
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 12月 4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）：     ，（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 ２０１８年９月－２０１９年６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。 

大学を離れると英語が通じないとは予想はしていたが、大学内のレストランやスーパーでも英語が通じないため、最低限の

準備はするべきと感じた。また、英語はもう少し夏休みの間に準備をしておくべきだと後悔している。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：      申請先：      

ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

      

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

      

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 

必要ありません 

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） 

      



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ターキッシュエアラインズ 

航空券手配方法 
公式サイト 

※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 エセンボア空港 現地到着時刻 ８；２０ 

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 1 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 

バスとタクシーを使いました 

大学到着日 ９月１２日１２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 2 人とチュニジア人） 

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？ 

最初は、仮の寮に入り 1 週間後に正規の寮に入れました 

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 授業開始前の一週間 

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？ 履修登録や生活についてなど全般的に知れた 

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 １０月１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？ 

必要ですが、現地の大学が代行してくれます 

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？ 

してません 

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？ 

近くのショッピングモールで購入ました 



 

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（     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２８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？ 

ほとんどの授業で、交換留学生の枠が約２人ある 

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                                     

8:00 
 起床       起床                   

9:00 
English  for 

academic purpose 

 起床       起床 起床 起床 

10:00 
English  for 

academic purpose 

Introduction to 

foreign policy 

anlysis  

      Communication 

in international 

relations 

勉強又は出か

ける 

勉強又は出か

ける 

勉強又は出か

ける 

11:00 
      Introduction to 

foreign policy 

anlysis 

      Communication 

in international 

relations 

                  

12:00 
      Introduction to 

foreign policy 

anlysis 

      Communication 

in international 

relations 

                  

13:00 
            English  for 

academic 

purpose 

                        

14:00 
Society and 

cultuer 

      English  for 

academic 

purpose 

                        

15:00 
Society and 

cultuer 

                                    

16:00 
Society and 

cultuer 

Beginning 

Turkish 

      Beginning 

Turkish 

                  

17:00 
      Beginning 

Turkish 

      Beginning 

Turkish 

                  

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

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。 

まず、私はこの中東工科大学を留学先として選んで満足してる。この大学は、トルコで最難関の大学であり、ほとんどの学生

が英語を操る。授業では、ためにトルコで質問する生徒もいるが、基本は英語で行われる。こっちに来て感じたのは、英語は

本当にコミュニケーションを取るためのものであり、間違っていようが意思疎通ができれば、ネイティブに近づく必要がないと

いうことだ。これは、日本と同じく多くの人が英語を日常生活で使わないこの国であるから得られた感覚だと思う。宿舎だが、

私は、プライベートがなくても人と住む方が良い経験になると思ったため、４人部屋を選択した。部屋は狭く、綺麗とは言い難

いが、トルコ人２人とチュニジア人と住むことは日本ではなかなか経験できないので、楽しい。休日は、勉強するか、少し大き

めの町に行くか、広大なキャンパスのなかで座り、リラックスした生活を送っている。 

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。 

多くの人がヨーロッパやアメリカに留学することを望む中で、トルコを選ぶことは絶対に間違ってないと思います。治安の部分

は、いまだに危険を感じたことはないです。（夜になると犬が怖い）留学先としてマイナーな国ですが、逆に他の学生が体験

できないことを体験できると思います。 

 


