
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 2月 17日 

留 学 先 大 学 中東工科大学 

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）：Busines Administration，（現地言語での名称）：Isletme 

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：特定の学部に所属しているが、教授から認められればどの学部の授業でも 

履修することが可能であり、実際に物理の授業を1つ履修している 

留 学 期 間 2013年9月－2014年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     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。 

私は、留学前にトルコに行ったことがなかったため、トルコでの生活がどのようなものかほとんど知らなかった。事前準備には、主にインター

ネットを利用した。また、トルコの歴史、経済、政治、文化に関する本やイスラム教に関する本を読むことで、知識や情報を蓄えた。東京

外国語大学の学生が「日本トルコ学生会議」というイベントを夏休みに主催している。それに参加することで、留学前にトルコ人の友人を作

ることができた。トルコに到着後も、様々なことを手伝ってくれたり、教えてくれたりしてもらい、大いに助かった。トルコ文化センターという場

所で、8週間トルコ語の講座も受講した。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：学生ビザ 申請先：トルコ大使館（原宿） 
ビザ取得所要日数：1週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：7000円～8000 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？ 

留学先大学（中東工科大学）から正式に送られてくる留学承認書、パスポート、トルコ大使館ホームページからダウンロードできる申請書

を提出する必要がある。（＊年によって申請方法が変わる可能性があるため、トルコ大使館のホームページを確認する必要あり。） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を持って、原宿にあるトルコ大使館に行く。提出物を受け取ってもらえれば、1週間後に VISAが添付されたパスポートを返しても

らえる。（＊年によって申請方法が変わる可能性があるため、トルコ大使館のホームページを確認する必要あり。） 

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） 

海外でお金を引き出せる銀行口座とカードをつくる。私は、citi バンクに新規に登録した。citi バンクでは、+PLUS マークが付いている ATM

であれば世界各地どこからでもお金を引き出せる。他には、VISA カード、Master カードなどクレジットカードにお金の引き出し機能をつける

方法もある。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 大韓航空 

航空券手配方法 旅行サイト 

大学最寄空港名       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       

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 

      

大学到着日      月     日     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（4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（トルコ人） 

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       

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 授業開始日の 1週間前から、授業開始日の前日まで 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：留学生向けツアーが別にあり、それに行きたい人はチケットを買う） 

内容と様子は？       

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 23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？ 

トルコに到着後 1 ヶ月以内に、滞在許可証の申請に向かわなければならない。トルコ語ができないと申請時に苦労する可能性があるが、

中東工科大学には、公式の留学生グループがあり、そこにいるトルコ人の学生たちが海外から来る学生たちの手助けをしてくれる。滞在

許可証の取得のときにも同行してくれるため、パスポート、1 万円程度の費用、パスポートサイズ証明写真などの必要なものを持って行け

ば、大きな問題なく申請が可能。しかし、申請場所となるアンカラ警察本部には、朝から長蛇の列ができ、申請を終えるまでに4時間かか

ることがある。現地に早めに到着して、アンカラに滞在する数多くの留学生たち（他大学も含む）が一斉に滞在許可証の申請を始める前

に、申請してしまえば、そこまで長い時間はかからないと思われる。 

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？ 

      

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？ 

現地で銀行口座を開設するためには、（1）事前に滞在許可証を取得し、（2）それからアンカラのクズライ（繁華街）にある Tax Officeに行

き、外国人用Taxナンバーを取得する必要がある。銀行口座の開設に関することは、中東工科大学の International Cooperations Office

に聞くことができる。 

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（10月 3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？  

教授の許可さえあれば、どのような科目でも履修可能 

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 
                                          

8:00 
起床                   起床             

9:00 
      起床 起床 起床       起床 起床 

10:00 
授業                   授業             

11:00 
授業 運動 自習 運動 授業             

12:00 
授業 運動 自習 運動 授業             

13:00 
授業       自習                         

14:00 
      授業 自習 授業 授業             

15:00 
      授業 自習 授業 授業             

16:00 
      授業       授業 授業             

17:00 
                        授業             

18:00 
            クラブ活動                         

19:00 
            クラブ活動                         

20:00 
            クラブ活動                         

21:00 
自習 自習       自習 外出             

22:00 
自習 自習       自習 外出             

23:00 
自習 自習       自習 外出             

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。 

この留学が、今後の自分の人生にどのような影響を与え、自分の人生にとってどのような意味があるのか正しく評価できるよ

うになるにはまだ時間がかかるが、このトルコという地、中東工科大学という大学を選択して全く悔いはなく、アメリカ、ヨーロッ

パ、南米、東南アジアなど様々な留学先がある中の 1 つの"best choice"として、この恵まれた環境での滞在を謳歌してい

る。 

中東工科大学のキャンパスは広大で緑が多く、また学生たちの「憩いの場」ともなるレストランや広場がたくさんあるため、居

心地がよい。 

中東工科大学は、アメリカの大学システムや文化を参考に作られており、授業のスタイルも、日本というよりはアメリカやヨー

ロッパの授業スタイルに近い。つまり、日頃から授業に関する書物の読書を求められ、その予習と復習を活かして、授業では

頻繁に他の学生や教授とディスカッションを行う。このような授業形式で、トルコ人に加え、様々な国から来ている留学生た

ちと議論を交わすことで、新しい物の見方や知識を獲得することができた。また同時に、英語で自分の意見をはっきりと表明

することの楽しさと難しさも知ることができた。 

「新興国」として考えられているトルコは、「先進国」であり、「成熟」に向かう日本とは全く異なる社会問題や環境を抱えてお

り、そのような違いを肌で感じ取り、実際に理解することはとても興味深い経験である。 

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。 

トルコに留学してみたいとかねてから考えていた人は、ぜひ大きな夢と地に足のついた目標を設定して、留学中にどんなこと

を経験して、どんなことを成し遂げたいのか、そして、留学終了後にどのような自分になっていたいのか、できる限り想像力を

豊かにして考えてみてほしい。留学前の時間を有効に活用して、トルコ留学をさらに有意義にできるような準備を行っておく

とよいと思う。トルコ語に関しては、事前に、最低 2 ヶ月、できれば 4～6 ヶ月ほど勉強しておくと、トルコの生活に慣れるのが

スムーズになり、また現地の人々との会話やトルコ国内の旅行を楽しむことができる。 

他方で、もともと他の国が第一志望の留学先であったにもかかわらず、選考で希望が通らず、トルコに来ることになった人

は、トルコのことを詳しく知らなければ、トルコでの目標ややりたいことが全く決まっていないかもしれない。例えそのような人で

あったとしても、トルコはおおらかに、暖かくもてなしてくれるだろうと思う。トルコには、心優しい人々、多様な食材と料理がおり

なす豊かな食文化、雄大な自然に遠い過去を伝える数多くの遺跡があり、少しその足と興味を広げてみれば、きっと何かに

感銘をうけるであろうし、気がつけばトルコという地にすっかり魅了されてしまっているかもしれない。生活習慣や文化が全く異

なる環境で様々な問題が起こりえるが、その一方で、アメリカや日本、他のどんな先進国にも見られないものがトルコにある。

第一希望に落ちてトルコに行くことになったとしても、楽しいことや興味あることを見つけようと試み、その地での出会いを大切

にしてみてほしい。 

 


