
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 12月 19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）：経営学部，（現地言語での名称）：Bachelor’s Program 

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2月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部会計学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３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。 

出発前から留学先の国際教育事務室に問い合わせて同学部のバディを手配してもらい、彼女にいろいろ聞きました。不安

なことも多くあると思うので、諸手続きは現地の方に手伝ってもらうのがいいでしょう。ウィーン大学の日本学科には日本人留

学生のためにバディを手配してくださるので、そちらを頼ってもいいでしょう。寮に関しては返信がとても遅いので、早めにしつ

こくメールしておくのをお勧めします。６月までに家を決めておくと安心です。僕は家を決めずに渡航し、８月の末はホステル、

９月の間は語学コースの寮に住みながら家を探し、９月中旬に今の家に決まりました。ドイツ語と英語で電話やメールをしたり

と中々骨の折れる作業だったので、早めに済ませておくといいでしょう。言語は意外と英語が通じるので、ドイツ語に自信がな

くても大丈夫だと思います。少し面倒ですが、９月の語学コース（Sommerintensivkurs）に参加しておくとウィーン訛りのドイツ 

語に慣れたり、他の日本人留学生と友達になれたり、暮らしに慣れたり、ドイツ語が上達したりといいことづくめなので参加を

お勧めします。（少し高いですが。）学生証がもらえる大学のレジストレーションセッションは何回か行われるのですが、それも

９月くらいのものに参加しておくと定期券の入手が早まって良いです。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：１８０日以下のため、ビザなし 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？ 

ビザではないのですが、入居（ 入国ではないです） から３ 日以内に住民票のようなもの、”Meldezettel”の登録が必要で

す。区役所に行き、そこで書きます。（パスポートが必要です）項目が全部ドイツ語なので多少面倒ですが、インターネットに

書き方が載ってます。僕は大家さんに大体書いてもらいました。これに関しても現地の方を頼るといいでしょう。また、留学生

オフィスもすごく丁寧に対応してくださるので、そちらを頼ってもいいと思います。この Meldezettel を済ませておかないと、学

生定期券が買えません。（正確にはこの Meldezettel を提出した時に帰ってくる証明書と、留学先の有効な学生証が必要）

早めにこれを済ませておくと気が楽になります。 

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） 

出発時、現金は成田空港で両替し、500 ユーロほど持っていました。携帯電話はシムロックがかかっているので、新たにシム

フリーのものをアマゾンで買い、今はポケットワイファイのように使っています。シムは drei というキャリアのものですが、

T-mobile の方が安いそうです。（それでも月 10 ユーロほど）到着当日にバディに連れられて店に行きました。荷物は大きい

バックパックと大きいスーツケース一つずつでした。ドイツ語の辞書とか書類系は大事なものでない限り、かさばる上に大体の

ケースはスマホだけで済むので持って行かないでも大丈夫です。 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 トルコ航空 

航空券手配方法 HIS   ※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 ウィーン国際空港 現地到着時刻 7:00AM 

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（バディ） 

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 

ホステルはウィーン西駅（Westbahnhof）にあったので、そちらまでの行き方を記載します。Flughafen Wien(空港) -> Wien 

Mitte（電車で 30 分ほど）->徒歩で U3 Landstraße（地下鉄）->U3 で Westbahnhof 電車とトラムは一回 2.40 ユーロです。

乗り換え込みでも目的地までで一回料金です。電車に関する注意点としては、改札のかわりに押印する機械が置いてある

だけなので、知らずに乗ってチケットチェックに遭遇すると 100 ユーロ取られます。U1/U2/U4 の Karlsplatz 駅、U1/U2 の

Praterstern 駅、Westbahnhof を始めとする U6 とその沿線は治安が悪いので気をつけて下さい。 

大学到着日 8 月 26 日 9 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 22 日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        ☑その他（間借り） 

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（オーストリア人の大家） 

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 Facebook で直談判 

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？ 

９月にある語学コースの間の寮は渡航前に見つけました。１０月からの家は９月の間探して中旬に決まりました。 

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 大学のものは９月上旬、学部のものは９月下旬 

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？ 大学の方は事務手続き等、学部関連のものはキャンパス紹介のような側面が強かった。 

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 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？ 

180 日以内であれば在留許可の必要はありませんが、ウィーンに住む人は全員前述の Meldezettel の提出が必要になりま

す。提出は入居３日以内、場所は区役所、料金はかかりません。 

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？ 

特にないです 

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？ 

いいえ。VISA カードがあると本当に便利なので、半年留学の方はそれを持つのを強くお勧めします。 

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？ 

シムを買いましたが、書類は必要ありませんでした。プリペイドで月 10 ユーロのものです。一度携帯電話の番号が不正利用

されたか何かで勝手に使えなくなりましたが、キャリア側も原因がわからなかったようなので、新しいシムを買って済ませまし

た。 
 

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 17 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？  

留学生オフィスに言われたようにOh-o! Meijiのようなシステムで登録しました。しかし、時間割が出てくるわけではないので、

semesterplanner というウェブサイトも活用しつつ、理趣登録をしました。 

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？ 

      

 



 

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 

6:00    起床/朝食    

7:00 
                                          

8:00 
      起床/朝食 起床/朝食 金融工学    

9:00 
起床/朝食             金融工学 起床/朝食 起床/朝食 起床/朝食 

10:00 
      マーケティン

グ 
経営工学                         

11:00 
趣味 マーケティン

グ 
経営工学 買い出し 趣味 趣味 趣味 

12:00 
                  帰宅 昼食（家）       趣味 

13:00 
昼食（家） 帰宅 帰宅 昼食（家）       カフェ 昼食（家） 

14:00 
      昼食（家） 昼食（家）       タンデム 美術館 趣味 

15:00 
趣味 趣味       ガムラン タンデム 美術館 趣味 

16:00 
趣味 趣味       ガムラン タンデム 美術館 趣味 

17:00 
友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 タンデム 帰宅 友人と通話 

18:00 
友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
友人と通話 友人と通話 日本学科交

流会 
友人と通話 友人と通話 友人と通話 友人と通話 

21:00 
風呂 風呂 日本学科交

流会 
風呂 風呂 風呂 風呂 

22:00 
趣味 趣味 帰宅 趣味 趣味 趣味 趣味 

23:00 
就寝 就寝 風呂 就寝 就寝 就寝 就寝 

24:00 
            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。 

生活コストが高いです。貯金があるといいです。JASSO 奨学金だけだと少し心もとないかもしれません。知人から業務スーパ

ーの奨学金の事を聞いたのでここでお勧めしておきます。買い物に関してはBillaでCleverというブランドを中心に買って生活

費を浮かせています。家賃の相場は 400 ユーロぐらいです。僕は月 380 で暮らしてます。住む区は交通アクセスが良く、大 

学にも近い 2,8か9 をお勧めします。大学は予算のせいか、診療所も学生相談所もないです。授業の質は正直あまり明治と

変わらないです。生徒の質は高めだと思いますが教員、特に正規雇用の教授はやる気がないので、ある程度自分で勉強す

る事を求められます。ドイツ経営学を学びに来たのですが、参考にしている論文は全てアメリカのものでした。また、会計学の

授業は０に等しいです。ただ金融工学と経営工学が学べる環境はありがたいです。ただ事前必修を取らずに挑む事になるの

で、週末の半分を勉強に費やす事になります。僕の「趣味」と書いてあるところの半分は授業用の勉強になっている事が多

いです。 

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。 

TOEIC800 点くらいの英語力とゲーテドイツ語検定 A1 を持っていれば十二分に暮らせます。留学を目的と捉えずに次のより

大きい目標に行くための通過点だと解釈すると留学先で満足したり燃え尽きずに済むと思います。就活は帰国後でもできる

事がわかっているので、３年後期で留学をしようと思っている方も心配はしないで大丈夫だと思います。留学前にキャリアフ

ォラムとかの下見に行っておくとそれ関連の不安も拭えると思います。 



Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year 2018  month 12 day 19 

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 10 to year 2019 month 2 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Business Administration Major(field of study) Accounting / Graduate 

school of Major 

Year (before departure) Undergraduate: year 3／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 found the information mostly va Internet. You don’ t really have to know that much of a information before 

hand, as you will get it as soon as you arrive. However, I found some information about administration 

(Meldezettel), some laws(burqa ban), and student life very helpful. I really recommend that you contact the 

exchange student office at University of Vienna for a buddy as soon as you are confirmed that you are going 

abroad. 

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) . 

Type：No visa (under 180days) Where to apply：      
How long did it take to get a VISA：      Cost：      

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

There were no visa needed for me. However, everyone who will live in Vienna will need to write this paper 

called “Meldezettel”. It is something similar to confirmation of living, or “Ju-Min-Hyo” in Japanese. However, 

you’ll also get that info from the exchange student office since they are very helpful. I recommend you attend 

the earliest administration session after arrival, since you will be given some very important informations about 

your stay in Vienna. 

Please report on the details of applying process. 

      

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

      

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

      

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.)  

JASSO scholarship isn’t too much, so I would recommend you to have some savings. For Cellphone, I’ve 

bought a sim-free phone off of Amazon, and bought the sim card in Vienna. Although my buddy helped me out 

for the first time, it was pretty straight forward. I use a sim from “drei”, but I recommend T-mobile because it’s 

cheaper. For luggage, I brought everything with one backpack and one suitcase. 



Ⅲ．After Arrival

1. Arrival Information

Airline Turkish airline

How to purchase air 

ticket
     HIS 
※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      Flughafe Wien Arrival time      7AM

How to get to the campus
Pick-up of host 
university

Pick-up of 
your friend 
Buddy

 Public transportation 
　 （ B u s T r a i n）　　　
　　

taxi　 o t h e r     　　　　
　　　　　　　　
　　　　

How long did it take 

from the airport to the 

campus?

     it took about 45 minutes by train.

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

transportations.

     one fare cost 2.40 euros.
I went from the airport to my first place of stay, which was hostel, by going from 
Airport -> Wien Mitte  (by train) -> Landstraße (Walk)-> Westbahnhof (Subway U3, orange one)

Arrival date month  8   date  26   time   9AM  

2. Housing

Did you check-in 

s o o n a f t e r 

arriving?

Yes 
No

If your answer is “No”：The date you checked-in was… 
month 9    day     22

Type of housing Dormitory　　　　　　 Apartment　　　　　   Other（   lodging  ）
T y p e o f t h e 

room
Alone　　two persons　　　　　  Other（     ）

Room mates Japanese Student International Student  Other（  Austrian Landlord  ）
How to find the 

accommodation 
Recommendation from host university 　by yourself　　　 Other（     ）

Details of the 

application
     Via Facebook

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

troubles to find it?

     I had to spend the whole month trying to find the place to stay. Austrian companies reply very late so 
you might want to act early. It’s best if you start searching for your accommodation around March or April.

I’ve spent the first week in hostel, and then spent the whole September in a dorm (for language course), and 
then moved to the current place at the 22nd of September. 



3. Orientation

Was there any orientation? Yes　　No

Date   For University; Early September, For faculty: Late September

Was it mandatory to attend? Yes　　　No

Did it cost any? No. It’s free of charge.　　　Yes（Cost：     ）
Contents (details)      For the university one, it’s basically all the administrative stuffs.

For the faculty, it’s more of an “intro to campus” kind of event.

Was there any special guidance 

arranged for exchange students?
Yes　　No

Date of beginning of the class month   10  day  1   

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?

         You  need  to  write  a  “Meldezettel”  within  3days  of  arrival  (Not  in  the  country,  but  in  the 
accommodation) You get the paper at the district office, and you fill it out there. It doesn’t cost anything, but 
you’ll need to bring your passport with you. You can get the information about this on  internet, or even at the 
administration session at university. You can go ask the exchange student office at University of Vienna for 
any help.

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?

     No

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?

     No. However, having a VISA card will help out a lot, so I really recommend it.

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?

     I bought it off of Amazon in Japan, but  I bought the sim card in Vienna. I didn’t need any document to 
buy it. It’s a pre-paid one, and it costs about 10 euros per month. I use a “Drei” sim, but I recommend T-
mobile because it’s cheaper.

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: around month  9   day  17   ） 
    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? 

The system is pretty similar to the one from Meiji University, so I just followed the procedure. Also, you can 
get the information at the administration session at University of Vienna.

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

6:00                   Wake up/
 breakfast

                 

7:00                                          

8:00       Wake up/
 breakfast

Wake up/
 breakfast

Finance                  

9:00 Wake up/
 breakfast

            Finance Wake up/
 breakfast

Wake up/
 breakfast

Wake up/
 breakfast

10:00       Marketing Industrial 
engineering

                       

11:00 Hobby Marketing Industrial 
engineering

Grocery
Shopping

Hobby Hobby Hobby

12:00             Get home Lunch at
 house

Hobby

13:00 Lunch at
 house

Get home Get home Lunch at
 house

      Lunch at
 house

Lunch at
 house

14:00       Lunch at
 house

Lunch at
 house

Tandem
 session

Art 
museum

Hobby

15:00 Hobby Hobby       Gamelan 
course

Tandem
 session

Art
 museum

Hobby

16:00 Hobby Hobby       Gamelan 
course

Tandem
 session

Art 
museum

Hobby

17:00 Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Tandem
 session

帰宅 Voice chat 
with friends

18:00 Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

19:00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner

20:00 Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Japanology
“Nomikai”

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

Voice chat 
with friends

21:00 Bath Bath Japanology
“Nomikai”

Bath Bath Bath Bath

22:00 Hobby Hobby Get home Hobby Hobby Hobby Hobby

23:00 Sleep Sleep Bath Sleep Sleep Sleep Sleep

24:00 Sleep

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.



※ Please add extra pages to this format if its space is not enough. 

※ Please note that this report might be published for the public relations of Meiji University including 

its website, “Study Abroad Guidebook”, and so on. 

International Student Office of Meiji University 

1-1, Kanda Surugadai Chiyoda-ku, Tokyo 101-8301 

Email：kokusaik@meiji.ac.jp  TEL: 03-3296-4487 

     The program is pretty okay. The students seems to be more motivated than students in Japan. However, 
the teachers, especially the professors seems to have no interest in teaching what so ever, so you’ll need to 
study some content by yourself, which irritates me and most of the other students. 
Although some classes are in English, the teachers’ English isn’t the best. They usually have a very thick 
accents with messy handwritings and spelling issues.

The facility isn't the best. It doesn’t have any nurse office nor counseling/therapy room.
The living cost is just simply high. Only JASSO scholarship won’t cut it. You’ll need to bring some savings 
with you. 

The environment is overall very different, but not necessarily “better”. 

I came to Vienna to learn the “Betriebswirtschaftslehre”, which is a German style of business administration. 
However, all the papers referenced were from the U.S.. I was hoping to see some German last names in 
textbooks, but that didn’t happen either.

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

     Although I’ve criticized the program pretty hard above, I still think that Vienna is a good place to utilize 
3 languages:  German, English,  and Japanese.  You’ll  have no problem with living as long as you have a 
TOEIC score of around 800 and A1 certificate from Goethe Institut. 

I think you’ll have a better experience if you perceived this exchange study as a step for your bigger goal, 
rather  than the  goal  itself.  If  you only  want  to  go abroad just  because  it  is  out  of  Japan,  then I  would 
recommend going to Vienna during the vacation.

Some people may have job-recruiting period coming during the exchange studies period, but there is some 
opportunities after you return, so I don’t think you need to worry about that topic.

mailto:cip@mics.meiji.ac.jp


キャンパス（経営学部）と主に式典を行う講堂 

講堂にある回廊と中央図書館 



 

経営学部のキャンパスの大教室 

９月の語学コースの間に住んでいた寮（家賃は４５０ユーロ） 

９月に住んでいた寮のシャワーと１０月から住んでいる８区の家（戦前に作られた建物”Altbau”です） 



１０月から住んでいる家のキッチンと自室（家賃は380ユーロ） 

１０月から住んでいる家のリビングルームと近所の風景 

ガムラン音楽の授業を行っているインドネシア大使館 


