
  

協定留学近況報告書 

記 入 日    2019  年   11   月  4    日 

留 学 先 大 学    フィリピン  大学 ディリマン校 

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   2019   年  8   月－  2019   年   12  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   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。 

   出発前に関してですが、情報を得られる場がほとんどなく、協定校へメールで直接尋ねたりしました。ただし、協定

校からの返信はとても遅いので（他の協定校はわかりませんが少なくともフィリピン大学は 

遅いです）、必要に応じて催促のメールを送るとよいと思います。 

 まずすべきことは、航空券の手配や保険の加入など、必須の準備は早くに済ませることです。フィリピン大学は授業開始

が 8 月なので、渡航前は明治大学のテストも重なり、かなり忙しなくなります。 

また、もし可能であれば、留学予定先の先輩のお話を伺っておくとよいと思います。私自身も留学していた方実際に会う

ことでなにをすべきでなにが必要でないかを聞くことができました。連絡先は明大の事務室を通して伺いました。  

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：  観光ビザ（手続不要）    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？ 

  なし。  

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？ 

  なし。    

ビザ取得に関して困った点・注意点 

 なし。   

  

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） 

  VISA のクレジットカードを用いて現地の ATM から現金が引き出せます。念のため、クレジットカードは何枚か持ってい

くとよいと思います。 

携帯電話については、私はドコモのスマホを使っていたので SIM を解除して持っていきました。ちなみに現地の SIM は

到着後、空港で買いました。    



  

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 
 エアトリ     

※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 
  ニノイアキノ国際空港  

  

現地到着時刻   13:30    

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 

 空港からキャンパスまでは、大学の送迎があったので問題なく行けました。注意点というほどではありませんが、空港とキャンパス間

の距離は 20km 程度しかありませんが、交通渋滞のためにひどく時間がかかる可能性があります。     

大学到着日    7  月   27  日   16  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（   3 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（ 日本人とフィリピン人学生    ） 

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  現地の事務室が手配してくれます。私の場合は、明治大学の事務室を経由して、大学の寮

でも問題がないかの確認を行いました。もしホームステイや他の住居に住む予定の方は、その

際にその旨を伝えれば問題ありません。    

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？ 

 トラブルはそれほどありませんでしたが、エアコンがなく暑く、また、ゴキブリがそれなりに出現するという状況に最初は戸惑いました。

そのような環境のため、一緒に住んでいた日本人学生の子は早々に引越しました。1 年間滞在する 

留学生は寮から出ていく方が多いようです。私は半年間のみの留学なので住み続けようと思っています。     

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  7 月最終週から 8 月の 1 週目     

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？  オリエンテーションでは大学の説明はもちろんのこと、他の留学生との交流もありました。その

際、重要な手続きの説明もあるので、きちんと聞いておくことが望ましいです。   

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   3  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？ 

     観光ビザ（29 日間滞在可・手続きなし）で入国する場合、現地に到着後、大学の事務室へ書類とお金を提

出することで学生ビザを取得します。  その際、学生ビザの取得までに時間がかかるので（1−2 ヶ月）、その間の滞在を

可能にするために、現地で観光ビザの延長をしなければいけません。これは、大学からジープ二―で行けるショッピングモ

ールのなかで行います。料金は約 3000 ペソ（約 6000 円）でした。 

この手続きは日本にあるフィリピン大使館でもできるそうなので、余裕のある方はやっておいてもよいですが、現地で延長

するのも難しくはないので、どちらでもよいと思います。 

    

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？ 

 一度だけ健康診断がありますが、キャンパス内のヘルスセンターで行うものなので、難しいことはありませんでした。 

    

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？ 

      

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（  7   月   31  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（ 自ら学部を周って登

録    ） 

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？  

   基本的に、フィリピン大学ディリマン校では、授業に人数の枠が設けられており、留学生はその余った枠にしか入る

ことができません。そのため、まずは枠の空いている授業を探し、その上で登録を行います。ただ、教授によっては頼めば

入れてくれる場合もあるようですし、一つの授業が異なる時間・先生で開講されていることもあるので、取りたい授業が取

れないということはほとんどないと思います。 

      

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 
                                          

8:00 
 起床      起 床    

  

  起床  

  

 起床   

  

 起床   

  

            

9:00 
                                起床  

  

 起床   

  

10:00 
       授 業    

  

 授業   

  

 授業   

  

 授業   

  

            

11:00 
       ↓      授業   

  

 ↓      ↓                 

12:00 
 昼食      昼 食    

  

 昼食   

  

 昼食   

  

  昼食  

   

 昼食   

  

 昼食   

  

13:00 
 勉強 OR 出かけ

る     

 授 業    

  

       授業   

  

       勉強 OR 出

かける   

  

 勉強 OR 出

かける   

  

14:00 
  ↓     ↓      授業   

  

 ↓      授業   

  

 ↓      ↓     

15:00 
  ↓          ↓            ↓      ↓    ↓     

16:00 
  ↓     勉 強    

  

       勉強   

  

       ↓      ↓     

17:00 
  ↓     ↓     勉強   

  

 ↓            ↓      ↓     

18:00 
  ↓     ↓      ↓      ↓      友達のイベ

ントに参加  

  

 ↓     ↓     

19:00 
  夕食      夕 食  

  

 夕食   

  

 夕食   

  

         夕食  

  

  夕食  

   

20:00 
                   友達と談笑

     

                  

21:00 
 勉強      勉 強    

  

                    勉強  

  

 勉強   

  

22:00 
       勉 強    

  

                              

23:00 
       自由時間 

     

 自由時間 

    

 自由時間 

    

 自由時間 

    

             

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。 

  留学先であるフィリピン大学ディリマン校は国内トップの大学であるということもあり、学生の質が非常に高く、皆個性

的です。そのため、私自身も毎日いろいろな刺激を受けています。 

 授業はタガログ語混じりで、訛りもあるためかなり苦労して聞いています。また、行く前に英語の勉強をそれなりにしたつも

りだったのですが、実際に授業を受けるとほとんど理解できず、何度も挫折しかけました。 

 フィリピン人は日本人よりもルーズで、教授はほぼ確実に授業に遅れてきますし、なんの脈絡もなく授業が休みになるこ

ともあります。初めの頃は戸惑っていたのですが、最近は慣れてきたのか、あまり気にしなくなりました。私もフィリピン人の

ようになってきたのかもしれません。このような、その土地に染まるという経験ができるのは留学のよいところだと思います。 

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。 

 留学のよい点は、いい意味で、自分の世界を壊せることです。とりわけ、フィリピンは発展途上国であり、日本では見られ

ないような光景が多く広がっています。つまり、これは、既存の価値観を壊すきっかけがそこらじゅうに転がっているというこ

とです。たしかに、ここでの生活は日本よりも過酷ですが、そのような生活を少しの間してみるのも、よい経験になるのでは

ないでしょうか。  

 

 



  

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year 2019     month Nov.     day 4     

Host University  University of the Philippines Diliman     

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 year 2019     month 8     to year 2019     month 12     

Department you belong to at 

Meiji University 

School of Global Japanese Studies     Major(field of study) Philosophy      / 

Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year 3    ／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.  

  Firstly, it was difficult to get enough information about the abroad university, so I sent an email to the 

university directly. However, please be careful that a reply from an office can be later than you expected.  

What you have to do first is finishing all the required procedures. Especially, if you choose the University of the 

Philippines, you have to departure even in July because the classes of the university start in August. In other 

words, you must be very busy right before you leave Japan. Also, if you can, I recommend to see or contact 

some students who studied at the University of the Philippines. I could get useful information from them. You 

can contact them via the office of Meiji University.     

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA)  

Type： Sightseeing     Where to apply：      
How long did it take to get a VISA： N/A     

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

your VISA?） 

Cost：      

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

documents? 

      

Please report on the details of applying process. 

      

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? 

      

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

Please report on any other necessary preparation before your departure.  

You can withdraw cash with a credit card (VISA) from local ATM. If you have, you should two or more credit 

cards.  About the smartphone, I unlocked a SIM and brought it from Japan. You can a local SIM card at the 

airport or an electronic store.    



  

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline  ANA    

How to purchase air ticket  Airtrip (エアトリ)     

Arrival airport 
 Ninoy Aquino International 

Airport     
Arrival time  13:30     

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? 

 2 hours.     

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

 There is no trouble from the airport to the university. However, if I’m forced to say something, it took longer than expected due 

to the traffic jam.     

Arrival date month 7    date 27    time 4:00 p.m.     

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（ three persons    ） 

Room mates  Japanese Student International Student   Other（ Phillipino students    ） 

0  Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

  The local office prepared all. What I have to do was to confirm that I lived in the dorm or not. If 

you would like to live outside, that’s OK to tell them that thing.   

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

to find it? 

     The problems are that there is no air conditioner and some insects like cockroaches often appear in the dorm. Because of 

these problems, many students who stay in the Philippines for one year tend to leave the dorm.    

3. Orientation 

Was there any orientation?  Yes  No 

Date  From last week of July to first week of August     

Was it mandatory to attend?  Yes   No 

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

Contents (details)  *Some information about school life, life in the Philippines. 

 *Meeting and mingle with other international students    

Was there any special guidance 

arranged for exchange 

students? 

 Yes  No 

Date of beginning of the class month 8    day 3     



  

 

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? 

 If you enter a country with sightseeing visa, you have to get a student visa. You can apply it by submitting some 

papers and money to the university office. The procedure of a student visa take at least a month so you have to 

extend your sightseeing visa to make your stay during the procedure. The sightseeing visa can be extended in the 

shopping mall near the university. It cost about 3000 peso (6000 yen).    

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? 

 I took a medical checkup just once but there was no troubles because it was conducted at the health center In the 

campus.      

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? 

      

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? 

       

 

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  7   day 31    ） 

    Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register  other（ Visiting each departments‘ office     ） 

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?  

 International students can take a class that has available seats. So, international students firstly have to search for a 

class which has vacant seats and after that, they register the class. At this point, we don’t have a priority. However, 

even when there is no available space, you have a chance to take it by asking a teacher, so almost all international 

students seemed to join the classes they want to take.     

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? 

      



  

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 
 Wake up      Wake up  

    
 Wake 
up     

 Wake 
Up     

 Wake 
up     

            

9:00 
                               Wake up      Wake 

Up     

10:00 
       Class      Class      Class      Class                 

11:00 
       ↓      ↓      ↓      ↓               

12:00 
 Lunch      Lunch       Lunch     Lunch      Lunch      Lunch      Lunch     

13:00 
 Studying or 
Going out     

 Class            Class            Studying or 
Goung 
out     

 Studying Or 
Going 
out     

14:00 
 ↓      ↓       Class     ↓      Class      ↓      ↓     

15:00 
 ↓            ↓             ↓     ↓     ↓     

16:00 
 ↓       Studying 

    
       Studying            ↓      ↓     

17:00 
 ↓            Stuying                 ↓      ↓     

18:00 
                               ↓      ↓     

19:00 
 Dinner      Dinner       Dinner     Dinner      Joining an 

event     
            

20:00 
                               Dinner      Dinner     

21:00 
 Studying       Studying 

     
 Studying 
     

 Studying 
     

      Studying           

22:00 
 ↓      ↓       ↓      ↓            ↓           

23:00 
                                          

24:00 
 Going to 
bed     

 Going to 
bed     

 Going to 
bed     

 Going to 
bed     

  Going to 
bed    

 Going to 
bed     

 Going to 
bed                  

  



  

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. 

 . The University of the Philippines Diliman is the top university in the Philippines, so students are also highly 

educated and each of them has an interesting character and I can have exciting days because of them.  

 Classes are held by English but professors also talk in the Tagalog language in class, so I feel classes are 

hard. Also, before I came here I studied English a lot but I cannot understand the contents and I was depressed 

very much. This is not only because I didn’t have enough English listening ability but also because I didn’t 

know technical terms. Now, gradually I have become able to understand the classes. 

 Philippine people are not strict to be on time and they are loose. For example, the professor often comes to 

class lately and classes are canceled suddenly. I was confused at first but I don’t care about it now. I think that 

being affected by local people like my experience is a good point of studying abroad.     

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

in the future. 

 If you stay abroad for a long time, your sense of value will be changed strongly. Especially, in the Philippines, 

you can see a lot of scenes which cannot be seen in Japan. This means there are many chances to change 

your sense of value in the Philippines. Of course, the lives here is harder than in Japan, but I think this has to 

be a good experience.      

 

 


