
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 11月 9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）：国際ビジネス学部，（現地言語での名称）：International Business Administration 

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 ２０１８年１０月－２０１９年６月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部経済学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部４年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     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。 

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。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：学生ビザ 申請先：MA35 

ビザ取得所要日数：1 週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：€１９８ 

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？ 

パスポートの白紙のページ以外のコピー（ユーロ圏への入国印も必要）、無犯罪証明書（翻訳不要、要アポスティーユ）、戸

籍抄本（要翻訳、要アポスティーユ）、銀行口座残高証明書（日本の銀行のユーロ建で可）、Meldezettel、現地の住居証

明書、入学許可証、オーストリアの保険加入証明、パスポート規格の写真、申請書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オーストリア到着後 3 日以内に、寮のオフィスから受け取った書類を役所に提出し、住民票（Meldezettel）の申請をする。 

全ての書類をそろえて MA35 に行き、書類を提出する。多少の不備がある場合でも、受取日までに準備が出来ていれば申

請は可能です。（私自身、海外旅行保険が適用外になっていたことを知らなかったため、不備のまま申請しましたが、受取

日までに持参すればいいと言われたためスムーズに申請が出来ました。） 

受取日と時間を指定されるので、その日にビザを受け取りに行く。 

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 

話に聞いていた以上に、金銭面での負担が大きいと感じました。2016 年から海外旅行保険では申請が出来なくなったそう

なので留意してください。 

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） 

基本的にクレジットカードで生活できるので、現金は最低限で良いと思います。ソニー銀行の Sony Bank Wallet は現地の

ATM で引き出し可能なため、個人的にはお勧めします。携帯電話は SIM ロックを解除した上で、現地で SIM カードを買う事

をお勧めします。私自身は空港に唯一有った、yooopi という携帯会社を使っていますが、かなり使い勝手が悪く国外でのデ

ータ使用方法が未だにわからないため、町中まで我慢してから Tmobile といった有名な会社の SIM を購入する事をお勧めし

ます。荷物は引き取りの時に代金を取られることがあるため、ドイツ語の分かる友人を連れて行った方が無難です。二度の

荷物の受け取りで、ドイツ語が分かる友人がいるときは代金を請求されなかったため、1 度目は何か騙されたのかもしれませ

ん。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 エミレーツ航空 

航空券手配方法 
価格比較サイトを利用しましたが、名前は覚えていません 

※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 Airport 現地到着時刻 15 時半 

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 45 分ほど 

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 

ウィーンは公共交通機関の乗り放題チケットがあるためそれを購入してください。初日はキャンパスには向かっていないため注意点等は不

明 

大学到着日 ９月７日１２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：当日から入居可能でしたが、飛行機の遅れにより寮のオフィス運

営時間に間に合わなかったため。急遽ホテルに 1 泊しました。 

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（トイレ、シャワーが二人で兼用の一人部屋） 

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     

住居の申込み手順 サイトから希望の寮を見つけ、メールによるやり取りを行う。両親の収入証明、入学許可証の添付

が必要 

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？ 

なし 

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 国際事務 9 月 25 日 、学部 9 月 18 日 

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？ 学校の案内、履修申請の仕方、困った時の連絡先の共有等 

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？ 

滞在許可は基本的に現地で行います。手順はビザ申請の欄に記述してあります。 

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？ 

保険の契約、オーストリアの銀行口座開設。主だったトラブルは無し 

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？ 

あり。学生証、Meldezettel、パスポートが必要。キャッシュカードの受け取りまでに 1 週間ほどです。 

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？ 

SIM カードの購入のみ。窓口でスタッフに SIM の挿入までやってもらえます。即日の受けとり、月で€10 ほど 



 

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 12 日～20 日） 

    ☑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？  

あらかじめ現地の学生と同様に１０００ポイントが渡され、自身の優先度に合わせてポイントを割り振ります。随時 Uspace

（Oh-meiji のウィーン大学版）で申請人数等が確認できるため、心理戦の要素が強いように感じられました。学期毎にポイン

トは配布され持ち越しは出来ないので使い切る事をお勧めします。 

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 
起床 起床 起床 起床 起床             

8:00 
ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語             

9:00 
ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語             

10:00 
ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語 起床 起床 

11:00 
                                          

12:00 
昼食                               ピクニック 

13:00 
            マクロ経済学                    

14:00 
            マクロ経済学             ビーチバレー       

15:00 
戦略論             マクロ経済学 ビジネス英語Ⅰ ビーチバレー       

16:00 
戦略論       帰宅 マクロ経済学 ビジネス英語Ⅰ             

17:00 
戦略論 企業組織論                         帰宅 

18:00 
      企業組織論       帰宅 帰宅             

19:00 
マーケティングⅠ 企業組織論 バレーボール                   翌週の課題 

20:00 
マーケティングⅠ       バレーボール 夕食 夕食 夕食       

21:00 
 帰宅 夕食 課題       友人とパーティ

ーへ 

      

22:00 
帰宅 課題 課題       友人とパーティ

へ 

            

23:00 
課題 課題                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝                   



 
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。 

留学先の大学はウィーン大学です。大学の授業自体は全て英語で行われるために、ドイツ語の能力は全く必要なく町中も

基本的には英語のみで生活できます。授業に関しては、初回授業以降は全て出席必須ですが、それ以降は出席不要の物

と出席必須の物に分かれています。私自身は全ての授業に出席しています。驚いたことに、様々な国の留学生がいます

が、その大半がドイツ語は話す事が出来ず、基本的に皆英語で会話しています。個人的には、少し履修を詰めすぎて友人

と出掛ける機会が週末しか確保できなくなってしまったことを後悔しています。 

宿舎に関しては、ルームメイトにも恵まれ、フロア全体で共用のキッチンのため多くの人とコミュニケーションを取る機会が多

く、大変満足しています。 

町中は危険なことがほとんどなく、とても住みやすい街だと感じています。 

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。 

留学というと、英語圏の国々ばかりに目が行きがちですが、本当に必要なのは英語のノンネイティブとも円滑にコミュニケー

ションをとる事が出来る力だと感じています。英語によるコミュニケーションにおいても、出身国ごとに独特の訛を持つ人が多

く初めは苦労しましたが、現在ではかなり円滑にコミュニケーションをとる事が出来ています。ドイツ語を事前に学んでいて、ウ

ィーン大学においてドイツ語で授業を受けようと考えている人は、英語しか話せない人が多くいる事を念頭に置いたうえで留

学先を選ぶことをお勧めします。想像以上に英語の必要性が高い大学です。 

授業の質に関してはクラスによってばらつきはありますが、基本的には私には十分すぎるレベルのものがほとんどです。余暇

を過ごす機会も ESN という団体が様々な企画をしてくれているので暇を持て余す事はほとんどないと思います。 

私自身は、この大学を留学先に選んで本当に良かったと感じているので、視野を広く持って留学先を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year 2018 month November day 9th 

Host University University of Vienna 

Department you belonging to 

at the host university 

☑ I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：International Business Administration 

 I do not belong to any specific department and taking the classes of 

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

Year 2018 month October to year 2019 month June 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of economics and political science Major(field of study)      / Graduate 

school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 4th／Graduate Masters Doctorate year      

Ｉ. How did you find the information to prepare for your departure? Please report and give some 

advises for future exchange students going abroad on what they need to know and be 

informed.  

I recommend you to gather documents in order to apply for the VISA. In addition, you should learn some 

technical things what you plan to take the class for here until you leave Japan. Otherwise u didn’t have any 

knowledge, it is very hard to catch up with the class. Furthermore, u should remember how Japanese Politics 

work and what kind of culture do we have. There are many people who is interested in Japanese culture and 

cuisines than I expected. Therefore if u don’t want to fell a shame of yourself, it’s essential to know more about 

ourselves.  



 

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) ※Please report in detail. 

Type：Student VISA Where to apply：MA35 
How long did it take to get a VISA：one week 

（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：€198 

What kinds of documents were required to submit to apply for VISA? How did you prepare those 

documents? 

Application sheet, Criminal History, a partial copy of a family register, entrance permission for the university, the 

whole page of passport without blanc page, Meldezettel, Certification of Austrian health insurance, a balance 

sheet which shows enough money to stay 

Please report on the details of applying process. 

First of all, you have to visit the city hall with the document passed by the residential office in order to get 

Meldezettel. After that, you should go to the MA35 with all document I mentioned above. It doesn’t matter if some 

of the default exist. You should manage it unless the date of receiving VISA. If u hand them out completely, they 

will show u the date of issue. 

So u have to go to there in that time. 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

No interview 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

Caution; U have to contract Austrian Health insurance. Traveler insurance doesn’t valid. 

Ⅱ-2．Preparation before departing for exchange program （Other topics） 

Please report on any other necessary preparation before your departure. (E.g. Preparation of money, 

purchasing a cellphone, shipments of your commodities, and etc.)  

Most of the shop in Vienna can let us use your credit card. Therefore u don’t have to take much cash. And u can 

withdraw money from ATMs. Regarding a cellphone, u should make your one in the SIM-free condition. And to 

buy SIM at Austria. 

Considering shipments, I recommend u not to receive it without a friend who can speak German. It sometimes 

conspicuous about dealing with money. 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Flying Emirrates 

How to purchase air 

ticket 

I used the app to compare costs but I don’t remember the particular name. 

※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。 

Arrival airport Vienna International Airport Arrival time 15:30 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

☑ Public transportation 

 （ Bus ☑Train）     

taxi  other              

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

I have no idea about the particular time, coz I didn’t go to the university directly. 

Are there any important points to get to the campus? Please inform on the cost of taxi or any 

transportations. 

Here in Vienna, there are some kind of day tickets. Therefore u should choose the suitable one for u. 

Arrival date Month September date 7thtime 15:00  

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

☑No 

If your answer is “No”： it was available to check-in but the just 

because the airplane delay of arrival, I couldn’t reach the office until 

it closed 

Type of housing ☑Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       ☑Other（each of us has own bed room but unit bathroom） 

Room mates Japanese Student ☑International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

☑Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

The university office send me the recommendable sites. And I chose one of them called 

WIHAST. I have to keep in touch with them via email. And all we need to send is income 

document for my parents (in English or German) and the entrance permission for my 

university. Regarding of income document, it is okay to translate by ourselves. But it is 

necessary to change currency from Yen to Euro. In addition, you have to transfer the first 

month fee and deposit. 

Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles 

to find it? 

I decided my resident before departure. The procedure is mentioned above and there is no trouble about it. 

3. Orientation 

Was there any orientation? ☑Yes  No 

Date The faculty orientation was held in 18th September. 

The international one was held in 25th September. 

Was it mandatory to attend? ☑Yes   No 

Did it cost any? ☑No. It’s free of charge.   Yes（Cost：     ） 

Contents (details) They told us the way how to register the class, how to buy the semester 

ticket and how to contact them in the emergency. 



Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

☑Yes  No 

Date of beginning of the class Month October day 1st  

 

Ⅳ. Other process to be completed after arriving 

1．Was it necessary to get any permission of staying after arriving? If yes, where, report on when, and how 

to apply for a permission? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

Yes, it is necessary to get residential permission within three days after you arrive in Vienna. You have to go to the 

city hall with the document passed by the dormitory office. I don’t remember particular but I think it doesn’t cost. 

And after that you have to apply to the VISA at MA35. The details were mentioned above. 

2．Were there any other procedures you completed after arriving? (E.g. medical checkup, inoculation and 

etc.) If yes, report on where, when, and how did you complete them? How long and how much did it take? 

Was there any trouble? 

You have to contract Austrian health insurance.  

3．Did you open any bank account abroad? How did you open it and what kinds of documents were 

required to apply? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

Yes, I opened the account in Bank Austria. It doesn’t cost if u have the certification of the university student. 

There is no trouble. 

4．Did you purchase any cellphone? How did you open it and what kinds of documents were required to 

purchase it? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

No, I bought SIM for here. I recommend your phone make SIM free until u leave Japan. It costs €15 u can keep on 

using it if u pay through the internet. But I don’t recommend to buy it Yooopi.  

 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month     day     ） 

    Online Filling out an application form  Not allowed to register other（     ） 

☑After arriving（approximate date: from 12th September to 20th September） 

    ☑Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register other（     ） 

Was there any priority as an exchange 

student? 

Yes        ☑No 

If your answer is Yes, please report on the details. 

      

If your answer is No, how did you register your classes?  

All of the students have 1000 points per person. And we should allocate them depending on our priority. And u can 

check the maximum number of students in the class and how many people applying for the space. So it seems to 

be the psychological warfare. In addition you can’t carry forward to the next semester. That’s why I recommend you 

to allocate all the point you have. 

If you had registered the courses before departure, could you change or add any classes after arriving? Could 

you register all the classes which you wished to attend? 

      



 

Ⅵ. Weekly Schedule (Please enter your daily life such as class, activities, and self studies.) 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00 
Get up Get up Get up Get up Get up             

8:00 
German class German class Geran class German class German class             

9:00 
German class German class German class German class German class             

10:00 
German class German class German class German class German class Get up Get up 

11:00 
                                          

12:00 
Lunch  Lunch  Lunch  Lunch  Lunch              

13:00 
                                    Pinic         

14:00 
            macrowconomics             Beach 

volleyball  
      

15:00 
Strategy class       Macroeconomics  Macroeconomics  Business 

English 1 
Beach 
volleyball 

      

16:00 
Strategy class             Macroeconomics  Business 

English1 
            

17:00 
Strategy class Organization of 

international 
ffirm 

Come home             Come home       

18:00 
      Organization of 

international 
ffirm 

      Come home Come home       Come home 

19:00 
Marketing1 Organization of 

international 
ffirm 

Volleyball                          

20:00 
Marketing 1       Volleyball  Recap   Dinner  Prepare for 

the nextweek 

21:00 
      Come home Come home Recap        Party        

22:00 
Come home Recap  Recap        Go to party             

23:00 
Recap  Recap  Recap  Go to bed              Go to bed 

24:00 
Go to bed Go to bed Go to bed                         

             
Ⅶ. Feedbacks from the beginning of the program to the present 

Please give us any feedbacks on the host university, your program, classes, dormitory, and your life 

abroad. 

I feel happy to study in the university. Though depending on the class, most of the classes are suitable level and 

understandable. Most of the exchange students are good at speaking English but can’t speak German. So you 

should consider more about the aim of your studying abroad. All of the residents who live in the dorm are friendly 

and helpful. That’s why I’m satisfied with here.  

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university in 

the future. 

There are many people who comes from several kinds of countries. So you can acquire many perspective of 

views. And I don’t know whether this is just in my faculty, but most of the communications are held in English. 

Therefore if u get many exchange student friends, u have to learn not just German but also English.  

At last, it is essential to know Japanese culture and politics and so on. This is because most of the exchange 

students have confidence in their own countries. And if u don’t be a shame on yourself, u should know more 

about Japanese domestic things. In the lecture, there are several cases that japan is exploited as an example of 

the good perspective. This is very interesting to know how we are seen by foreigners. Anyway I recommend to 

study here in the University of Vienna. 

 


