
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 10月 ２6日 

留 学 先 大 学 コペンハーゲン大学 

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）：     ，（現地言語での名称）：      

 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２月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

コペンハーゲン大学は今年からの協定校だったので直接相談できる先輩がおらず、他のコペンへ留学する二人と協力して ST１VISA やそ

の他の手続きを終わらせました。VISA についてはそのうちの一人がとても詳しく留学報告書にまとめているので参考になるかと思います。

特に２０１９年３月にデンマークの VISA の申請が変更されインターネットの情報はほとんど古いものだったのでここはとても苦戦しました。特

に VISA の予約は早めに行ってください。私は予約時点で三週間待ち、そこから１ヶ月半後、渡航前日にギリギリ届きました。 

 

持ち物関係：私は持ち物でとても失敗しました。１１月ごろから寒くなると聞いていたのでその時期には物価の安いドイツなどで買い物をす

れば良いと思っていましたが、ドイツに行けるような時間も授業の予習や他の予定で難しく何より９月から気温は１３度ほどに一気に下がる

のでコートやマフラー・防寒品は日本から持っていくべきでした。また余裕があればシーツや毛布を持っていくと向こうでの費用がかなり抑

えられると思います。また日本食・インスタント・お米一合だき（１００均）などはとても重宝しますし色々な現地生・留学生にふるまうと喜ん

でもらえるので持っていくといいと思います。 

 

情報集め：Facebook を活用しました。渡航前から日本―デンマークコミュニティサイトやコペンハーゲン大学の SNS をチェックしていきたい

イベントなどは予定表にあらかじめ書いていました。実際にそれらに参加してたくさん友達ができたのでいい機会になると思います。 

 

学習面：協定派遣が決まってから渡航日まではあっという間に過ぎてしまうと思います。アルバイトや講義の日々の中で留学のための勉

強をするのは難しいです。なので協定派遣決定後からは「なぜデンマークなのか」どうして自分はデンマークでこれが勉強したいのか、そ

れに対しての自分の答えをより濃くし知識を深めることに中心を置いて講義を選択したり本を選んだりしていました。私であればジェンダー

と社会福祉について学ぶ予定だったのでジェンダーの講義をとったり社会福祉関係の文献・YOUTUBE・NETFLIX をみて少しでも英語と

北欧とそれらの分野を一気にまとめて学べるように工夫しました。そして都度わからない単語をメモしたり、センテンスとして自分の意見に

まとめておいたりしました。それをある程度言えるようにしたことで、実際のコペンでの講義でのディスカッション・当てられた時に非常に役

立ちました。 



 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：ST１ 申請先：デンマーク大使館 

ビザ取得所要日数：１ヶ月半弱 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 4000 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？ 

パウポートのコピー、入学許可証、残高証明書、申込書、予約証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

https://www.vfsglobal.com/Denmark/Japan/Japanese/index.html 

こちらから予約をして、その日程までに資料と期限内のパスポートを揃えコピーした状態で向かう。 

１ヶ月後ほどで一枚の紙が届くのでそちらをデンマーク に持っていく。 

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？ 

渡航日数・目的のみ  

ビザ取得に関して困った点・注意点 

新しい制度に丁度切り替わったためにインターネットの情報は古く情報収拾が難しかったです。 

パスポートの更新は早めに、上記サイトでの予約も早めに行ってください！ギリギリになると不安になりますし後々CPR ナンバーなどで手続

きが遅れてしまいます。 

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） 

デンマークではほとんど現金は使いません。交通機関やショッピングセンター、学食も全てクレジットカードです。私の持ってい

る二種類のクレジットカードのうち一つは上限設定が低かったために払うことができなかったことがありました。デンマークの非

常に高い物価を考慮して上限金額を上げておくと良いと思います。 

携帯電話に関しては大手のキャリアの場合渡航前に SIM 解除をしておく必要があります。少し複雑で時間もかかったので早

めにやっておくといいです。 

荷物に関しては（６０〜７０L）スーツケース二つで渡航しました。デンマークの八月はとても暑く半袖も必要でしたし厳しい冬

に備えてコート類なども入れました。また、とても安い金額でヨーロッパを自由に旅行できるのでそこでのお土産の分を開けて

スーツケース半分は開けて渡航することをおすすめします。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 タイ国際航空 

航空券手配方法 
明大サポート 

※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 成田国際空港 現地到着時刻       

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 約２０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 

空港からキャンパスまでは電車で２０分ほどですが寮によっては鍵の PICK UP のための特別期間に、指定時間内に取りに行かなければな

らないことがあります。そのため渡航前にチェックをしてから航空券の手配を行うといいと思います。 

前述しましたがデンマークの物価は非常に高く特に交通機関は高いです。空港に着いてから迷って他の場所で降りてしまうことも考慮して

初日は一日券を買った方が安心です。実際に私もたくさん迷ってしまって一日券を買っていなかったらとんでもない額になっていました。 

 

大学到着日 ８月２６日１４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：     月     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（個々のルームにキッチンとリビング、バスルームを

四人でシェア） 

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    その他（     ） 

住居の申込み手順 大学HOUSING機関からのメールにて指定された日時に一斉送信応募メールが来て、争奪戦。目

星をつけておいた寮にアプライをしてその後数日間の間に個人情報などを送信。 

 

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？ 

      

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 ８・２９〜３１ 

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？ ・デンマークの紹介、留学生向けのコース・履修登録方法・自転車のルール説明など（朝ごはんとしてクロワッ

サンやコーヒーがもらえました！） 

・メンタープログラム：現地の学生がメンターとなってたくさんのイベントを開いてくれます。 

・party : 学生が中心となって盛り上がります 

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 ９月４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？ 

はい。私の場合は特別で、日本国内で VISA を取得することができませんでした。VISA センターへの予約は早くするべきでした。現地で取

得することになりましたが手続きも素早くやってもらえたのでそこまで困ることはありませんでした。 

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？ 

在留届の手続き・CPR ナンバー（６ヶ月以上滞在の場合）イエローカード 

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。  

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） 

     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月中旬頃） 

    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（メール送信） 

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？  

取りたい科目の Application form をメールに送付して各学部に送信すると登録できます。 

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？ 

変更できました。ヨーロッパ圏では ECTS単位制が使用されていてコペンハーゲン大学では 35ETCSという上限があったので

取りたい科目と時間のオーバーラッピングに悩まされながらも取りたい科目を全て登録できました。他学部履修は簡単にで

きますが学部と学科によって締め切りが違うので注意する必要があります。 

6 月ごろにメールでくる最初の履修登録では、上限を気にせずに取りたい科目・興味のある分野全て登録しておいたほうが

いいです。 

 



 

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 
      Day off 

好きなように好き

なことを自由にす

る日 

city campus 移

動 

      自転 車で city 

campus 移動 

日曜と同じく。 勉強・旅行・友

達とご飯・ボラン

ティアのどれか 

8:00 
起床 ↓ lecture 起床 Lecture  （起床）       

9:00 
自習 ↓ ↓ カフェ ↓ Volunteer  

旅行 

カフェ など 

起床 

10:00 
カフェやブランチ

OR 自習 

↓ ↓       ↓ ↓ 旅行やイベント

参加 

11:00 
↓ ↓ lunch       Lunch 

(language 

partner と

discussion) 

↓ ↓ 

12:00 
↓       ↓       ↓ ↓ ↓ 

13:00 
Hang out /予習 図書館・課外活

動・interview 

など 

↓ 

Foodsharing・ボ

ランティア活動 

など のイベント

参加 

 

lecture 自習 ↓       

14:00 
↓ ↓ (South campus 

へ)  

↓ 自習 ↓       

15:00 
↓ ↓ 自習 ↓ 自 習 ・ vrgan 

restaurant shift  

            

16:00 
lecture ↓ 自習 Japanese café  

(copenhagen 

univ) 

自 習 /vegan 

restaurant shift 

            

17:00 
↓       自習 ↓ Friday party！ 

 

/vegan 

restaurant shift  

            

18:00 
↓       Hang out ↓ ↓             

19:00 
Swap language 

café 言語パートナ

ー 

または hang out  

      ↓  ↓ 

Dinner /hang 

out  

            

20:00 
↓（たまに 9:30pm

まで講義） 

予習 ↓ Hang out ↓ ↓       

21:00 
↓ 予習       復習 ↓             

22:00 
↓ 予習 復習 予習 ↓             

23:00 
復習 映画など 復習 予習 ↓        

24:00 
復習 ↓ 

 

就寝 

 movie 鑑賞な

ど 

      ↓ 家 族 や 友 達 と

電話や近況報

告 

 

↓ 

      



 
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。 

はじめに、コペンハーゲン大学やデンマークでの生活は想像以上に刺激的で講義以外からも楽しいことを学べています。⑴

授業は多くても三つしか取れません（ETSC 上限数の関係）がどれも非常に充実した濃い授業内容で学生も積極的で予習

復習は欠かせません。形式は座議が多めですが日本よりも教授との距離が近いため教授がよく学生に質問したり積極的な

議論と発言を求めます。その分色々なことを吸収できる環境だと思います。言語においてはほぼ全ての人が本当に流暢な

英語を話します。言い換えればデンマーク語を勉強できる機会を自分で取りに行かないとそれの習得は難しいと思いまし

た。⑵寮は signalhuset という四人で共同のキッチンとバスルームを共有＋個々の部屋を選びました。ここはとてもお勧めし

ます！！Flatmateが皆優しく明るくおしゃべりでそれぞれの国の料理などを振舞ったりして楽しいです。色々な国からくるコペ

ン大の留学生がここにたくさん住むのですぐに仲良くなれます！（3）最後にデンマークでの生活に関してですが、まだここにき

て２ヶ月しか経ってないのですが「最高」の一言です。全てが新鮮で街も人も素敵で「自由や幸福のあり方」や社会福祉・哲

学などまさに学びたかったことが学べています。ちなみにデンマーク人は本当にシャイでプライベートゾーンを大切にしますが

一度仲良くなればあとはもうとても仲良くなり一緒にご飯やお酒を飲んだり勉強したり深い話を夜遅くまでしたりと一生の友達

ができます。また週末弾丸ヨーロッパ旅行なども立地的にたくさんできます！ただ一つ物価が高いことだけ、それ以外は本当

に充実した刺激的な留学生活を送れることと思います。 

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。 

デンマークを留学先に選んだ理由を自分の中で明確にすると留学前後・そして留学中の生活を充実させられると思います。

留学前には講義についていき発言できるだけのリスニング力をつけることと、あらゆる方向への関心・情報収集（vegan, 

climate change, politics, sustainability, welfare、culture など）をしておくと良いです。これは具体的になりますが、英検準一

級〜一級レベルの単語をマスターしておくと毎日の予習がとても楽になります。アメリカやカナダのように大きな国でも英語圏

であるわけでもないですが、英語を使ってあらゆる分野に飛び込んで吸収し活動し発信していきたい人にはここは最高の留

学先だと思います。小さい国だからこそ、例えば veganism や日本文化にちなんだイベントを開きたいと思えば自分から動く

ことで実現させられるしとにかく大きくない国だからこそ自分の行動とネットワーク次第でどこまでも突き進むことができます。

あとは「好奇心」と「挑戦」あとはそれに向かって動く「勇気」と「努力」これがあることでこの留学が留学だけで止まることのな

い人生のターニングポイントになると思います。北欧ならでは、デンマークでしか学べないこと・見つけられないもの、そんな魅

力溢れる素敵な国です。様々なバックグラウンドを持った、たくさんの人と留学を通して出会い、自分の世界を広げること、

自分の世界をたくさん持つこと。これが最大限に思う存分楽しみながらできる留学先だと思います。（シリアスな話は、直接

連絡をいただけたらお返事いたします。ぜひ！） 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year2019 month9 day20 

Host University University of Copenhagen  

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：      

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

Year２０１９ month８ to year２０２０ month２ 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Global Japanese Studies Major(field of study)      /   

Year (before departure) Undergraduate: year ：sophomore ／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.  

1) Make it clear the reason why you chose Denmark and make a list what you want to achieve while 

studying there. 

2) Try to keep checking international news topics (from BBC/ CNN/ NHK international/ YOUTUBE 

international channels: VOX / Explained / etc….) every day and take notes your opinions about them so 

that you can answer when you are asked while studying abroad without getting upset it is in English! 

3) Save your money as many as possible while you are in Japan! In Denmark, everything is way expensive 

than you are expecting now, seriously!  

4) You should do every procedure about residence permission/visa/passport stuff as soon as possible to 

avoid any troubles!  

 

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

Type：ST１ Where to apply ：  visa center ( you can get the 

information from this website:  
How long did it take to get a VISA：I actually 
couldn’t make it on time to get the visa before 
leaving Japan. I strongly recommend you to make 
an appointment of VISA center earlier. 
（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：It cost around 2,0000 yen in total. 

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

documents? 

You need to prepare all copy of your passport including front to back, application form, original passport, ID card 

(just in case) and fee  



 

Please report on the details of applying process. 

First of all, you need to make an appointment for the VISA center through the website as soon as possible after getting the 

acceptance letter from university and get case order ID and then you go to the center to submit the copy of your passport and 

ordinal application form. It would take some extent of time to get the document whether your application form is acceptable or 

not, and that document which is called “residence permission” should be kept after arriving in Copenhagen because it is going 

to be necessary when you get CPR number. (however, you do not have to worry about top much even If you missed to get the 

residence permission because you can make it in Copenhagen as wee without any troubles and costs.)  

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

There was nothing special that I was required to say to get residence permission at Visa support center. 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

All you have to do is making an appointment of visiting Visa center as soon as possible.  

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.)  

 Luggage: I recommend you to bring both winter clothes and summer ones because the weather around September 

and October are very changeable. Also, it is better to make a room of your suitcase when you leave Japan in case 

you buy presents for your close friends and family, the amount of luggage you have might be increased.  

 Money: you completely do not have to exchange money because credit card has been prevailed in Denmark even 

when you get transportation tickets, eat lunch/ buffet at university, and at almost all malls or grocery store.  

 Cellphone: I think it is better for you to get your phone SIM free while being in Japan and contract monthly SIM in 

Denmark so that you can save more money.  

 (You should bring your favorite foods / sweets to Denmark because they are usually pricy if you buy them in 

Copenhagen.) 

 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline August 26th  

How to purchase air 

ticket 

I got the air ticket through meidai-mart, and I used Thai international airlines. 

※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 Ccopnehagen airport  Arrival time Around 9 am 

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? 

It took only 20 minutes by Metro.  

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

transportations. 

It is better to get one-day pass on your arrival day to save your money in case you get lost the way to house.  

Arrival date 26/8/2019 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after arriving? 

 Yes 

No 

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

month     day      

Type of housing  Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons        Other（common room and share kitchen/bathroom with three 

other international or danish college students） 

Room mates Japanese Student International Student   Other（mentioned above） 

How to find the 

accommodation  

 Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

At the end of June, you will be received invitation email from housing foundation of University 

of Copenhagen and then you can apply for the room where you want to stay, but this HF 

system is first come first served order, so it might make you annoyed because of time 

difference and in case you have to wait long time to access the website. So, I strongly 

recommend you to decide where you want to live beforehand by searching on the website of 

HF so that you can avoid yourself getting upset when the mail come. 

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

Nothing. 

3. Orientation 

Was there any orientation?  Yes  No 

Date 8/27~31 

Was it mandatory to attend?  Yes   No 

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

Contents (details) It was about the procedure to register/withdraw classes, introduction of 

Copenhagen and its academic curriculum. 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class September 1st 2019~ 



 

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? 

Nothing.  

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? 

Nothing. 

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, I didn’t. 

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 had a contract for Monthly-Sim in Denmark, so I could save my money than purchasing sim card every time.  

 

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 all classes what I wanted to take through website of university.  

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 
      DAY OFF   

Doing what 
ever I want to   

                   Almost the 
same as 
Saturday 
schedule  

8:00 
Wake up  ↓ Lecture        Lecture  Cleaning/ tydying 

up my flat and 
rooms  

      

9:00 
Self-study  ↓ Lecture   Lecture  Traveling/ 

assignment  
Café brunch…. 
etc 

      

10:00 
↓ ↓ Lecture  Self-study Lecture  ↓       

11:00 
Brunch  ↓ Brunch  ↓       ↓       

12:00 
↓ ↓ Brunch  Lunch        ↓       

13:00 
Café / self study        Café/ preview 

the class  
↓       ↓       

14:00 
↓       ↓ Self-study/ 

prep 
      ↓       

15:00 
↓       Assignment/ 

reading books 
Lecture  Vegan 

restraunt 
volunteer  

Event/ party/  
Study / movie…. 

      

16:00 
Lecture        Chill/ movie  Lecture  ↓ ↓       

17:00 
Lecture        ↓ Lecture  ↓ ↓       

18:00 
Lecture        Dinner / hang 

out / volunteer 
at vegan 
restaurant  

Japanese 
café  

↓ ↓       

19:00 
Hang out        ↓ Japanese 

café  
↓ Chill/hang out       

20:00 
Hang out        ↓ Hang out/ 

assinment  
Dinner 
 with friends 

↓       

21:00 
Hang out              ↓       Chat with my 

family and friends  
      

22:00 
Home / 
assignment  

            ↓       ↓       

23:00 
↓             Chill/ movie        Movie/assignment       

24:00 
Netflix / chill              ↓       ↓       

             



 

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. 

University of Copenhagen 

 Program and classes: “Partnership studying abroad program of Meiji university” / I have taken three 

classes; philosophy, Danish culture and Danish welfare model. Two of them, I need to submit intermittent 

and final essays for 20 pages, which seems demanding, but I think it can make your studying abroad life 

more fulfilling. All of those classes what I am taking are based on discussion and lecture, and often being 

asked questions by professors and being held open-discussion time to time with other students so you 

will be able to absorb new ideas from them having various backgrounds. 

 Dormitory: I highly recommend “Signalhuset” which is located quite near South Campus if you want to 

make a lot of international students because you are supposed to share kitchen and common room with 

three other flat mates which means you can take more opportunities to talk and interact with them, but 

make sure that you can have individual room as well so you do not need to worry about your personal 

space and time. 

 My life of studying abroad in Denmark: I have been spending fulfilling and great days in Copenhagen 

since I came here. I could get along with a lot of other exchange/local students and hang out or study 

together, that is the most enjoyable time and make me feel so happy because I am able to get some new 

ideas throughout the conversation and interaction with them! You might have heard that Danish are shy 

and it is true though, a pin of beer will bring you a lot of Danish friends for sure!   

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

the future. 

It is very important to make it clear the reason why you want to study abroad in Denmark and how you want to be 

like after coming back. Denmark has a lot of attractive things such as modern art, architecture, mix-gender 

bathrooms, historical buildings and rich natures, and also their work style and welfare system are interesting and 

very different from Japan/ many other countries. If you have something you really want to know and learn more 

deeply, set a specific goal that you want to achieve during your stay, your studying abroad would be your life 

changing experience for sure. I wish your good luck! 

 

 


