
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 10月 15日 

留 学 先 大 学 シンガポール経営大学 

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 2014年8月－2015年 4月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部地域行政学科アジア政治（堀金ゼミ）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。 

明治から過去に当大学へ交換留学された先輩の資料が１つしかなかったため、同じく協定を結んでいる他大学の友人に頼んで留学報

告書の内容を教えてもらいました。 

準備に関しては、当然のことですが絶対的に英語に触れておくべきだと感じました。ACE も対策にならないとはいいませんが、トップスクー

ルを受講することによって留学までに自分が何をしなければいけないのか実感できるもっともよい方法だと思います。 

（ただ大学では他の科目と同じ扱いなのに、課題の量が何倍もあるので、複数履修することはオススメしません。） 

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：Student's Visa 申請先：Immigration & Checkpoints Authority of Singapore (ICA) 

ビザ取得所要日数：現地で直接事務所へ出向いて取得 

（申請手続きは 6 月上旬より順次） 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：120SGD (Processing Fee & 

Issuance Fee) 

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？ 

特筆するような書類は特になし 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

6月上旬 SMU より提供された情報をもとに ICAの SOLARへ登録・取得費用支払（クレジットカード） 

Student's Pass Online Application & Registration (SOLAR) 

 

1. Please make sure that your SOLAR application has been submitted. Also make sure that you have paid your 

processing fees. Your application will not be processed unless you pay the processing fees. The processing fee is $30.  

2. Once you have paid your fees, your status on the SOLAR page will reflect, 'receiving attention'. This means that your 

application is being processed. Immigrations (ICA) takes five working days to process application. Sometimes, it may be 

faster. So do check back on the SOLAR, to see if your status has changed to 'approved'. 

 

3. Once your application is approved, go back to the main page of the SOLAR, you should be able to see a 'Pay Issuance 

Fee' option on the menu. If your application is approved and you cannot see the 'Pay Issuance fee' option, take the 

following steps. 

 

4. The amount payable for the Issuance Fee is either $60 or $60+$30, $60 for issuance fee, $30 for multiple-entry 

visa. The amount due to you depends on your nationality and the bilateral agreement between Singapore and your home 

country on visa requirements. The SOLAR system will prompt the amount due accordingly. Please make sure you pay 

your fees on-line as soon as possible and before you come to Singapore, as the ICA Office does not accept cash or 

credit card payment when you come for your appointment to collect your student's pass. 

 

5. To date, students are not able to make an appointment via the e-appointment facility yet. You will require your FIN 

number and an e-appointment ID. The e-appointment ID will be given to you in the In-Principle Approval (IPA) letter. This 

IPA letter will be sent to you via e-mail in due course. Please make your appointment once you receive the IPA letter as 

appointment dates are limited and taken up fast. 

 

6. All students are issued the student pass on standard the term dates. We are not able to extend it for those who wish 

to stay longer for leisure or internship purposes. For those who wish to leave Singapore later, what past students do 

is to leave Singapore before the student pass expires and re-enter Singapore on a social visit pass. However, this is 

applicable only to students who do not require an entry visa into Singapore. 



 

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？ 

面接なし。大使館に行くことも日本で申請の際はない。（シンガポールで受け取り時、直接出向く必要あり。） 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

情報提供から申請期限まで日がなく、慌ただしかった。 

SMUから提供された情報に誤りがあったためメールで確認した上、新しい情報を発行してもらった。 

登録の際、ビザ用の顔写真のサイズ調整（オンライン上）が難しく、手間がかかった 

（Tips : Microsoft Paint. Under "image" click "resize" and check the box "pixel".）。 

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） 

私は現金を 500,000 円持参し、現地で両替した上、現地で開設した銀行口座に預金。クレジットカードが使える場面では極力クレジットカ

ードを使うようにしていました。 

携帯電話は SIM フリーのものを用意。当然ですがシンガポールでも購入できる。値段はどちらも同じようなもの。  

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 中国東方航空 

航空券手配方法 
Expedia 

※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 Singapore Changi Airport 現地到着時刻 21:40 

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 45 min 

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 8月 6日 22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 6/16（月曜、17:00 頃）に突然、「今から先着順で寮（SMU Evans Hostel）の申込を受け付ける」旨のメール

が届く。数が非常に限られているため常に注意をしていないと他学生から出遅れる可能性有り。 

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？ 

先の抽選に漏れたため個人的にホステルを探して契約したが、留学出発の直前に奨学金プログラム（TEMASEK）合格の連絡があり、奨

学生は大学の寮に入ることが義務づけられていたため、事前に他の寮にデポジットを支払ったのにも関わらず大学寮に移る必要があっ

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 8/13-15 

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？ １日は学業面での注意等、その他は友達作りや現地に馴染むためのレクリエーション。前者は必須だが、後

者は先着順（競争率高）。後者は、寮に住むことが決まっていて、あまり興味がない場合、行く必要はないよ

うに感じたが、交友の和を少しでも広めたい方は参加してみては。 

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 8月 18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？ 

ビザ受取のみ 

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？ 

なし 

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？ 

学内地下にある OCBC で銀行口座を開設。キャッシュカードには、クレジットカード・NETS・EZ linkの機能がついている。 

所要日数は約１週間。無料で作成可能。主に必要なものはパスポート、Student card, SMU cardなど。 

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？ 

本体のみ購入。SIM カードは現地で購入。$２０。SIM カード購入後、その都度チャージする。通信料は 1GB につき$7。チャージしたあと

に、別途料金プランを選ぶ必要があり、それを行わずで使用しているとすぐにチャージしたお金がなくなってしまうので注意。 

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（7月 22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（     月     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？  

7/22 に先着順 

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？ 

できた。その点は明治よりも柔軟なのでご心配なく。 

希望どうりの授業が取れるかどうかはインターネット回線のスピード次第。 



 

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 起床       起床             

8:00 
朝食 朝食 授業(3時間)       日本人留学生 

対象プログラム 

(17:00頃まで) 

祝日は変則的です。

課題があれば、図書

館へ行くし、なければ、

ダラダラすることもあれ

ば、旅行や色々な行

事に参加します。 

それでも基本的には課題

が終わらないので、課題に

充てることが多いです。 

9:00 
図書館 図書館                               

10:00 
                  起床       起床 起床 

11:00 
                  雑事 

（掃除・洗濯

等） 

             

12:00 
       授業(3時間)                         

13:00 
昼食 昼食 授業中に昼食

を取る or  

授業後まで待つ 

昼食                   

14:00 
                  図書館                   

15:00 
                                          

16:00 
            グループ 

ミーティング 

                        

17:00 
                                          

18:00 
            友人と遊ぶ 

主に外食 

                        

19:00 
夕食 夕食       夕食 帰宅             

20:00 
帰宅 帰宅       帰宅 自由時間             

21:00 
課題 課題       課題                   

22:00 
            帰宅                         

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

24:00 
                                          



 
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、SMU を留学先に選んで大正解だと感じています。 

理由： 

・教育の質が高い。教授は大抵 NUSか欧米有名大学の博士号保持者。 

・ローカルの学生が勉強熱心。好きで、というよりも成績が就活に大きく影響する、課題量が多いことが理由だが。 

・多様性。北欧は現地人＋留学生という面で多様性があるが、シンガポールでは現地の学生だけでも中華系、インド系、マ

レー系その他諸々といった状況で北米よりも多様性が高い！ 

それに加えて（本当に）世界中から交換留学生がくる。しかも、レベルの高い大学が多い。（海外では北京大学、国立台湾

大学、高麗大学、梨花女子大学、フィリピン大学、ミュンヘン大学等、日本からは一橋、九州、早慶など） 

・ご飯がおいしい！飽きない！ 

・使用言語は英語で、現地の学生は完璧に使いこなす。 

・アメリカ式の授業スタイルで、少人数（３０人程度）、発言しないと出席点がもらえないという厳しい環境。（他の 2 大学は日

本と変わらないスタイルのようです。） 

 

その他、日本人向けの特別プログラムや、奨学金プログラムなど、授業以外にも充実した学びの場がある。 

近隣東南アジア諸国に気軽に旅行に行ける。 

 

ただマイナス点として、 

・北米に比べて英語力が伸びにくい。現地の学生はシングリッシュを話すため、TOEFL や TOEIC で使用されるような"英語"

のリスニング力は向上しない。また、現地人は北米人が使う"スラング"や"難解な言葉"は使わない。（ただ現地人は知って

いて、「使おうと思えば」使うこともできる）ただ、ライティング、リーディング、スピーキングの面で差異はない。 

・暑い。１年中夏であるため。 

・寮であっても、学校から少し距離がある（35～40 分） 

・東京都程度の面積しかないため、遊びに行くところが限られている。 

★授業ひとつひとつがとても重いため、単に授業時間で計算する明治の制度では、明治の１０倍勉強しても、授業１コマ分

の単位しか来ない！（SMU では各学期にとれる授業の上限が４コマ！ただ 4 コマもとる日本人はいない） 

 

といった面もあります。 

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。 

学内選考では、英語のスコアさえ基準に達していれば、あとは熱意、そして学習の具体的な計画が合否のポイントだと感じま

した。GPA・語学力の優劣はあまり他候補者と差がつくポイントではない印象を受けました。 

 

充実した留学生活を送るには、とにかく英語の勉強を頑張ってください。僕は足きりギリギリで来ちゃったので…。ちなみにドイ

ツ人のルームメートは TOEFL100 点だったそうで、横で一緒に勉強していて英語に困っている様子はなかったです。感覚的

には 90点前半、いや 95点くらいあったら楽なのかなと感じました。 

 

また、勉強以外になにがしたいのか目標を立ててくると非常に充実すると思います。インターン、旅行、友達作り、外国語の

勉強（中国、韓国人の友達ができやすいので、勉強には最適の環境！）等々、なんでもいいと思います。 

 

欧米人と仲良くなるには、一緒にクラブに行くことです。 

 

何か質問や相談などがありましたら、いつでも気軽にご連絡ください。 

 


