
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 10月 25日 

留 学 先 大 学 パッサウ大学 （ドイツ） 

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）：法学部，（現地言語での名称）：Juristische Fakultat 

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 2019年9月－2020年8月 

明 治 大 学 で の 所 属 法学部法律学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部2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。 

留学先大学からの資料や明治大学からの資料、ドイツ大使館の情報やドイツに留学した方の記事をインターネットから調べた。あとは洋

服や変圧器やプラグなどを準備した。自分の場合は自分のいく大学に行った人の留学体験記がなかったのでネットで色々調べました。去

年の夏にケンブリッジに短期留学したので持ち物の不安は特にありませんでした。友達がくれたコンソメやダシなどの調味料を持って行っ

てよかったです。重量を超えないように考えながら荷物を準備したりビザをなるべく早く申請した方が楽だったかもしれません。ドイツは義

務ではありませんが心配な人はワクチンを打ったり、交通手段など積極的に調べ行動することが大事です。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：学生ビザ 申請先：Passau の Rathaus (役所)へ 

ビザ取得所要日数：1 ヵ月ほど 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：85€ 

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？ 

Passport-出発前に準備, Financing Document-日本で閉鎖口座を開設, University enrolment certificate-オリエンテーション期間に大

学から取得, Health insurance certificate-現地の保険会社から取得, パスポートの写真-羽田空港で撮影。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ドイツでは事前に半年の入学準備ビザの申請ができましたが、到着後に一年の学生ビザの申請ができるのでそちらにしました。日本で集

めるべき書類を集め、現地の役所で住民登録をしながら大学と保険会社からcertificateを取得し申請しました。現地の学生が手伝ってく

れます。ドイツについてから 1,2 週間くらいで申請できました。 

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 

現地に行く前に一年の申請ができなかったため、現地で申請しました。ただ日本国籍の方は 90 日は滞在できるので特に心配はありませ

んでした。Expatrio の閉鎖口座を作りましたが現地の口座に資金を移すのに VISA が必要だったのですぐに引き出すことはできませんでし

た。 

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） 

やはり閉鎖口座を準備したり、情報収集、e-sim の購入。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA とオーストリア航空 

航空券手配方法 
ANA のサイトから直接 

※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 ミュンヘン空港 現地到着時刻 10 時 30 分 

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 空港から 2 時間から 2 時間 30 分 

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 

バイエルンチケットで 25€。 ミュンヘン空港からバスで Freising 駅へ、そこから電車で 2 時間で Passau 駅。大学から行き方の案内が来

ました。 

大学到着日 9 月 19 日 15 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 20 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（1 人部屋ですがキッチンは共同） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（インドからの留学生とドイツ人） 

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 大学に願書を提出するタイミングで寮も申請し、8 月あたりに詳細が送られてきました、3,4 箇所あ

るので近くにして欲しいなど希望を伝えることも可能です。 

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？ 

渡航前に確定していました。現地に着いてから探している人や学生寮じゃないところに住んでいる人もいましたが、その人たちに比べやす

かった気がします。 

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 月 23 日から留学生用のオリエンが 1 週間、学部ごとのオリエンが 1 週間。他の大学に比べしっ

かりしていたように思えます。 

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？ オリエンテーションの参加は義務でしたが、オリエンテーション旅行の参加は自由で 1 日でただの

ものや数日間でベルリンやお城を回るものもありました。そちらはお金がかかりますがだいぶ安かっ

たです。オリエンテーション自体は学生証の手続きや銀行開設、保険会社と契約や住民登録、

VISA 申請をしました。 

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 15 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？ 

渡航してから大学から寮の契約書をもらい 2 週間以内に役所へ行き住民登録をする。住民登録自体は即日タダでできる。そこから保健

や銀行口座の手続きをし入学の certificate を持って役所に VISA の申請に行く。VISA の申請や住民登録は役所に行き順番を待たない

といけない。早めに行き番号をもらう。英語でも通じるがはっきりすることを述べる必要がある。 

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？ 

住民登録と VISA の申請以外特に必要なし。VISA のための銀行と保険くらい。 

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？ 

銀行でアポイントを取り 3 日後に開設できました。パスポートがあれば大丈夫でした。カードなども 1,2 週間で届いたので割とすぐできたと思

います。 

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？ 

e-sim を購入して日本で購入した携帯をそのまま使った。  

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（10 月 2 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？  

Oh-meiji のようなサイトから登録したい科目を選び申請をしました。語学の授業など人気のものは抽選になりました。抽選に当選せず

waiting list になっても初回の授業に参加すれば登録できるように先生に移してもらえました。体育だけは違うサイトから登録をして、登録

料で 15€かかります。 

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 
睡眠 睡眠 睡眠 朝 食 や 身 支

度、登校 

朝 食 や 身 支

度、登校 

睡眠 睡眠 

8:00 
朝食や身支度 朝食 朝食 授業⑥ 授業⑨ 朝食 朝食 

9:00 
登校 片付け、身支度 片付け、身支度 授業⑥ 授業⑨ 自由時間 洗濯 

10:00 
授業① 登校 登校 授業準備 授業① 自由時間 掃除 

11:00 
授業① 勉強 勉強 昼食 授業① 自由時間 勉強 

12:00 
授業② 昼食 昼食 授業⑦ 昼食 昼食 昼食 

13:00 
授業② 勉強 授業準備 授業⑦ 勉強 整理整頓 掃除 

14:00 
昼食 勉強 授業⑤ 授業④ 勉強 登校 整理整頓 

15:00 
授業の準備 授業準備 授業⑤ 授業④ 勉強 フットボール 運動 

16:00 
授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑧ 買い物 フットボール 散歩 

17:00 
授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑧ 下校 フットボール 散歩 

18:00 
買い物 勉強 買い物 買い物、帰宅 自由時間 下校 お風呂 

19:00 
下校 勉強 下校 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
夕食 クラブ活動 夕食 片付けや風呂 お風呂 お風呂 ストレッチ 

21:00 
お風呂 クラブ活動 お風呂 友達と語る ストレッチ ストレッチ 勉強 

22:00 
勉強 夕食、お風呂 勉強 友達と語る 勉強 勉強 勉強 

23:00 
勉強 勉強 勉強 少し勉強 勉強 勉強 勉強 

24:00 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 



 
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。 

① 留学先大学について、とても国際色豊かで様々な国から学生が来る。英語かドイツ語が飛び交っているようである。日

本人は少なく交換留学生は AIU から 2 人、武蔵大学から 1 人、明治から 1 人、正規の大学院生が 2 人というくらい。

（25.10.2019 時点）とても綺麗なキャンパスで昼食も安く美味しい。学部ごとに校舎があり横に広いためはじからはじま

では歩いて 10 分くらいかかる。 

② 授業について、ドイツ語で開講されているものと英語で開講されているものがある。英語だけでも学ぶことができるが外

国語を学ぶ際は英語ではなくドイツ語で開講されるものや現地の言葉で開講されるものがあるので確認が必要。 

③ プログラムについて、履修登録期間が長く、学部は 4 つだが様々な授業が開講されている。ただ試験を受ける際には履

修登録とは別に受ける試験の登録をしなければいけないサイトがある。 

④ 学生寮について、何箇所かあり近くにバス停やスーパーが多く過ごしやすい。場所によっては完全に個室もあるが、共

同キッチンのところもある。元から電子レンジや調理器具もあったのでとても楽だった。学生証を見せればバスも乗り放

題で自分の寮からはバスを使い 15 分で大学についた。寮のパーティーなどもあり、運が良ければとても仲良くなれたり

する。とても快適。 

⑤ 生活全般について、生活費も週に 30€あれば普通に暮らせるし治安も夜や早朝でもとても良い。田舎にあるかもしれな

いがその分過ごしやすく自分次第ではどのようにも過ごすことができると思う。外食は高いが物価は安く感じる。エコバッ

クは必需品。まだ一ヶ月ほどであるが素晴らしい環境で学ぶことができ素晴らしい仲間と会うことができた。大学はオフィ

ス時間こそ午前中で短いもののサポートもしっかりしてくれる。ドイツ語がほぼできない状態で行ったが英語でもなんとか

生活はできる。時差もそこまできつくはない。気温も日本ほど風もなくとても過ごしやすいと思う。これから寒くなるとは思

うが思ったより寒くはないと思う。田舎なのでコンパクトで非常に過ごしやすく綺麗な街並みで歩いてオーストリアにも行け

る。こちらに在住の日本人の方と知り合うことができ色々サポートをしてもらっていて本当に過ごしやすい。 

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。 

まだ一ヶ月しか経っていませんが日本に帰りたくないくらい生活にも慣れ素敵な仲間とも出会えました。パッサウ大学は大き

な大学ではありませんがその分コンパクトで過ごしやすく自分の行動次第では国際色豊かに過ごせますし、日本人もあまりい

ないので本当に成長できたり、現地のドイツ人と一緒に授業を受けたり、ドイツ人や様々な国から留学生が来るのでイベントも

多く宗教や政治など様々な話もできます。ミュンヘンへ 25 ユーロで行けるのでそこで日本のものにも触れることができます。

もし学びたいものがあり選択肢の一つにパッサウ大学があるのなら私はこの大学を強くお勧めします。明治大学でおそらくパ

ッサウに来たのは 1 人目ですがこんなによく過ごせているし留学を迷っているなら行くという選択をして欲しいです。初めての

1 人暮らしをドイツでしています。もちろん大変なこともありますがそれも含めてよい経験ができます。もし余裕があれば積極

的にイベントに参加してみてください。最初のスタートダッシュが鍵ですし友達や外国人と触れ合う機会がぐっと増えます。留

学に向けてGPAや語学試験を受けるなど大変だと思いますが頑張ってください。自分が留学で大事だと思うものは情報と行

動力です。他の学生とは違う動きをしたり、手間が多いかもしれませんが、頑張って留学に行くことで得れるものは大きいと

思います。留学への一歩を踏み出してみてください！ 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year 2019 month h10 day 25 

Host University Passau University 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：School of law 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

Year 2019 month 9 to year 2020 month 8 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of law Major(field of study) law / Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 2／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 searched for information on University of Passau or some articles about Passau in the internet and send an email to 

University of Passau. In addition, prepare some goods, such as wearing.  

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

Type：Student VISA Where to apply：Passau Rathaus 
How long did it take to get a VISA：about 1 month 

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

your VISA?） 

Cost：85€ 

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

documents? 

University enrolment certificate, Health insurance certificate, Financing certificate, passport, recent photograph 

Please report on the details of applying process. 

Resident permit, gathering documents from University and company, submit documents  

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? 

Almost nothing but I had to wait for transferring money from my block account until I got VISA. 

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

Please report on any other necessary preparation before your departure.  

Buy an e-sim on my cellphone, and learn German, open block account. 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline ANA (All Nippon Airways) 

How to purchase air 

ticket 

Homepage in ANA 

※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 Munich Arrival time 10:30 

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? 

From 2 hours to 2.5 hours 

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

transportations. 

25euro by Bayern-ticket. Using bus from Airport  to Freising station. Then take train directly to Passau. 

Arrival date Month 9 date 19 time 15 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

Month 9 day 20 

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（Alone but kitchen is common） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（Indian and German） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

Send request in March and confirm dormitory one or two month ago. 

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

to find it? 

I decided before departure because University of Passau introduced dormitory to me. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 23.09-14.10 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details) University of Passau explained a lot of information about class, campus and 

University for students.  

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class Month 10 day 15 

 



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. In two weeks, I had to request resident permit at Rathaus. 

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? 

VISA, and bank account, and 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? 

I opened bank account of Sparkasse. It takes about a week and I had to bring only passport. 

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 e-sim in Japan in the internet. It is good.  

 

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     day     ） 

    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?  

I registered on Stud.ip, which is a homepage like Oh-meiji in order to register classes or something.  

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 
Sleep Sleep Sleep Breakfast Breakfast Sleep Sleep 

8:00 
Breakfast Breakfast Breakfast Class6 Class9 Breakfast Breakfast 

9:00 
Going to uni. Free time Free time Class6 Class9 Free time Laundry  

10:00 
Class1 Going to uni. Going to uni. Prepare for 

class 
Class1 Free time Cleanig  

11:00 
Class1 Studying Studying Lunch Class1 Free time Studying 

12:00 
Class2 Lunch Lunch Class7 Lunch Lunch Lunch 

13:00 
Class2 Studying Prepare for 

class 
Class7 Studying Free time Cleanig 

14:00 
Lunch Studying Class5 Class4 Studying Going to uni. Exercise 

15:00 
Prepare for class Prepare for 

class 
Class5 Class4 Studying Football Walking 

16:00 
Class3 Class4 Class5 Class8 Shopping Football Walking 

17:00 
Class3 Class4 Class5 Class8 Going to home Football Bath 

18:00 
Shopping Studying Shoppong Going to home Free time Going to home Stretch 

19:00 
Going to home Studying Going to home Dinner Dinner Dinner Dinner 

20:00 
Dinner Club activity Dinner Take a bath Take a bath Take a bath Stretch 

21:00 
Take a bath Club actuvity Take a bath Chatting Stretch Stretch Studying 

22:00 
Studying Dinner Studying Chatting Studying Studying Studying 

23:00 
Studying Studying Studying Studying Studying Studying Studying 

24:00 
Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep 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. 

1, It is good because this University is International. There are 5 Japanese students. Each faculty has own 

building, it takes 10 mins walk from edge to edge of Uni. 

2, Classes are in English or German. You have to check the language. 

3, There are a bunch of lecture or seminar. You can register a lot of classes, but you have to register Exam on 

HIsquis apart from classes. 

4, I can live conveniently because there are several supermarkets and bus stops near dormitory. It takes 15 mins 

to Uni by bus. 

5, It is great place to study here Passau. Because of nice place and a lot of support by Uni and a Japanese 

person, who lives in Passau, you can manage your study abroad as you can.  

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

the future. 

I am enjoying my study abroad. I got lots of friends. Moreover, there are few Japanese so I can grow up rapidly 

and many students come from various countries. If you are interested in Germany, I will advise you to come 

Passau. When you choose Passau as University to study abroad, you can experience a bunch of amazing 

things, and notice a lot of things. If you wonder if you should study abroad or not, I will strongly suggest that you 

decide to study abroad. I hope you can obtain the right to study abroad to University which you want to go, and 

your successes. Take care of yourself. 

 


