
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 02月 28日 

留 学 先 大 学 マレーシア日本国際工科院 

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）：精密工学，（現地言語での名称）：Precision Engineering 

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 2013年08月－2014年08月 

明治大学での所属      学部     学科     専攻 / 理工学研究科機械工学専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程1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。 

出発前の入学手続きや自分の研究が忙しく準備をする余裕なく渡航しました。準備はしなかったものの生活に支障はでませんでした。 

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：UTM国際事務室 （※現地到着後 手続き） 

ビザ取得所要日数：20 日間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：254RM 

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？ 

ビザ用写真、パスポート（原本＋コピー）、入学書、健康診断結果、レシート（財務科で支払ったビザの申請料金） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

UTM RAZAK SCHOOL12 階の国際科にてビザの発行手続きに必要な書類を確認。キャンパス内のクリニックにて健康診断(15RM)、X

線（35RM）を受けに別施設（キャンパス外 Ampang park 駅付近）へ移動。（キャンパス内の健康診断後、医者が予約をし住所の書かれ

た紙を渡されるので心配する必要はありません。）その後、キャンパス内財務科にてビザ申請に必要な料金(254RM)を支払います。後

は、必要書類を国際科に提出するだけです。 

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 

キャンパス内は広くどこに国際科、財務科、クリニックがあるのか分からず少し手間取りました。 

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） 

国内の銀行のネットバンキングの開設とインターネットバンキングの SBI レミットの口座開設を勧めます。マネーダイアグラムと書いてある銀

行なら SBI レミットを通して現金を受け取れます。携帯電話は日本では SIM ロックがかかっているため現地で買ってください。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Malaysia Airline  

航空券手配方法 
国際教育事務室に手配してもらいました。 

※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 クアラルンプール空港 現地到着時刻 18 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 2 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 

大学最寄駅（Damai駅）からキャンパスまでは 7RMほどです。以前、MJIITに短期で来ていた学生がタクシーのメーターを隠され 50RM請

求されていたのでタクシーについているメーターを確認してください。 

大学到着日 08月 23日 20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（     ） 

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 明治大学側が申し込みしたためわかりません。 

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 09 月 03 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？ 担当教官に修士課程を MJIITで取らない生徒は参加しなくてよいといわれたため、参加していません。 

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 09月 09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？ 

Ⅲ―１でも書きましたが、マレーシアでは大学側がビザを発行します。渡航後の必要な手続きはビザだけでした。 

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？ 

ビザ申請のためマレーシア到着後すぐに健康診断を行いました。予約は必要なく 1 日で終了します。 

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？ 

開設していません。 

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？ 

必要書類は必要なく、申請も１時間かかりません。携帯電話を購入後、プリペイド式の SIM カードを買うだけです。 

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（09月 18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？ 

志願授業がいずれも私以外いなかったのにも関わらず留学生ということで授業が開講され参加できました。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床 

8:00 
朝食 授業 授業 授業 授業 研究 朝食 

9:00 
授業 授業 授業 授業 授業 研究 読書 

10:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 研究 読書 

11:00 
勉強 勉強 ゼミ 勉強 勉強 研究 読書 

12:00 
勉強 勉強 ゼミ 勉強 勉強 研究 読書 

13:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

14:00 
研究 研究 研究 Public lecture 昼食 課外活動 課外活動 

15:00 
研究 研究 ゼミ Public lecture 研究 課外活動 課外活動 

16:00 
研究 研究 研究 Public lecture 研究 課外活動 課外活動 

17:00 
研究 研究 研究 サッカー 研究 課外活動 課外活動 

18:00 
研究 研究 研究 サッカー 夕食 課外活動 課外活動 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 課外活動 課外活動 

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 夕食 課外活動 勉強 

21:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 映画 勉強 勉強 

22:00 
ランニング ランニング ランニング ランニング 映画 勉強 勉強 

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 映画 就寝 就寝 

24:00 
                        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。 

MJIIT ではイラン人、インドネシア人の留学生の方が多いものの全体としてはマレーシア人がほとんどです。ですので、大人数

で遊びに行ってもマレー系ならマレー語中心、中華系なら中国語中心になってしまい歯痒い思いをしました。授業は難しくな

いものの英語ということで難しく感じることが多々ありました。宿題の量は少ないのにも関わらず一問解くのに長時間かかって

しまい慣れるまで苦労しました。 

宿舎、生活に関しては不便なく過ごしています。 

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。 

MJIIT の留学プログラムの応募志願書には TOEFL-IBT の得点が 79 点以上と書いてあります。しかし、本当に留学したいと

思うならば点数が届かなくても諦めずに全力を尽くしてください。私の場合も得点は足りなかったものの諦めずに努力した結

果、プログラムに参加することができました。 

MJIIT はマレーシアの首都クアラルンプールに位置しています。このことから現在急成長をしている東南アジアを知るには最

善の場所であり、他民族国家ならではの魅力もあるため将来の自分にとって大きな財産となるでしょう。 
 


