
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 10月 27日 

留 学 先 大 学 マラヤ大学 

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1月 

明 治 大 学 で の 所 属 農学部食料環境政策学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部25日年生／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。 

少し困ったのは現金調達です。キャッシュパスポートを用意しておけばよかったと思います。 

大学やマレーシアについての情報は、少し調べてみて面倒になり、結局 SIM カードの入手法くらいしか調べていません。どうにかはなっ

ていますが、現地でバタバタするのが嫌なら頑張るといいと思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：Student Visa 申請先：マレーシア大使館（手続きは EMGs に対して行うこと

が多い） 

ビザ取得所要日数：日本で３日、渡航後の正式申請は

1 ヵ月    （申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：525.3RM(約 14000 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？ 

〈オンライン出願〉証明写真・パスポートのコピー・Support letter(大学から発行される)・英文成績証明書・英語試験のスコアレポート 

〈在日マレーシア大使館〉パスポート・パスポートコピー・e-val（入学許可証のようなもの）・申請書みたいなもの（大使館の HP から印

刷） 

〈相手大学のビザユニット〉パスポート・パスポートコピー・保険の支払い明細や健康診断の結果など（相手大学から渡された一式をそ

のまま提出）・administration fee の支払い明細・e-val・offer letter・パスポートサイズの写真 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

国際事務室の指導に従って相手大学の HP からオンラインで出願。入学許可が下りたら大使館に申請。渡航後は ISC という相手大学

の機関の指示に従いビザユニットに申請して 1 ヵ月待つと完了。 

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 

実害はないのだが、精神攻撃は多い。オンライン出願は記入項目が多く、１カ所でも間違えると最初からやり直しになる。マレーシアの

ビザ発行機関（emgs）からメールや指示書が送られてくるが、メールは意味不明なものもある（渡航後意味が分かった）。心配性の人

はかなり不安になると思うが、結局大したことないことが多いので強く生きよう。また、日本で受け取れるビザは仮のもので、渡航後に正

式に申請する。このときパスポートを提出するのだが、この受け取りでトラブルになっている学生が 2 人いた。片方はなんと大学の手違

いでパスポートが行方不明になってしまっている。今現在まだ解決していない。これらのストレスを全て回避するのは難しい。気にしない

で淡々とこなしていけば意外とどうにかなるが、私は始終殺気立っていた。具体的な注意点としては、 

・いかなる文書も必ず保存しておくこと（支払い明細なども） 

・全ての文書を多めにコピーしておくこと（文書は基本コピーとともに提出するが、提出前はコピーサービスが信じられないほど混雑する

ので暇なときにいちいちとっておくと楽） 

・学生にできることはほとんどない。何が起こってもただ微笑む。 

ぐらい。 



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） 

私は快適だと思うのだが、寮の評判はよくない。国籍問わず多くの学生が結局大学外に引っ越している。支払い済みの

寮費が戻っているのかは不明（払い戻しはないということになっているが、交渉可かどうかは不明）。以下に大学の寮

（kk10）のスペックを書くので、耐えられない人は最初から大学外の住居を探しておいたほうが金も手間も省ける。 

 

・２人部屋。できる限り国籍が異なるように振り分けられる。ルームメイトとのトラブルで多いのは、一番はルームメイトが彼

氏とテレビ電話してすっぴんや部屋の様子を映してくる、その次はルームメイトが勝手に友達を呼んでパーティをするとい

うもの。私のように毎日美女のオフショットが見れるラッキーな人もいる。 

・部屋はコンクリート打ちっぱなしで机、小さな本棚（一段）、ベッド、ロッカー（鍵付きの引き出しがある）、シーリングファン

が備え付け。エアコンはないが充分涼しい。 

・台所は建物に一つなので競争率が高い。調理器具も自費で買う（備え付けの物は汚い）。電子レンジあり。冷蔵庫も競

争率が異様に高い。私は物を入れたことがない。 

・Wi-Fi あり。どんなにダメなやつでも君はただいてくれるだけでいい、そんなスペック。 

・同じ室内にトイレブースとシャワーブースが共存。シャワーは４つのうち１つだけお湯が出る。トイレに関しては、トイレットペ

ーパーがちゃんとあったらその日はきっといい日になる。 

・洗濯機と乾燥機はあるが、一回３リンギット（約９０円）で、たまに４リンギット入れないと動いてくれない。私は全て手洗い

している。干す場所はいつも混んでいる。 

・大学内にはカフェテリアが何個もあり、寮から近いのは二か所。まずすごく安い。平均１００円でおなか一杯。味がおいし

いのは全寮生が認めるところだが、マレーシア料理とインド料理が少しあるだけなので、合わない人は地獄を見ている。で

もすごくおいしい。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Air Asia 

航空券手配方法 エクスペディア      ※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 クアラルンプール国際空港 現地到着時刻 朝６時頃 

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 覚えていないが、1 時間弱ほど？ 

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 

相手大学から送られてくるメールに記載されたバディの連絡先にコンタクトをとっておく。そうしなければ会えなかったとき手の打ちようが

ない。 

大学到着日 ８月２７日１１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 指示に従えば終わる。パスポートサイズの写真が必要。 

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？ 

特になし 



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 9/3～9/5 

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？ 室内でひたすら話を聞いたり、現地学生の用意したレクリエーションをやったり、保険の購入などの作業を

したり。留学生が自国の伝統文化のパフォーマンスをしたり（前日に募集がかかったのに多くの国の生徒が

踊りなどを披露していた。） 

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 ９月 10 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？ 

ビザの正式申請のみ（ビザについての欄に詳細） 

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？ 

健康診断（予め予約し、指示された時間・場所に集合すればよい。大学からオンラインで送られたフォームを記入しておくこと。）費用

は 200RM。 

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？ 

SIM カードのみ購入 

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（     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（自分で各学部に手続き

後国際オフィスでも手続き） 

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？  

各学部に許可を求めに行き、学部長のサインを手に入れたら国際オフィス（ISC）に提出 

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？ 

出発前に登録させられたが、実際の履修には全く関係なかった。 

 

  



 

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 
                                          

9:00 
      授業       授業                   

10:00 
                  チュートリアル                   

11:00 
                                          

12:00 
      授業                               

13:00 
      授業                               

14:00 
                                          

15:00 
      チュートリアル                               

16:00 
                                          

17:00 
                        授業             

18:00 
                        授業             

19:00 
                        授業             

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。 

私としてはかなり快適で実りある生活を送れていると思っています。具体的に気に入っているところを挙げると、 

 

・留学生を受け入れるのに慣れている（留学生に対する理解が深い、バディという制度があり不安なことをなんでも相談で

きる、英語さえできれば生活・勉強ともに問題ない） 

・他国からの留学生と簡単に仲良くなれる（特に中国・台湾・韓国・タイ・インドネシア人が多い。ヨーロッパ系も少しいる） 

・非ネイティブが多く、めちゃくちゃな英語でも話しやすい。相手の国籍によってリスニングも簡単だったりする。 

・プレゼン・エッセイの宿題がある。1 つの授業に一回自分の番が回ってくるというタイプが多い。 

・明治大学よりもレベルが高いと思う。学生も授業中に普通に先生に質問するし、プレゼンも質疑応答もかなり整然と、し

かも英語でこなしている。 

・プログラムが充実している（field trip, homestay に無料で参加できる。バディが個人的に遊びに連れて行ってくれることも

多い） 

・私にとっては日本の生活より便利（大型モール１か所で買い物が済むところ、グラブという配車サービスが充実している

ところなど。地方中枢都市くらいの利便性がかえってちょうどいい）。治安も日本と変わらない。 

・安い。何もかも安い。ただし、映画などの娯楽は日本と大差ない。ダイソーにいたってはなぜか日本より高い。 

 

しかし、なにせ留学生がとても多いので、帰りたいとばかり言う人もいます。そういった人は食べ物や気候についての不満

を口にすることが多いです。日本人にしてみると、食事も気候もワンパターンに感じるので、そういった細かなところでストレ

スが溜まっているのかもしれません。 

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。 

入国から 1 ヵ月ほどはろくな説明もなく次から次へと手続きに追われることになるので、そこだけ心の準備をしておくと楽か

もしれません。別のところにも書きましたが、日本にいる間からデータも紙もありとあらゆる書類を保存・コピーしておくことを

強く勧めます。メールやフェイスブックも、この時期はこまめに確認しましょう。そして、日本に帰ったら明治大学の事務室

に愛してると伝えましょう。 

 

マラヤには mid semester break があり、ここで学生同士で旅行に行くことが多いので、どこに行きたいか見繕っておくと旅

の道連れを見つけやすいと思います。私のようにボケッとしていても、普通に人付き合いしてれば誰かしら声をかけてくれ

ます。ランカウイ、サバ、シンガポール、バンコクなどが人気です。マレーシアは国内便でも（少なくとも外国人は）パスポー

トが必要なので注意してください。 

 

これはマラヤに限りませんが、生活環境を総とっかえするのは快感です。人間関係が一時的に清算され、スケジュール

に余裕が出るので、日本で抱えていた悩みについて答えを出すことも出来ました。生活を 1 から切り開いていくのも楽しい

です。最初来たときは一体どこで食事すればいいんだ、シャンプーとかどこで買おう、トイレはどこだと基本的なことがいち

いちアドベンチャーだったので笑いっぱなしでした。特に目的なく留学する場合は、バカンスにしてしまうのもありかもしれま

せん。最後のモラトリアムに、日本を離れマレーシアでゆっくりするのはきっといい経験になると思います。 

私のようにそそっかしくて短気なひとは手続きに苛立つこともあるでしょうが、結局どうにかなってきたのでのんびり頑張って

ください。 

 

  



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting Year2018 month10 day27 

Host University Malaya University 

Department you belonging 

to at the host university 

 I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：      

 I do not belong to any specific department and taking the classes of 

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

Program 

Year2018 month9 to year2019 month1 

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Agriculture Major(field of study) Agri-food and environmental policy / 

Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 2／Graduate Masters Doctorate year      

Ｉ. How did you find the information to prepare for your departure? Please report and give some 

advises for future exchange students going abroad on what they need to know and be 

informed.  

It’s more convenient if you get cash passport in Japan. 

I didn’t collect information about the university or Malaysia excepting how to get SIM card. If you really want to 

avoid upsetting, you had better prepare more.  

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) ※Please report in detail. 

Type：student visa Where to apply：Malaysia Embassy 
How long did it take to get a VISA：in japan 3 
days, in Malaysia for final application 1 month 

（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：525.3RM(About 14000 yen) 

What kinds of documents were required to submit to apply for VISA? How did you prepare those 

documents? 

(for online application) copies of passport, support letter (issued by Meiji Uni), English 成績証明書, score report 

of IELTs or TOEFL 

(to Malaysia Embassy) passport, passport copy, e-val, application form (download from the embassy’s website and print 

out) 

(to visa unit in the host Uni) passport, copies of passport, receipts of insurance and administration fee, 一式の documents 

passed by the host Uni (ex. Medical report), offer letter, passport size photos 

Please report on the details of applying process. 

First, register online from emgs website. After your application is approved, register in Malaysia Embassy. 

When you arrived in Malaysia, you will complete your visa application at visa unit in the host Uni. 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

      

  



Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

I recommend you that… 

Keep any kind of document. 

Take many copies of any document when you have time. 

Just smile even if you have troubles. It’s not your fault.  

Ⅱ-2．Preparation before departing for exchange program （Other topics） 

Please report on any other necessary preparation before your departure. (E.g. Preparation of money, 

purchasing a cellphone, shipments of your commodities, and etc.)  

 I like the dormitory for exchange student (kk10), but many students no. I will tell you the details of our dorm 

and if they are not acceptable for you, you had better look for house outside campus. 

 

 Your roommate will be an exchange student who is not Japanese. Some students make video call with 

their boyfriends and show your no make up face, which is the most common trouble between roommate. 

 Your room has desk, small book shelf on the wall, bed, locker, ceiling fan. 

 One block has only one pantry. You have to buy your cooking tool. Fridge is also only one for one block 

and always packed. 

 You have wi-fi although it sometimes disappears. 

 You have 4 shower booths and 4 toilets in the same room. In one out of four booths you can use hot water. 

 You have to pay 3RM for each time to use laundry and drying machine. 

 You have many cafeterias inside campus and 2 of them are nearby the dorm. They serves very delicious 

and reasonable food but only Malay and Indian food. 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline Air Asia 

How to purchase air 

ticket 

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。 

Arrival airport KL international airport Arrival time Around 6 am 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  other                     

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

Maybe 1 hour or less 

Are there any important points to get to the campus? Please inform on the cost of taxi or any 

transportations. 

Contact with your buddy (you can get the information by email) if you use pick up service. 

Arrival date Month 8 date 27 time around 11am 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

If your answer is “No”：The date you checked-in was… 

month     day      

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the room Alone  two persons       Other（     ） 



Room mates Japanese Student International Student  Other（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

Just follow the instruction. Passport size photo are required. 

Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles 

to find it? 

Nothing special 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 9/3~9/5 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

Did it cost any? No. It’s free of charge.   Yes（Cost：     ） 

Contents (details) Long explanations and recreations 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class Month 9 day 10 

 

Ⅳ. Other process to be completed after arriving 

1．Was it necessary to get any permission of staying after arriving? If yes, where, report on when, and how 

to apply for a permission? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

      

2．Were there any other procedures you completed after arriving? (E.g. medical checkup, inoculation and 

etc.) If yes, report on where, when, and how did you complete them? How long and how much did it take? 

Was there any trouble? 

Medical screening. Complete the form you will be sent from emgs and follow the instruction of your buddy. 

3．Did you open any bank account abroad? How did you open it and what kinds of documents were required 

to apply? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

No  

4．Did you purchase any cellphone? How did you open it and what kinds of documents were required to 

purchase it? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

I bought only SIM card.  
  



 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month     day     ） 

    Online Filling out an application form  Not allowed to register other（     ） 

After arriving（approximate date: around month     day     ） 

    Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register other（     ） 

Was there any priority as an exchange 

student? 

Yes        No 

If your answer is Yes, please report on the details. 

      

If your answer is No, how did you register your classes?  

Get signature of the dean of the faculty which has the class I want to take and submit it to ISC (international office). 

If you had registered the courses before departure, could you change or add any classes after arriving? Could 

you register all the classes which you wished to attend? 

I did, but it had no influence on my registration. 

 

Ⅵ. Weekly Schedule (Please enter your daily life such as class, activities, and self studies.) 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
 class       class                   

10:00 
                  tutorial                   

11:00 
                                          

12:00 
 class                               

13:00 
 class                               

14:00 
                                          

15:00 
 tutorial                               

16:00 
                                          

17:00 
                        class             

18:00 
                        class             

19:00 
                        class             

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

             



Ⅶ. Feedbacks from the beginning of the program to the present 

Please give us any feedbacks on the host university, your program, classes, dormitory, and your life 

abroad. 

I think I have fruitful life in Malaysia. Here’s what I like about exchange program. 

 Students and lecturers understand foreigner and exchange student. 

 We can make friend from various countries. 

 Many students are not native English speaker so it’s easy for not good speakers like me to try. 

 We have assignment of presentation and essay. 

 Many programs such as homestay, fieldtrip is available for free. 

 Life in KL is more convenient for me than in Japan. 

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university 

in the future. 

You might be upset with procedures without enough instruction… good luck. 

 

You have mid semester break and you can plan to travel in Malaysia or Thailand, and so on. 

 

Although it is not special for University of Malaya, you can refresh by change all of your life. You can be 

aggressive in your program, but you also can just take a rest far from Japan. 

 

Anyway, I hope you have nice stay in UM! 

 


