
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 １１月 １日 

留 学 先 大 学 エトヴェシュ・ロラーンド大学 

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）：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9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     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。 

過去の留学報告書や留学近況報告書を読み、インターネットでわからないことは調べました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：D タイプビザ 申請先：在日ハンガリー大使館 

ビザ取得所要日数：３０日程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料 

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？ 

留学ビザの申請用紙を大使館にメールで送っていただきました。パスポート、写真、滞在目的を証明する書類（受け入れ先大学の入学

許可証、明治大学からの推薦状）滞在先を証明する書類、滞在中費用負担を証明する書類（銀行の残高証明書）、海外旅行保険加

入証明書。大使館のホームページでこれらの詳しい提出書類について知ることができます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

申請受付には事前の予約が必要です。予約の受付の日時も決まっているので、ホームページで確認してください。私は六月の中旬に予

約の電話をしましたが、予約がいっぱいな状態で日にちを選べなかったのでやむを得ず授業を早退して申請に向かいました。夏は、申請

件数が多いため、早めに申請予約を取ることをお勧めします。また、明治大学からの推薦状や海外旅行保険加入証明書については発

行してもらうまでにある程度の日数を本来なら要するものなので、ビザの申請日の前に余裕を持って用意するようにしてください。私自身、

直前に必要書類をかき集めてしまったことを反省しています。 

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） 

空港で両替を済ませました。現地では基本的にカードが使えるので、あまり現金は必要ないと思います。携帯電話は、到着

後に SIM カードを購入するまでに万が一何か起こったらと考えたら不安だったので日本でヨーロッパ用の一ヶ月の SIM カード

を購入して行きました。実際に、到着後すぐに電話を使う機会があったので、購入しておいて良かったです。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 JAL のホームページから 

大学最寄空港名 リスト・フェレンツ国際空港 現地到着時刻 16 時 

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 30 分程度 

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 

タクシーはよくぼったくりされると聞いたので、バスや電車を使った方がいいかもしれません。 

大学到着日 ９月２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３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（三人部屋） 

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    その他（     ） 

住居の申込み手順 寮を希望する場合、大学から送られてくるメールのリンクに記載されているページから申し込みが

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？ 

寮の申し込みの際に入力内容を誤ったせいか、８月に rejection のメールを受け取り焦りました。大学経由で不動産と連絡を取り、契約を

済ませる直前の８月末に寮の空きが出て、無事に入ることができました。自分の不注意がもたらしたことですが、コーディネーターや寮の

職員、不動産の方もメールの返信が比較的早く、事情を説明したところ対応してくれたのでとても助かりました。 

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 9 月 2 日から 6 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？ オンラインシステムの使い方や授業の履修登録の仕方など。 

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９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？ 

D タイプビザは入国してから３０日以内に現地で、レジデンスパーミットに切り替える必要があります。これまでの留学報告書では、移民局

での切り替えという記載がありましたが、実際には移民局から数人スタッフが決められた日時に学校に来て切り替えるという形でした。日時

と場所についてはメールで通知を受けましたが、中にはそのメールを受け取っていない人も結構いるようでした。移民局のスタッフの人数

に対して大勢の留学生がレジデンスパーミットを取得しにくるので、1回目の設定されていた日には取得することができず、結局3回目でや

っと取得することができました。授業があるにも関わらず、一回あたり 5 時間ほど待たされたあげく今日はもう終わりだから帰るように唐突に

スタッフに告げられました。正直ここまで効率が悪いと思わなかったですし、時間を無駄にし、かなりストレスでした。３回目で取得できまし

たが、その頃にはとっくに D タイプビザの３０日の期限は切れていました。ですが、９０日までは滞在することができるので問題なかったで

す。今後、人数を絞って日時の設定するなど改善されるといいですが。 

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？ 

      



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？ 

      

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？ 

       

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 13 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？  

オンラインシステムでの登録と、オリエンテーションで配られた登録用紙をコーディネーターに提出しました。この登録用紙は他の学部では

配られておらず、人文学部の学生だけのようでした。セミナーと呼ばれる少人数の授業は人数に制限があり、私たち留学生のオンライン

登録が解禁された日には正規の学生で空きがありませんでしたが、最初の一週間のお試し期間で教授に許可を取れば大体履修できま

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？ 

      

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                               

8:00 
起床 授業 起床 起床 起床 起床 起床 

9:00 
      授業                               

10:00 
自習       授業 自習    

11:00 
自習       授業 自習                   

12:00 
      授業                               

13:00 
      授業 自習              自炊 

14:00 
      友達とご飯       授業                   

15:00 
                  授業 ボランティア       家族と電話 

16:00 
授業       授業       ボランティア             

17:00 
授業 自炊 授業 日本語会話クラ

ブ 

            自習 

18:00 
             日本語会話クラ

ブ 

            自習 

19:00 
                                     

20:00 
自習 自習       友達とご飯 友達とご飯             

21:00 
自習 自習                               

22:00 
                                          

23:00 
            

24:00 
就寝 就寝 就寝 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。 

到着してからの最初の二週間ほどは、街にあまり英語表記もなく、不安でしたが一ヶ月くらい経ち、やっと生活に慣れました。

日本にいる時から、メンターという現地で生活に困った時などにサポートをしてくれるハンガリー人の学生と連絡を取ることも

でき、到着後もわからないことないことは親切に教えてくれてとても助かりました。また、日本学科があるので日本語を話せる

ハンガリー人の学生とも仲良くなれる機会があります。留学生向けのイベントを主催する団体があり、バーやクラブでのパー

ティー、また観光など楽しいイベントに参加できます。生活面では、ハンガリー語がわからなくても困りません。私は寮に住ん

でいるので、自炊をしています。物価が安いので、外食をしてもそれほどお金はかかりませんが、自炊をした方が食費はさら

に安く済むと思います。英語で開講されている授業でも、ハンガリー人の学生も受けています。訛りのある英語を話す教授も

いますが、そこまできつい訛りではないので問題ないと思います。実際に住んでみて治安はいいと感じています。ほぼ２４時

間交通機関も動いており、夜中でも街は賑わっています。ですが、治安の良くない地域は夜は避け、深夜バスを利用する際

は運転手の近くに座ったり、注意が必要です。 

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。 

実際に来るまで、日本人の学生は少ないと思っていましたが案外日本人の学生がいます。ですが、ハンガリーという国はな

かなか馴染みのない国なので、やはり日本人は圧倒的マイノリティになると思います。私もそういった珍しい国で他の国では

できない経験をしたかったので、よかったです。興味深い点は、この大学には中近東やアフリカから来ている留学生が結構

多いことです。日本にいるときには、あまり出会えないような国からきた学生と話すこともできるのでいいと思います。ハンガリ

ーはヨーロッパでありながらも、物価が安く、他の国にもアクセスしやすいのでぜひ留学先として検討してみてください。大学も

首都の真ん中に位置していますし、なかなか知られていませんがブダペストの街はヨーロッパらしくて素敵な雰囲気がありま

す。きっと一味違った留学ができると思います。 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year2019 month11 day１ 

Host University Etovos Lorand 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：Faculty of Humanities 

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

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

Year2019 month 9 to year2020 month7 

Department you belong to at 

Meiji University 

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

Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year2／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 read report of the program activities and search on the internet.  

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

Type：D Where to apply：Hungarian embassy in Japan  
How long did it take to get a VISA：about 30days  

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

your VISA?） 

Cost：free 

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

documents? 

I sent email to embassy and ask application document. Passport , photo, documents which certificate your stay in 

Hungary( certification of enrollment , letter of recommendation), Certification of the Balance of deposit, certification of insurance. 

You can see more details on homepage of embassy.  

Please report on the details of applying process. 

You have to book for application. What date and time is decided, so you have to check homepage of the embassy. I called the 

embassy to book middle of June but reservation was already full, therefore I couldn’t find date whish is suitable for me and had 

to leave my class earlier for application. I recommend you should book as soon as possible because many people rush to get it in 

summer. Also, don’t forget to prepare to ask required documents such as leteer of recommendation and certification of insurance 

in advance. This is because it takes about 2 weeks to get. I regert that I asked these documents 2 days before the application.  

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.)  

Hungarian Forint is not common currency so I exchanged it at airport but you don‘t have to bring too much money 

because, in my experience, you can use credit card anywhere in Budapest. I bought SIM card for 1month in Europe 

before departure in case of emergency.  

 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline JAL 

How to purchase air 

ticket 

From hompage of JAL 

※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       Arrival time       

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? 

About 30 mnitues  

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

transportations. 

I heard that taxi driver sometimes require more money than real.  

Arrival date month     date     time      

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

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

Month 9 day3 

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（3 ） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

If you want to live in a dormitory, you apply from the email which is sent by university. You can 

access to the link from the email.  

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

to find it? 

I was really confused that I received rejection email on August I guess this is because I made mistake when I filled the information for 

application. After that, I contacted real estate via university. My dormitory request was accepted on the end of August in the end. This 

accident is because of my fault, but international coordinator and the administrates of dormitory and staff of real estate replied my 

email rapidly and considered my trouble. They were really kind.  



 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date September 2 to 6  

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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

Contents (details)       

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class Month9 day9 

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 have to get residence permit after you arrived Hungary in 30 days. I read the report by senior and they said they get at 

immigration office, but actually some staffs from office came to our university. I don’t know whether this case starts from this year. 

I received an email when we can get it but dome students don’t even receive any notification. Staffs are only three and they couldn’t 

handle because many students came on same day. I could finally get it third time. Even though I have classes, I had to wait for 5 hours 

every time and staff didn’t  announce anything. Staffs said it finished today suddenly. In this way, I wasted a lot time and felt 

stressed. When I got residence permit, my visa had already expired but staffs said it is okay. I hope this issue will be improved.  

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? 

      

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? 

      

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? 

       



 

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 month9day13） 

    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 online and submit paper which was given during orientation. This paper was only for students at my 

faculty. The number of students was limited at seminar type class so there was already no room for exchange but 

we can take that class with permission by a professor.  

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 
                                          

8:00 
      lecture                               

9:00 
      lecture                               

10:00 
            semiar                    

11:00 
            seminar                         

12:00 
                                          

13:00 
      lecture       seminar             cooking 

14:00 
      lecture       seminar                   

15:00 
                        volunteer       Call my family 

16:00 
seminar       lecture       volunteer             

17:00 
seminar cooking lecture                   studyng 

18:00 
                                    studying 

19:00 
                                          

20:00 
Studying  studying       Hang out Hang out             

21:00 
studying studying                               

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

             



 

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 had been nervous first 2 weeks because there are few signs written in English in Budapest. I got used to live in this 

city when one month has passed. There is a mentor who support our life, so you can ask for help to them. Also, you will 

have a chance to talk with Hungarian students who are studying Japanese at institute of Japan. There is an organization 

holding party at a club and bar or short trip for international students. I recommend to join some events by them. You 

don’t have to worry about Hungarian language because only you will use is English in Budapest. I live in a dormitory so 

I always cook myself. Everything is cheaper than Japan, therefore it doesn’t take cost if you eat out, but it is 

reasonable to cook yourself.  

At class, there are some Hungarian students even if the class is hold in English. Some Hungarian have accent when they 

speak English. You can live in Hungary safely. Transportation works almost 24 hours and the city is filed with people in 

midnight . However, you have to be careful dangerous area in the night. When you ride a bus in midnight, you should sit 

near the driver or contact your friends after you arrive your home.  

 

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

the future. 

There are more Japanese students than I expected before arrival.  However, Hungary is not so familiar to us and 

Japanese are definitely belonged to minority in this country. It was good for me because I wanted to study in that 

environment. It is interesting that there are many students from middle Asia and Africa who can rarely meet if you are 

in Japan. Even if Hungary is European country, the price is low. Besides, it locates in central Europe, so you can go other 

countries easily. Host university is in central city and Budapest is really beautiful city which has European atmosphere 

actually. I think Hungary is good choice to study abroad if you would like to experience something different.  

 


