協定留学近況報告書
記
留

入
学

先

日 2019年 10月 9 日
大

学 コペンハーゲン大学
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）

留学先での所属学部等

※学部等名（日本語）：人文学部，（現地言語での名称）：Faculty of Humanities

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 8 月－ 2020 年 7 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

２

年生／研究科

専攻 /
博士前期課程

研究科
博士後期課程

専攻
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。


協定留学者向けのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝで、明治大学から配られた資料を読み、その手順や注意事項に従いながら準備を行った。



私たちが行く年から協定が始まったため、以前に明治から派遣された先輩がいなかった。そのため他大学の方の情報を参考にし
た。例えば「コペンハーゲン大学 留学報告書」と検索して、他大学の先輩の報告書を読んだり、他大学のコペンハーゲン大学に留
学をしていた先輩にお話を伺ったりした。



準備の抜け・漏れがないかを確認するために、明治大学で行われている留学カウンセリングを利用した。



大使館にビザ申請に関して必要な情報をメールで問い合わせをしたことで、公式な情報を確認することができた。



ビザ取得にとても時間がかかるので、コペンハーゲン大学からの指示を待っている間に予約だけでも先にしておくべきだった。

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）
ビザの種類：Residence Permit
ビザ取得所要日数：約 2 ヶ月
（申請してから何日／週間要したか）

申請先：デンマークビザ申請センター
ビザ取得費用：申請費用：DKK１,９００ (約 30,400 円)＋
ビザ申請センター利用料金：３,７５０円

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？


ST1application form: コペンハーゲン大学から 5 月頃に Kumail(現地大学のメアド)に送られてくるので、その書類にパソ
コンで上書き入力をする。 ※すべて大文字での入力なので注意。



申 請 費 用 支 払 い レ シ ー ト : Case Order ID と 呼 ば れ る も の で 、 New to Denmark と い う サ イ ト
（ https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Study/Higher-education?anchor=howtoappl ） で の 支
払い後に届くメールがレシートとなる。



パスポート全ページのコピー ※表裏のカバー及びスタンプが押されていないページもすべてコピーが必要。



英文在学証明書: 証明書自動発行機から発行。 ※手数料 300 円



銀行の残高証明書（DKK6,166（約 10 万円）/月×滞在月 分が入った銀行口座）: <ゆうちょ銀行の場合>通帳、印
鑑、顔写真付き本人確認証を持って郵便局の窓口へ。手数料は 510 円で発行には 30 分から 1 時間かかった。（英
文で、単位は DKK を選べなかったので＄で発行。銀行により発行に数週間かかる場合もあるようなので注意。）
※本人名義で 30 日以内に発行したもの。

具体的な申し込み手順を教えて下さい。
① New to Denmark というサイトで Case Order ID を発行。申請費用をクレジットカードで支払う。
② 上記の必要書類を用意する。
③ デンマークビザ申請センターに書類を提出し、生体認証を受ける。事前に以下のサイトで予約が必要。
（https://www.vfsglobal.com/Denmark/Japan/Japanese/Schedule-an-Appointment.html）

④ 申請結果の受け取り方法は、申請センターに直接取りに行くか、郵送で受け取るかを申請時に選べる。 (発行まで約 2 ヶ月。)
※郵送の場合は 1,880 円かかる。
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<渡航までに発行が間に合わない場合>

⑤ 在日デンマーク大使館のホームページ（http://japan.um.dk/en/going-to-dk/work-and-study/）の Leaving for Denmark 部分を
参照。

⑥ The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)に New to Denmark 上にあ るコンタ クト フォーム
（https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Kontaktformular）からデンマークで受け取りを希望する旨とデ
ンマークでの住所を書いて送る。
※急ぎの場合は合わせて、SIRI に電話（+45 72 14 20 02）をすると状況を追跡してもらえるので安心。ただし通話料金が高額
かつ、時差があるので注意。

⑦ 受取先の住所のポストに Name Plate をつけて、届くのを待つ。（コンタクトフォームを送ってから約 2 週間後で手元に到着）
※追加料金などの支払いは不要。

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？
大使館にはいかなかった。

ビザ取得に関して困った点・注意点


ビザの申請方法がちょうど変わったばかりだったようで、（申請先が大使館→申請センターになり、それに伴い予約方法
なども変更）ネットに上がっている情報と実情が全く異なっていた。更新日時が新しいからといって、公式な情報でない
限り安易にその情報に頼り切ってはいけない。自ら確認を行うことが大事。一番手っ取り早く、正確な情報を得るには
大使館にメールするのが一番だった。



ビザ申請センターの予約できる最短日が 1 ヶ月以上先だったりするので、パスポート番号が手元にある人は、書類を集
めおわっていなくても、先に予約を取っておくほうがよい。



ビザの結果が出るのは個人差があるようで、知人と同時期に申請をしても、知人は受け取ることができたが、私は間に合わなかっ
た。渡航 1 週間前になっても申請結果が出ない場合はすぐに SIRI に連絡をする。（コンタクトフォームからメールを送信＋電話）ビザ
申請センターは細かい進捗状況は把握していないので追跡確認は SIRI に直接電話で行う。一旦、結果が日本の申請センターに送
られてしまうとデンマークで受け取ることは不可能になってしまうので急いで連絡。日本に送られてしまった場合、家族にデンマーク
の滞在先に書類を送ってもらうまたは持ってきてもらう方法しかなくなってしまう。

★ビザ取得に関して参考にした web サイト
 New to Denmark デンマーク移民局ホームページ
(https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Study/Higher-education?anchor=howtoapply)
 コペンハーゲン大学ホームページ
（https://studies.ku.dk/welcome/residence-permit/non-eu-eea/）
 在日デンマーク大使館ホームページ
（http://japan.um.dk/en/going-to-dk/work-and-study/）

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）


クレジットカードを１枚しかもっていない場合は、もう一枚作っておいたほうが良い。クレジットカードの上限金額をあげる
のは難しい場合もあるようなので、即日発行のクレジットカードを新たに作りに行った。



携帯は SIM フリーにしておく。ネット上で簡単にできるのか、それとも店舗に赴かなくてはいけないのか事前に調べる。自
分で設定した場合は無料でも、店舗だと３,０００円ほど手数料を払わなければいけない場合もあるので注意。また、日
本での携帯会社と契約を続ける場合は、安いプランに乗り換えておく。



寮に滞在予定の人は、寮の備え付けの設備を事前に調べておくのがよい。余計なものを持って行ってしまったり、むし
ろ必要なものを持っていかなかったりなどを避けるため。

Ⅲ．現地到着後のながれ
1.到着時の様子
利用航空会社
航空券手配方法

タイ国際航空
キャンパスサポート中野店
※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

コペンハーゲン空港

現地到着時刻

大学手配の
寮への移動手段

移動の所要時間

出迎え

知人の
出迎え

午前 9 時頃
タクシー

公共交通機関
（

その他

バス電車）

約 30 分 （乗車 15 分＋徒歩 10 分）

空港から寮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
到着日は大学の授業もまだ始まっていなかったので、メトロに乗車し空港から直接、寮(Base Camp)に向かった。
空港からメトロの駅は直結しており、電車の行先も一つしかなかったので簡単にたどり着くことができた。（空港最寄りの Lufthavnen から乗り
9 駅目の Norreport で下車。駅から徒歩 10 分ほどで寮に到着した。）寄り道をするため、24 時間乗り放題パスを利用 DKK80（約１,280
円）。乗り放題パス以外ならもう少し安い運賃でいけるはず。

寮到着日

８月２６日正午頃

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

いいえを選んだ方：

月

日から入居可能だった。

いいえ

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（

）

住居を探した方法

大学の斡旋

住居の申込み手順

① オンラインで大学入学の申請をする際に Housing のチェックボックスがあるのでチェックを入

自分で探した

その他（

）

れておく。
② 大学のホームページから寮を見ることができるので、候補を探しておく。また Booking Manual
にも目を通し、申し込み方法を熟知しておく。
③ 6 月下旬頃に Housing Foundation から Booking System への invitation がメールで送られて
くるので、送られてきたリンクから寮を予約する。
④ 申請を行ってから数日以内にサイン済みの契約書のアップロードが求められる。また、最初の
3 か月分の家賃とデポジットの支払いは申し込みから 2 週間以内に Booking System 上でク
レジットカードを使って行う。
※寮は先着順なので Invitation が送られてきたらすぐにリンクに飛べるように待機しておく。（出遅
れると希望の寮がなくなってしまう。）Invitation は全員に一斉送信されるためすぐにリンクに飛ん
でも何百人待ちなので数時間、順番が来るまで根気よく待つしかない。
□Housing Foundation ホームページ
https://housingfoundation.ku.dk/
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？
渡航前に見つかった。トラブルなし。

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

日程

８月２８日、８月２９日

必須

参加必須ですか？

なかった
任意参加

参加費用は？

無料

内容と様子は？

留学生のみを対象としたガイダンス。事前にオンラインで申請済みの学生証の受け取り、キャンパ

有料（金額：

）

スツアー、KU net（Oh-o! Meiji のようなもの）や図書館の使い方、自転車文化についてなど、大学
生活全般に関する説明が 2 日間にわたってあった。
※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝは事前にオンライン上から sign up が求められるので大学からのメールはこまめに確認してお
く。
留学生用特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

あった

授業開始日

９月１日から

なかった

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？
CPR ナンバー（個人番号かつ、健康保険証のようなもの）の発行が必要だった。
Residence permit を受領していること、デンマークでの住所が決定していることを条件に滞在 1 か月前から以下のサイトで申
請ができる。住居の契約書全ページ、パスポートの顔写真ページ、Residence Permit 全ページをサイト上にアップロードする
ことが求められる。オンラインでの申請が完了して約 2 週間以内で Copenhagen にある International House への Invitation
がメールで来るのでそこに取りに行く。
(https://ihcph.kk.dk/artikel/apply-your-cpr-number-here)
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？
いいえ。
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？
いいえ。
携帯電話を事前に SIM フリーに設定しておき、現地のコンビニで SIM カードを購入。60GB と 10 時間の通話込みで約
DKK200（約 3,200 円）。設定方法が現地語での説明しかなかったので寮のスタッフに設定をしてもらった。

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（６月２１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（８月３０日頃）
オンラインで登録

国際オフィス等の仲介

登録時に留学生として優先されることは

できなかった

その他（

）

なかった

あった

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？
授業ごとに登録の時期や方法が異なっているので、各授業のシラバスに掲載されている方法に従う。（例：メールでフォーム
を添付して申し込み、KU net から申し込みなど）。一応、学部ごとに履修登録の締め切りはあり、人文学部は６/21 までとな
っていたが、自分が取りたい授業をシラバスで調べると履修登録時期がまだ始まっていなかったりと、締め切りはあってない
ようなものだった。そのため、出発前に一部の授業だけ履修登録をして、残りは現地についてから初回の授業を受けてから
変更した。ただ最終的な履修登録はコースごとに設けられていて、それは遵守しなくてはいけないようだった。例えば Danish
culture course は 10/３が最終的な締め切りだった。

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？
シラバスに乗っている担当者にメールを送るまたは事務室を直接訪ねて変更を申し出ることができた。メールの返信はなかなか帰ってこ
ない場合もあるので、件名に【ASAP】または【Emergency】とつけたり、数回メールを送るなど工夫が必要。

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

The Danish
Welfare Model

パン屋さんで
朝食

The Danish
Welfare Model

Language
exchange で出
会った
Language
Partner とおしゃ
べり

授業の予習

土

日

7:00
8:00
9:00
10:00

授業の予習

11:00
授業の予習

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

日本語カフェで出
会った Language
Partner と
おしゃべり

Introduction to
Japan’s
History, Culture
and Society

カフェで
ブランチ

フードシェアリン
グへ

DCC Course in
Danish Culture1

スウェーデンの
マルメへ電車で
日帰り旅行
買い物
日本語 Cafe

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Student house の
イベントに参加

シティーボラン
ティアで車いす
カーリング大会
のお手伝い

寮のイベントに
参加

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。
人文学部が所属するサウスキャンパスは非常にきれいで新しく、設備はとても充実している。留学生が本当に多く、マイノリ
ティーと感じたことは一度もない。また、日本語学科があるので日本に興味がある現地のデンマーク人学生との交流も盛
ん。(毎週キャンパスで開催される日本語カフェなど)授業数は、明治大学よりもコマ数は圧倒的に少ないが、pre reading な
どの量が多いので自習が重視されているように感じる。
宿舎（Base Camp）はコペンハーゲンの中心部に位置していて、コペンハーゲン大学のどのキャンパスにも自転車で 30 分以
内とアクセスがとてもよい。基本的に日中はとても静かで時々人が住んでいるのか疑わしくなるが、夜はコモンルームなどに
人が集まってにぎやかな感じ。（にぎやかといっても使用時間は２３時までなど、ルールもきちんとしているので安眠妨害には
ならない。）
生活するうえで特に困ったことはないが、強いて言うならば物価が高いこと。食事に関しては気軽に外食したりお惣菜を買っ
たりできないので、自炊するなどの工夫が必要。はじめは慣れていなかったので大変だったが今では節約にもなり、勉強のリ
フレッシュにもなってとてもいい。

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。
コペンハーゲン大学は、世界中から本当に沢山の留学生が集まっていて勉強面以外でも、とても良い刺激を受けられる
環境が整っています。日本語学科がある留学先も珍しいと思うので、日本語教育や日本文化普及に興味のある人にはぴっ
たりだと思います。また、デンマーク人の方はみんな英語をネイティブ並みに流暢に話すので、デンマーク語を全然知らなく
ても何の問題もなく、英語のスキルを伸ばしたい人にとっても、良い留学先だと思います。
日本とは社会制度や働き方、環境問題に対する考え方など異なる部分がたくさんあるので、日々、生活をしている中で気
づくことが沢山あってとても面白いです。デンマークという国自体、日本ではイメージがあまりないこともあり、その分生活をし
ていく中で知っていくことが増えていくのがとても楽しいです。
留学をするには、色々と手続きを踏まなくてはいけず、苦労や不安を感じることもあると思いますが、本当に留学をしたい
というその気持ちがあれば書類や面接からその熱意がきちんと伝わるはずです。気負わずに、目の前のことを一つ一つクリア
していけば大丈夫です。質問などありましたら、（国際教育事務室伝いで）メールアドレスまでお気軽にお問い合わせくださ
い！

Report of the program activities (during the program)
Date of reporting

Year2019 month10 day09

Host University

Copenhagen University
I belong to a specific department（Please fill out the following information）
※ Name of the department：Faculty of Humanity

Department you belonging to

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

at the host university

various majors.
Other：

Duration of the exchange

Year 2019 month 9 to year 2020 month 7

program
Department you belong to at

School of Global Japanese Studies

Meiji University

of

Year (before departure)

Undergraduate: year 2／Graduate

Major(field of study)

/ Graduate school

Major
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.


Refer to the blogs whose writer experienced study abroad to Denmark



Getting information from “the reports on study abroad”（留学報告書） to Copenhagen University on the website of other
universities in Japan websites . ※As Meiji university have never sent any students to the Denmark before.

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA)
Type：Residence Permit/
How long did it take to get a VISA ： about 2
months
（How long did it take from the application to the acquisition of

Where to apply：Denmark Visa Application Center
Cost ： DKK 1,900 ＋ 3,750yen(charge for the visa
application center)

your VISA?）

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


ST1 Application form: This will be sent by the University of Copenhagen via KU mail. The university of
Copenhagen will fill out Part2, and you have to complete Part1.



Documentation of paid fee (Receipt of Case Order ID)



Copy of all pages of passport (including the cover)



Certificate of enrollment: via automated certificate-issuing machines 300yen



Bank Statement：must be in your name and be issued within last 30days

Please report on the details of applying process.
1.

Create Case Order ID on the New to Denmark website and Pay fee via credit card.

2.

Prepare documentations above.

3.

Book an appointment on the Visa application center’s website
(https://www.vfsglobal.com/Denmark/Japan/Schedule-an-Appointment.html)

4.

Submit these documentations and have biometric record at the Visa application center.

5.

Receiving the residence permit via mail or visiting the center.

In case you cannot receive the residence permit before leaving for Denmark, please refer to the section “Leaving for
Denmark” on the link below.
(http://japan.um.dk/en/going-to-dk/work-and-study/)

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked.
None.
Were there any difficulties or notices to take the VISA?
Strongly recommend you to book an appointment ASAP. If you have already had the valid passport, you can
book before gathering all the required documentations.
★Useful Information links
 New to Denmark
(https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Study/Higher-education?anchor=howtoapply)
 The University of Copenhagen University’s website
（https://studies.ku.dk/welcome/residence-permit/non-eu-eea/）

 DENMARK IN JAPAN

Ministry of Foreign Affairs of Denmark

（http://japan.um.dk/en/going-to-dk/work-and-study/）

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.)


Preparing more than 2 credit cards in case one is lost or not available



Changing smartphone’s setting into sim-free before departure

Ⅲ．After Arrival
1. Arrival Information
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Airline
How

to

purchase

air

Campus Support Nakano

ticket

※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

KASTRUP

Arrival time

Pick-up
How to get to the Dormitory
How long did it take from

of

Pick-up of

host university

Am9:00
taxi

Public transportation

your friend

（

other

Bus Train）

About 30 minutes

the airport to the dormitory?

Are there any important points to get to the dormitory? Please inform on the cost of taxi or any
transportations.
I took Metro from the airport. I bought a one-day unlimited-ride ticket which costs DKK80, as I dropped by another place.

Arrival date

8 Month 26 date am12 time

2. Housing
Did you check-in
soon

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

Yes
No

after

month

day

arriving?

Type of housing

Dormitory

Type of the room

Alone

Apartment
two persons

Japanese Student

Room mates
How to find the

Other（
Other（

）

International Student

Recommendation from host university

）

Other（

by yourself

）
Other（

）

accommodation
Details

of

the

application

1.

In the online application for admission, you will be asked if you would like to book a house
via the Housing Foundation or not. So please check Yes at this time.

2.

You will be received invitation for booking system’s site via e-mail on middle June.

3.

Complete booking and payment on that website.

※As this booking system is based on first come first served, so you should know what kind of
dormitories there are beforehand. Here you can see all dormitories which you can book via
Housing Foundation. (https://housingfoundation.ku.dk/)
Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles to find it?
Before departure. No trouble so far.

3. Orientation
No

Was there any orientation?

Yes

Date

August28,29

Was it mandatory to attend?

Yes

No

Did it cost any?

No. It’s free of charge.

Yes（Cost：

Contents (details)

how to settle in Copenhagen, how to use KU net (like Oh-O! Meiji), campus
tour, and introduction of mentor program.

Was there any special guidance

Yes

No

arranged for exchange students?

Date of beginning of the class

Month9 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?
Yes. Getting CPR number is required.
When you already get Residence Permit and no earlier than one month before settle in your Danish home, you can
apply from this page. (https://ihcph.kk.dk/artikel/apply-your-cpr-number-here)
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
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

Ｖ. Course registration and classes
1. When and how did you register your courses?
Before departure （approximate date: month６day２１）
Online Filling out an application form

Not allowed to register

other（

）

After arriving（approximate date: around month８day３０）
Online

With support by International office at the host university

Not allowed to register

other（

）

Was there any priority as an exchange

Yes

No

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

If your answer is No, how did you register your classes?
The course registration’s deadline will be announced by e-mail, however not all the courses adopt same way or same deadline of
registration. It can be varied like sending e-mail, filling out forms, and register on the KU net. The ways are depended on
courses, so you should check the online course catalog.

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?
Yes. You can withdraw from the course via the KU net, sending e-mail or visiting office. As well as registration, the
procedures of changing courses are varied, so you should check the online course catalog.

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

Tue

Wed

Thu

Fri

The Danish
Welfare Model

Breakfast in
the Bakery

The Danish
Welfare Model

Meeting with
Language
Partner from
Language
exchange
program

Study

Sat

Sun

7:00
8:00
9:00
10:00

Study

11:00
Study

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Meeting with
Language
Partner who met
in Japanese
Cafe

Introduction to
Japan’s History,
Culture and
Society

18:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

DCC Course
in Danish
Culture1

Food Sharing

Trip to Malmo
in Sweden
Shopping

Japanese
Cafe

17:00
19:00

Have a Brunch
with
classmates

Event in
Studenthouse

Join the
wheelchair
carling as a
city volunteer

Event in Dorm

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.
The facilities of University of Copenhagen (UCPH) is pretty cool and new. There are a lot of international
students in UCPH, so they host a many kind of events to mingle with people from all over the world. In addition to
that, we can make friends not only with international students but also with students from Denmark by joining
language exchange program.
Although I’m taking as many courses I can take, I only have 4 classes in a week. But instead of that professors
require us to read a ton of pages from textbooks every week, which means self-study is really important in UCPH.
Dormitory which I live in (Base camp) is located in center of Copenhagen, so it has really good access to any
campus, stores, student house (community for students), Airport, and so on.
Other than classes, I often join the language exchange event like Japanese café and practice speaking English
and teaching Japanese. It is really enjoyable and productive because we can learn language and culture each
other and meet new people.

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university in
the future.
UCPH has a really good environment to study abroad, because as I mentioned there are many international
students who has plenty of knowledge and has high motivation to study. They can be a good incentive to study.
And Copenhagen itself is pretty nice, as people are really helpful and speak fluent English and have many kinds
of opportunities to meet people like city volunteer or joining local events. So, I definitely recommend Copenhagen
University for all of you.

