
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 11月 1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） 

  

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 経営学部経営学科     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。 

大学に関する情報は、シンガポール経営大学(以下 SMU)のホームぺージから入手しました。履修や授業に関する情報

はほとんど記載されています。履修や授業の選択に関してわからないことがあれば、SMU にメールで聞きました。生活に

必要な情報は観光雑誌を読み、シンガポールに駐在している日本人のブログ、留学生のブログを参考にしました。シンガ

ポール全体に関する情報は、シンクタンクや銀行、JETRO がレポートを発行しているのでそれを読みました。歴史的な背

景や文化的な側面については、本を買って出発前に読みました。シンガポールは、生活水準が日本と同じくらい良いの

で、生活面で特に困ることはありません。授業の準備としては、ホームページからシラバスにアクセスし、教科書を図書館

で探して、目を通しておくと、履修登録の判断材料にもなり、予習にもなると思います。尚、留学報告書も参考になったの

で、明治だけでなく、他の大学の報告書も参考にすることもおすすめです。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：Student Pass  申請先：Immigration and Checkpoint Authority 

ビザ取得所要日数：2～4 週間  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用： 日本円で 9773 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？ 

パスポート、顔写真(白背景、眉が隠れてはいけない)、など 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ビザを取得する際には、入国前と入国後の二段階に渡って手続きを行う必要があります。ビザは現地に到着してしばらく

経ってから発行されるため、入国の際にビザを提示する必要はありません。手続きを進めるにあたっては、シンガポール

経営大学(以下 SMU)が発信する情報と Immigration Authority が発信する情報に気を付けていれば大丈夫だと思いま

す。オンラインでの書類提出等が要求されますが、それほど準備に時間がかかるものはありません。 

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？ 

面接はなかったです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

自分は 1 学期間の留学だったので問題ありませんでしたが、シンガポールに 6 か月以上滞在する学生は Medical Check を現地で行

わなければならず、ビザの発行まで時間がかかるようでした。(ビザが発行されるまで、シンガポール国外に出ることは事実上できませ

ん。再入国の際にビザの提示が必要だからです。) 

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） 

現金は日本円で持っていき、現地の空港やローカルエリアでシンガポールドルに換えるとレートが良いです。現地で口座

を開くのは、少し手続きが複雑です。自分の場合、短期間の滞在を理由に DBS、OCBC で断られ、最終的に HSBC で口

座を作りました。スマホは日本から持っていき、現地でシムカードを買って使いました。多くの日本人留学生はそうします。   



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 シンガポール航空 

航空券手配方法 エクスペディア 

大学最寄空港名 チャンギ国際空港 現地到着時刻 午後 3 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    

                 

移動の所要時間 キャンパスと空港は電車で 30 分ほどの距離です。 

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に直接行くことはないと思います。地下鉄のグリーンラインで 1 本です。30 分ほどかかります。 

大学到着日 8 月 10 日 9 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（現地の日本人夫婦の家に泊めてもらった。） 

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（他の部屋に日本人の美容師やネイリスト） 

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 Landlord を探し、直接連絡する。 

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？ 

住居を見つけるのには集中して探して 2 週間ほどかかりました。トラブルはありませんでした。ただ、周りの日本人学生は寮に住んでい

たので、ルームメイトと仲良くいく場合、いかない場合、その他トラブルは少なくないようです。 

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 到着して数日後 

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？ 駿河台グローバルフロントの 1 階みたいなところに集められて、Inbound(国際教育事務室)から

説明がある。楽しいアクティビティもあり、ご飯はビュッフェ式でお金はいらない。 

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 19 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？ 

在留届を日本に提出しただけで大丈夫です。 

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？ 

とくにありません。 

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？ 

前述のとおりです。シンガポールで口座を開設するには、パスポート、ビザ、住居証明が必要です。たいていの人は住居

証明に苦労します。 

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？ 

前述のとおり、SIM カードを購入しました。空港に売っています。データあたりの料金は、日本よりだいぶ安いと思います。   



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 23 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？ 

履修登録は、タームで分かれており、1C というタームは留学生のみ履修登録申請が可能な期間です。 

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？ 

履修登録は、出発前(7 月中旬)に行います。現地での追加、変更は簡単にできます。ただし、SMU の履修登録は入札制であるという

のが一番の注意点です。ルールを簡単に説明すると、履修登録期間前に大学からオンラインマネーが 100＄与えられます。学生は

自分が履修したいコマ数を考え、(現地学生は 4 つ、日本人は 3 つ履修することが多い。)履修登録期間中に入札を行わなければなり

ません。入札の額は、最低 10＄、小数点第二位まで入力できます。学生は過去の同じ授業や似た科目の過去の落札価格を参考に

しながら、20.22＄、10.11＄といった形で入札価格を決定します。現地学生は、あらかじめ友人間で情報を共有し、価格をすり合わせ

て入札できるため、留学生のみが入札できる 1C ターム内に取りきることが重要だと思います。かなり複雑なシステムですが、変なとこ

ろで頭を使わされるというとても楽しいシステムです。 

  



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 
大学到着 

“Strategy” 

起床 

余裕があるときは

大家さんと朝食 

 起床 

余裕があるときは大

家さんと朝食 

起床             

9:00 
  起床               

10:00 
 大学到着  大学到着 大学到着 起床 起床 

11:00 
“Strategy”

終了 

授業準備 大学到着 授業準備 昼食を食べな

がら授業準備 

勉強 or  

遊びに行く 

勉強 or  

遊びに行く 

(忙しい時期

なら午後から

夜まで大学) 

12:00 
一人で昼食 友人と昼食  友人と昼食 “Intro to 

organization ” 

            

13:00 
勉強 授業準備 ジム 授業準備              

14:00 
                 

15:00 
勉強終了 

帰宅 

“Marketing” 帰宅 “Marketing” “Intro to 

Organization” 

            

16:00 
プロジェクトが

ある場合は家

で自分のパー

トを進める。 

 休息  グループプロジ

ェクト or 友人

のプロジェクトが

終わるのを待つ 

            

17:00 
 “Marketing” 終

了 

 “Marketing”終了                   

18:00 
大家さんと夕

食 

グループプロジェ

クト 

大学に戻る 友人と夕食 友人と夕食             

19:00 
  友人と夕食 グループプロジェクト お 酒 を 飲 ん で

帰宅 

            

20:00 
勉強 友人と夕食 図 書 館 で 勉

強 

              

21:00 
 図書館で勉強                

22:00 
入浴、 帰宅 帰宅 帰宅        授業準備 

( 翌 日 早 朝

分) 

23:00 
      入浴 入浴 入浴 入浴       入浴 

24:00 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠       睡眠 

  



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。 

留学先の SMU は、学生間での健全な競争意識が高く、現地学生も留学生も勤勉な学生が多い印象を受けます。海外

の大学にはよく見られる光景なのだとは思いますが、やはり忙しい時期には日曜日の夜でも図書館に席はありません。た

だ、彼らの勉強に対するモチベーションは、競争やキャリアサクセスから発生しているように感じられます。ゆえに、学問自

体を楽しめている学生がほとんどいないように思います。ビジネスを教える大学としては仕方ないかもしれませんが、その

あたりは少し残念な点だと思います。生活に関しては、案外日本や東京と共通する点が多いと思います。例えば、移動は

電車、住居費が高い、人口密度が高い、治安が良い、他人に対してそこまで親切ではない(笑)。一方で、食費が安い、タ

クシーが安い、暑すぎない(8 月の東京と比べて)、食事のバラエティーが豊富(多民族国家のため)といった利点も多くあり

ます。これらを総合して考えると、シンガポールは日本と同等かそれ以上に暮らしやすく、生活面に関して心配する点は

ほとんどないと思います。 

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。 

シンガポールという国自体、留学先として第一に検討することは稀かもしれません。しかし、一度先入観を捨て、自分が

留学を通して何を得たいか、何をしたいかということについて、まだ考えたことのない人は、ぜひ考えてみてください。そのう

えで SMU がベストだと思うなら、ぜひ応募をしてみてください。 

 


