
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 6日 

留 学 先 大 学 マレーシア工科大学 

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）：科学学部，（現地言語での名称）：Science 

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 2022年10月－2022年8月 

明 治 大 学 で の 所 属 農学部 農学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

ビザに関しては、同じくマレーシアに行く友だちから教えてもらうことが多かった。自分の協定校にもらった説明よりも詳し

く記載されている説明書をもらうことができた。また、寮の申請や支払い、履修登録はすべて自分でやらなくてはならない

のだが、大学からもらえる説明は少ない。自分で website を訪れて、調べる必要がある。もしわからないことがあったら、

すぐメールや電話をした。Email の返事は遅いので、電話をすることが多かった。Whatsapp では返信が早いところもあっ

た。 

また、寮の申請の時に寮に直接問い合わせると、「もう空きがない」と言われたが、大学側にその旨を伝えると、大学が

寮とやり取りをしてくれて、その寮に住めた。もしだめだとしても違う手段でアプローチすることが重要である。 

 換金所、SIM カード売り場などは、すべて「地球の歩き方」を参考にした。レートがいいところを紹介してくれている。また、

行きたいところなども、この本を参考にした。私は、シンガポールに 4 日間滞在したのちにマレーシアに入国したのだが、シ

ンガポールでいろいろなことを体験したことが話のネタになる。同じ趣味を持っている人と今度一緒にシンガポールに行こ

うと約束できたりもした。そのシンガポール旅行の計画も「地球の歩き方」で決めた。 

 最も準備不足だったと感じているのは、英語の専門用語の勉強。明治大学の単位を獲得するためには、自分の学科の

授業と似たものを取る必要があり、授業では専門用語がたくさん出てくる。まだ習っていないものに関しては、現地の大学

生も聞いたことがないので、こっちに来てから学べばよいが、これまで習った知識は英語でどうあらわされるのかを知って

おくと、こっちに来てから楽である。 

 また、英語のスピーキング力、リスニング力の強化が足りなかった。マレーシアに来る留学生は、インドネシア、中国、タイ

などのアジアに加え、スーダン、エジプト、イエメンなどのアフリカからくる人が多い。英語が早く、もう一度聞き直すことが多

いので、リスニング力を強化すれば、会話がスムーズにいく。英語で何かを説明することが求められることが多い。例え

ば、UNO カードの日本でのルールを教えて。カメラの撮り方を教えて。日本の政治についてどう思う。など、詳しく説明でき

ると、とてもスムーズに進む。 

  



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：シングルエントリービザ 申請先：EMGS 

ビザ取得所要日数：120日 

（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？ 

証明写真（カメラ屋）、入学許可証、健康診断表、在学証明書、成績証など 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

EMGS に書類をｐｄｆで提出。→（不備を改善させられる。写真などはとても厳しい。）→（3 週間後ぐらい）協定校から

official acceptance letter が届く→大学に滞在先の証明書の提出→ＶＡＬの獲得→別サイトで eVISAの獲得 

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 

写真はカメラ屋で行えば間違いない。服装や色に注意。 

大学の寮はなるべく早く決め、申請すべき。（私はここに時間をかけてしまい、出発 2日前にＶＩＳＡ獲得） 

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） 

シンガポール旅行で使うＳＩＭカードは、7 日間用の物をアマゾンで購入。 

現地資金調達は、すべてＭｏｎｅｙeT Global (プリペイドカード)で行っている。マレーシアはまだ現金が主流なので、大学の

ATM でおろして調達している。AEONやモールではクレジットカードが使えるので、明治大学のカードを使うこともある。 

カードは 2枚持っている。 

携帯電話も購入してないし、事前に持つ運送もしていない。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA 

航空券手配方法 
HP 

※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 シンガポールチャンギ空港 現地到着時刻 17時 15分 

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  その他シンガポ

ール旅行後、バス

に て マ レ ー に入

国。ターミナルにつ

くと、大学が寮まで

送ってくれた。                 

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 10月 3 日 17 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 HP 

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 10月 10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？ シティーツアーに行ったり、現地の大学生と一緒に偉い人のお話を聞いたり。 

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 14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？ 

大学の国際事務室にて、パスポートの提出など 

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？ 

履修登録、学生証の獲得、健康診断 

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？ 

した（Money T Global でローカル店内の ATM で現金をおろすことができなかったため、現地の大学生に送金して現金を

得た。のちに学校内の ATMのみ使えることが分かったので、今は使用していない） 

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 10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？ 

1年生としてこっちに来たとしても、興味があれば 4年生向けの授業を取れる 

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 
            授業 起床             起床 

9:00 
授業 起床                               

10:00 
授業終了       授業終了 授業                   

11:00 
            授業                   授業 

12:00 
                  授業終了                   

13:00 
            授業終了                   授業終了 

14:00 
            授業                         

15:00 
            授業終了                   授業 

16:00 
                                    授業終了 

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

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。 

UTM（マレーシア工科大学）は学生のレベルが非常に高く、エンジニアリング学部などはマレーシアで一番の成績を残して

いる。マレーシア各地から生徒が集まり、学内の寮に住んでいる。寮ごとにチームに分かれ、応援合戦や体育祭などが開

催されるほか、クラブアクティビティなども充実し、とても元気あふれる学校と感じている。マレー系、中国系、インド系、そ

し各地からの留学生が集まり、いろいろな文化が集まっている。授業は英語で行われ、生徒の英語のレベルが高い。授

業ではプレゼンテーションが盛んに取り込まれ、試験以外の日もとても勉強しているイメージ。１授業 40人ほどで、先生は

盛んに生徒に問いかける。生徒は必ずそれに反応する。先生と生徒の距離感が近く、授業内で笑いが起きたり、質問を

したりしている。 

 KLG Campus Residence（寮）はとても快適である。エアコン、洗濯機、安いカフェなどがそろい、初めての一人暮らしであ

ったが全く問題ない。留学生向けの寮であるため、いろいろな国籍の人と友達になれる。フットサルコートやジムもあり、運

動もできる。インドネシアの国のイベントが行われたり、部屋に友達を招いて映画を観たり、寮での生活はとても充実してい

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。 

ＵＴＭ ＪＢは決して都会にあるわけではありませんが、いろいろな文化が集まったり、勉強に集中できる環境がそろってい

ます。 

ＵＴＭの学生のレベルは高く、勉学熱心でいろいろな勉強イベントに参加して、自分を高めているように思えます。それに

私は刺激を受けて、勉学も今のところ充実しています。授業内で発言を求められたり、プレゼンしたりと英語を使う機会も

たくさんあります。 

私生活も充実し、勉強も楽しめているので、私はここを選んでよかったと思っています。 

 


