す事が出来

る様になりたいという目標も有りました。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

準備して良かったことは、ビザ申請のための書類を集めた事、事前に留学先で履修

しようと考えている科目の前提知識を学んでから出国した事です。準備不足だったこ

とは、日本に関して興味を抱いてくれる人が想像以上に多いため、日本に関しての

政治的、文化的な面の知識をより多く持っていると話の幅が広がりやすいと感じまし

た。特にアニメ等のサブカルチャーと料理に関しては最低限頭に入れておくことをお

勧めします。また、ドイツ語を学んでおくとより日常生活は楽になるとは思いますが、

決して必須の物ではないと感じました。 
 

この留学先を選んだ理由 

私がウィーン大学を留学先として選んだ理由は、世界的な国際都市で有る点、経済

学で有名なシュンペーターの母校で有った点の 2 点からです。国連の拠点が甘えら

れており、世界一住みやすい都市と言われているウィーンにおいて、様々なバックグ

ラウンドを持った方々と意見の交換を出来ると考えました。加えて、大学にはヨーロッ

パ各国から正規留学生としても、多様な国籍の生徒が所属している事も一因でし

た。また、イノベーション論で有名なシュンペーターがどの様な環境で研究をしていた

のかを体感したいと考えた為です。 

大学・学生の雰囲気 

大学は学部ご毎にキャンパスが別れているため、最も有名な歴史ある古いキャンパ

スで勉強したい場合には、それに対応した学部を選ぶ必要があります。私は、経済

学部の学部棟であった為、イメージしていたキャンパスとは大きく異なっていました。

図書館はそこまで大きくないため、定期試験前は大変込み合います。学生は多様な

国籍の生徒がいる為、話しかけやすい環境であり、試験対策を同じ授業を履修して

いる友人達と行うといった事も出来ました。 

寮の雰囲気 

学生寮に住んでいましたが、大学やウィーン中心街からのアクセスも良く、私が住ん

でいた建物では、他の建物とは独立していた為、窃盗等の話は聞きませんでしたが、

建物次第でそういった事件が起こっているという話は伺いました。金額の面でも、設

備の面でも満足の出来る環境であり、Wi－Fi も登録してルーターを設置すれば不自

由なく使う事が出来ました。洗濯はコインランドリーが台数が限られている事も有り、

少々不自由しました。共用のキッチンでは、週末はハウスキーパーが入らないため、

汚く使いたくない状態になる事もしばしばありした。 
 

交友関係 

友人関係は、最初に参加した ESN のイベントにおいて、同じ寮に住んでいる友達が

出来た為、全く苦労はしませんでした。また、メンターとして付いてくれた大学院生が

しばしばピクニック等の企画をしてくれたため、そこから友人関係の輪が広がりました。

大学においても、グループでプレゼンテーションをする授業が多かったため、その繋

がりで友人が出来ました。後期はタンデムという語学交換を行っていた為、週に 1 度

2 人と日本語とドイツ語をお互い使って話をしていました。学外でのバレーボールチー

ムに 2 チーム所属していた為、そこでも友人の輪を広げる事はできました。 
 

困ったこと，大変だったこと 

特別困った事は有りませんでしたが、大学からのメールが時々ドイツ語のみの事が有

り、友人が翻訳してくれるまではその情報が何に関してなのかが理解できなかった事

です。また、散髪に関しては、ドイツ語しか理解できない方が多かったため、全く注文

の仕方が分からずされるがままに成っていまいました。 

 

学習内容・勉強について 

学習内容に関しては、あまり欲張りすぎない事をお勧めします。私は前期に午前中は

ドイツ語の語学学校に、午後は大学での授業に通いました。最終的に両立は不可の

である事を身を以て感じました。加えて、履修する科目次第では、グループでのプレ

ゼンテーションや課題をこなす事が必須科目も多く、それを嫌な人はシラバスの確認

をしっかりする事をお勧めします。教授に質問をするための時間もある授業が有るた

め、有効活用できると効率的に勉強できます。 
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課題・試験について 

課題は明治での授業よりも圧倒的に多いです。各科目で中間テスト、期末テスト、プ

レゼンテーションが同時期にあるため、効率よく課題をこなしておかないと試験期間

に全く睡眠をとる事が出来ない様になります。また、一つの科目で１２ECTS といった

多くの単位をとる事が出来る授業は、それだけ負荷が大きく、その科目だけで一つの

学期を費やしても良い様な科目であった為、無理なく履修計画を立てた方が良かっ

たと感じました。 
 

 

大学外の活動について 

バレーボールのチームに 2 つ所属していました。その他バーデン大学のの友人が多く

できた為、その友人達と旅行に行くなどをして余暇や休日を過ごしていました。 
 

 

留学を志す人へ 

 

留学中は基本的に日本人のコミュニティと関わらないことをお勧めします。折角海外

で長期間を過ごすチャンスですので、相手の文化を受け入れ、世界中に友人を作る

機会として活かしていくと、充実した大学生活に成ると思います。また、待っていても

与えてくれる人は誰もいないので、自分から積極的に他の人と関わっていきましょう。 
 

 

 

一週間のスケジュール（例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前中 

起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

授業 授業 
図書館で自

習 

図書館で自

習 
授業 寮で自習 友人と散歩 

午後 

図書館 図書館 授業 授業 自習 友人と散歩 友人と散歩 

図書館 図書館 図書館 図書館 図書館 友人と散歩 友人と散歩 

夕刻 図書館 授業 授業 図書館 飲み 
バレーボー

ル 
飲み 

夜 図書館 
バレーボー

ス 
図書館 

バレーボー

ル 
飲み 飲み 睡眠 
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)  
Date：year2019month9day29 

 

School/Graduate School・Major 

At Meiji University 
Economics 

Country of your study abroad Austria 

Name of the host institution University of Vienna 

Study period year2018monthOctober～year2019monthJune 

Grade when you started the 

program 
year4th（year at your departure） 

Grade you belonged to at the 

host institution 
year     （year you have belonged to at host institution） 

School you belonged to at the 

host institution 
 International Business Administration  

 Haven’t belonged to specific school. 

Date of return year2019monthJulyday2nd 

Expected year of graduation 

(from Meiji University) 
year2020monthMarch 

Information of Host Institution  

School type National Public  Private  Other 

Academic calendar 

Semester1 ： Beginning of October ～ End of January 

Semester2：Beginning of March～End of June Semester3： 

     

（e.g./Semester１：Beginning of April～End of July, Semester２：Middle of 

September～Beginning of February） 

Number of students 94,000 

Year of founding 1365 

 

Fees 
Local Currency 

(Euro) 
Yen Note 

Tuition 23 3,000yen Tuition Fee 

Housing 3,020 392,600 yen       

Food 1,500 195,000 yen       

Books and Text 

books 
60 7,800 yen       

School Supplies 100 13,000 yen       

Recreation 1,200 156,000 yen       

Clothes 170 22,100 yen       

Medical 0 0 yen       

Insurance 550 71,500 yen type：WGKK Austrian insurance 

Travel expense 1,400 182,000 yen       

Petty expense 500 65,000 yen       

Other       71,000 yen Travel Insurance 

Other             yen       

Other             yen       

Total 8,523 1,179,000 yen       
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Travel Information 

Route：Outward : From Narita via Dubai to Vienna 
Return; From Dubai to Athen, From Athen via Dubai to Narita 
Travel Expenses 

      Ticket type     Economy 

      Outward       ￥75,000 

      Return         ￥85,000 

      Total          ￥160,000 

Travel company you used, guidebooks, or any other resources you referred during the preparation:  

Flying Emirates, I used 地球の歩き方 

Accommodation 

1）Housing type （e.g.：apartment, dormitory of host institution etc.） 

domitory 

2）Room type 

 Single OR Living with others（Number of room mate2） 
3）How did you find the residence?： 

Uni Wien sent a link for searching a domitory 

4）Comments ：（Describe your life at the housing and advise to students who are willing to study abroad.） 

I didn’t feel any inconvenience but I have heard that some of the other residents had 
solen some staffs from their common kitchen. Thus you should pay much attention for 
your properties. 

Local Information 

1）Have you gone to any hospitals during studying abroad? Are there any clinics or medical offices at the host 

institution? 

No,  

Yes：      

2）Who did you consult with if you have any problems? Is there any specific office where you could consult at 

the host institution? 

A mentor was assingned and she helped me from registering courses to daily 
inconvenience. 
3）How did you get information on risk management ? Have you encountered any dangerous situations or crimes 

during your stay? If yes, how did you deal with the problem?  

I registered Austrian Japanese embassy. And they sent me a mail about at least once in 
a month. 
4）Are there any troubles or comments regarding the use of PC, cell phones, and the Internet?  
（e.g.：The Internet environment at the dormitory was unstable and it stopped once a week. I could connect the Internet at café 

in the town, so I visit it during the time.）  

In the dorm, there were some unstable period of connecting wifi. In the university, there 
were stable wifi so I didn’t feel any inconvenience. Considering the teleom company for 
my phone, I recommend to buy the drei's sim card.  

5）How did you bring your money?  
（e.g.：I opened a bank account at a local bank and asked my parents to make wire transfers. The bank account couldn’t be 

opened before completing alien registration there. I also used my credit card for shopping.） 

I opene an bank account of sony bank. So my parents put mony into it and I withdraw 
that at the ATM. 
6）Are there any items you should have brought from Japan? 

Nothing 

7）【Fee-paying program】The way and timing you have paid the tuition and fee.（e.g.：Paid by my own credit card 

before departure / Opened a bank account and made the payment through it after arrival/ Received the 

information from the host institution before departure/ Informed how to make the payment at the orientation 

after arrival/ and etc.） 
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After Graduation 

1) Career plan after graduation 

Start working    Continue studying    Not decided  Other：      

2) Any documents, book or organizations referred when you decided your career plan.                                                          

After I came back to Japan, I participated in an career forum which is organized by the 
Federation of Economic Organization. Through this event I got an offer. 
3) If you will start working, please mention the company and the reason why you decided to join it. (Not 

mandatory, writing the name of company only is also accepted.) 

※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe which industry you want to 

work for. (not mandatory) 

I had some pillars to choose which company should I work. And this comoany filled every 
single pillars. For example, they had aleready expand in the whole continets and 
guratteed me to work abroad in 8 years. 
4) Any advices or comments regarding your job hunting. 

※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe your motivation toward it or 

any changes occurred on your career plan through studying abroad. 

While staying in the foreign country, you should keep in mind that you need to search 
for a job. Meiji University organizes some events with some other universities for 
exchanged students, so don’t miss that. 
5) If you will continue studying, please write the institution you are going to. 

      

6）Any advices for students who wish to continue studying after studying abroad (about preparation for 

examination, and etc.) 

       

7) If you selected “Other”above, please describe your plan and provide some advices to the students who 

wish to study abroad in the future. 

      

 

Report of your study（Describe the details of all the classes you took） 

1)Number of credits you’ve earned Number of Credits you converted (at Meiji University)  

29Credits 

     Credits 

 Haven’t requested to convert any credits 

(Reason：Ive alredy gotten enough credis 
to graduate.) 

2) Please describe each class you took during studying abroad including advice for students who wish to study 

abroad. If the space is not enough, make another document (A4 size) and attach it to this report. 

Name of the class： 

Strategy 

Faculty International Business 

Duration 2018 Winter Semester 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
none Credit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 150minutes *7 times in totaltimes per week 

Professor Valentina Richeter  

Contents 
the professor explained the way how to use business analysis 
formulas like SWOT Analysis. 

Test, Homework etc. Endterm exam 

Comments / Advice No obligatory attendance. You can see the slides through online. 
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Name of the Class： 

Business English 1 

Faculty International Business 

Duration 2018 winter semester, 2019 summer semester 

Number of credits 2 

Number of credits 

converted to Meiji 
none Credit 

Class style Lcture with class participation（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 1times per week 

Professor       

Contents Grammer, Idiom, terminologies for business situations 

Test, Homework etc. midterm, endterm, class participation 

Comments / Advice 
I took this course for 2 times but I underestimated the class and 
failed for both. 
it is necessary to prepare for taking the endterm exam. 

 

Name of the Class： 

Organization of International Firm 

Faculty International Business 

Duration 2018 winter semester 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 1times per week 

Professor Iler Hajdini 
Contents the analysis for the internatinal firms with using case analysis. 

Test, Homework etc. Presentation, Attedance for 2 piblic lectures, Endterm 

Comments / Advice 
The lecture itself was quite fascinating but I needed so much 
staffs to deal with. 

 
Name of the Class： 

eBusiness and eService 

Faculty International Business 

Duration 2018 winter semester 

Number of credits 2 

Number of credits 

converted to Meiji 
none 
Credit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 
90minutes 1 
times per week 

Professor Natalia Kryvinaka 

Contents 
Explaining how does the eBusiness and eServices are work and 
how does it affect for which industry. 

Test, Homework etc. presentation, endterm, short essay 

Comments / Advice 
The professor was quite an nice lady and she answered questions  
promptly. Its exam was not so tough. 
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Name of the Class： 

Makrooeconomics 

Faculty International Business 

Duration 2018 Winter Semester 

Number of credits 8 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 2times per week 

Professor Florian Exler 

Contents Whole detail of the Maicro Economics 

Test, Homework etc. Midterm, Endterm, 2 quizzes 

Comments / Advice 
It is not so tough course but if u would like to take this course i 
recommend you to have at least basic knowledge og Macro 
Ecomoics. 

 
Name of the Class： 

Marketing1 

Faculty International Business 

Duration 2018 Winter Semester 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 120minutes 1times per week 

Professor Claus Elster 

Contents 
To understand the basic knowledge of marketing with showing 
some concrete examples of international firms. 

Test, Homework etc. Endterm exam 

Comments / Advice 
Its contents were intersting for me and you don’t have to know 
the markeing knowledge. The professor explained them. 

 
Name of the Class： 

Personalmanagement 
Faculty Internatinal Business 

Duration 2019 Summer semester 

Number of credits 2 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style Lecture with participation（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 2times per week 

Professor Yingchao Zhang 

Contents 
Explaing how does international firms deal with the human 
resources. In addition, solve case studies pretending as of the 
interviewer. 

Test, Homework etc. Class participation, report, presentation and endterm exam 

Comments / Advice 
The course needs o deal with great amount of staffs with team 
members. So if you are not afford to do it, I don’t recommend. 
Though it has to be usful for job hunting. 

 
  



International Student Center, Meiji University 

 15

Name of the Class： 

International Negotiation 

Faculty International Business 

Duration 2019 Summer semester 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 315minutes 5 times in totaltimes per week 

Professor Patrick Hippman 

Contents 
Explaining how do we deal with some conflicts within the 
different culture using case problems. 

Test, Homework etc. Participation, Endterm, Case report 

Comments / Advice 
I think It is quite useful to understand how should we deal with 
conflicts before graduaating. 

 
Name of the Class： 

Decision and Game Theory 

Faculty Economics 

Duration 2019 Summer semester 

Number of credits 12 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style Lecure（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 3times per week 

Professor Maarten Janssen 

Contents From basic to application problem about the game theory. 

Test, Homework etc. Midterm, Endterm, Quizze 

Comments / Advice 
This course is too heavy for me to take some other lectures 
simultaneously. I sacrificed all my leisure time for studying this 
course but I failed. 

 
Name of the Class： 

Digital Economics 

Faculty Economics 

Duration 2019 Summer semester 

Number of credits 8 

Number of credits 

converted to Meiji 
noneCredit 

Class style lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 90minutes 2times per week 

Professor Daniel Garcia 

Contents 
Analyzing how does the modern technologies affect for economy 
with using economic point of view. 

Test, Homework etc. Presentation and endterm report 

Comments / Advice 
The content itself was fascinating but the professor had a strong 
accent. thereforre it took time to be familiar with his accent. 

 
Go to the next part↓: 
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Time Chart for the Study Abroad 

Please describe things you have done from preparation before your departure (including 

studying), during your staying abroad, and after returning to Meiji University.  

(e.g.： Studied for language proficiency test, inner screening, application, middle exam (during 

study abroad program), final exam, other events, and etc.) 

 

January ～ March, 

2016 
      

April ～ July       

August ～ September preparation for taking TOEFLibt, Internship 

October ～ December Preparation for applying Uni Wien 

January ～ March, 

2017 
Election in the Meiji 

April ～ July Announcement for the results 

August ～ September Preparatin for studying abroad 

October ～ December Winter semeste 

January ～ March 

2018 
Endterm of the winter semester, Lonb break, Summer 
semester 

April ～ July Midterm of the Summer semester 

August ～ September Job huntung 

October ～ December       
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Report of Study Abroad 

 

Reasons why you decided 

to study abroad 

The reasons why I decided to study abroad were in order to have 
a great career in the recent world, I considered it necessary to 
have wide range of views like understanding cultural gaps. In 
addition, I would like to be familiar with speaking English and 
one more language. This is because I thought it is going to be 
useful for starting career. 

Preparation for study 

abroad (including things 

you should have done.) 

Collecting papers which is necesssary to apply for getting VISA. 
Stocking some knowledges about our Japanese culuture is 
recommendable, since many foreiners are intersted in our 
original, cool cultures like animations.  Thus if you have 
knowledge about these topics, it would be quite useful. 
 

Reason why you chose 

the institution 

There are 2 reasons why i chose this university. First of all,  
the Schunpeter, who is pretty much famous of the innovation 
theory, graduated from Uni Wien. Thus I do wanna feel and 
enjoy the envirnment. 
Secondary, I had heard that there are so many students who 
has other nationalities. THerefoere I thought this was going to 
be great opportunity to get to know many kinds of people. 

Description of the host 

institution and students 

there 

The faculty building was apart from the main campus so I had 
a bit dissatisfied with that environment. The faculty library 
was sometimes so crowded especially in the exam period.  
As for the students there, most of them has really open minded 
and we can easily to become friends with them. 

Description of  the 

dormitory you stayed 

I lived in a student dorm. My flat was apart from the other flats  
so I didn’t feel dangerous at all. Tough some of my friends told 
me that there were some criminal at the other flasts. The dorm 
fee and access for the downtown was acceptable. there were wifi 
but the connection sometimes became unstable. The common 
kitchen sometimes got dirty especially in the weekends.  
 

Friendship and community 

you belong to 

I have gotten so many friends at the dorm, university etc. I 
joined the event which was organized by ESN. Through this 
events it is easy to get some friends. In addition, i joined 2 
volleyball teams and all of them could spaeak English. Finally 
I did japanese-german language exchange with 2 partners. 
 

Difficulties and how you 

overcome those things 

I didn’t feel any difficulties. Sometimes the uni sent me mails 
in German, in that case i saked for my friends to translate in 
English. 
 

About your study and 

research (are of study, 

levels of the classes, 

classmates, how to 

manage your study plans, 

and etc.) 

The level of the studies were totally depending on the course 
which you take. I thought I took too much courses and in the 
end I could not deal with German language course. I should 
have set priorities and not to become too greedy. 
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About homework and 

exams 

Comparing to the Meiji Uni, each of the course has so many 
things to do. Therefore I recommend not to take too much 
coures ,because if you take too much courses you need to 
sacrifice your social life. 
 

 

About extra activities 

I belonged to 2 volleyball team. In addition, I became friends 
with other university students. Thus i spent most of my leisure 
time with them. 
 

 

Messages and advice for 

students wishing to study 

abroad 

Though most of the people who would like to study abroad 
firstly come up with applying English speaking country, i am 
pretty much satisfied with my life in Vienna. It was like an 
melting pot of Europe and noone discriminate for anyone.  
While you stay in the foregin country you should not spend too 
much time with Japanese. If you would like to be a friend with 
Japanes you don’t have to study abroad so you should utilize 
your time. 
 

 

 

 

Weekly schedule during the study abroad (Reference) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning 

get up get up get up get up get up get up get up 

lecture lecture Library Library lecture 
study in 
my room 

picnic 

Afternoon 

picnic Library lecture lecture Library picnic picnic 

Library Library Library Library Library picnic picnic 

Evening Library lecture lecture Library Drinking volleyball drinking 

Night Library volleyball Library volleyball Drinking Drinking sleeping 
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