
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2012年 11月 8日 

留 学 先 大 学 上海交通大学 

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）：経済学部，（現地言語での名称）：安泰経済管理学院 

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 2012年9月－2013年1月 

明治大学での所属 商学部商学科グローバルビジネス専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部4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。 

気温や寮の情報。中国語の勉強。 

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：F ビザ 申請先：中国大使館 
ビザ取得所要日数：3日間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：6000 

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？ 

入学許可書、大学からのビザ申請書類、パスポート、写真、大使館で記入する書類 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

中国大使館に書類提出、1週間後に取りにいく。 

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 

大使館はすごく混みます 

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） 

保険 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 中国国際航空 

航空券手配方法 
hisのサイト 

※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 
虹橋空港ですが、私は浦东空

港で降りました。 

現地到着時刻 12時 

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 

正規のタクシーを利用した方がいいと思います。。車の上に会社の名前がついています。ほかのドライバーに勧誘されても、無視した方が

いいです。 

大学到着日 9月 4日 12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 寮に入り、管理人がいるので、手続きしてくれます。 

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？ 

学校が広く、郊外にあるので、市内のタクシードライバーは寮のある建物を見つけることが難しく、”拖鞋門”から入るようにと頼んだ方がい

いと思います。万が一、迷ってたら建物の番号を言っても通じないことが多いので、”拖鞋門”と聞いもらった方が分かりやすい。寮はその

門からだと 5分もかからないので、分かりやすいかと思います。 

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 学校全体の入学式があります。また安泰経済管理学部だけの説明会もあります。 

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？ 入学式 

安泰だけの説明会は授業選択についてでした 

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？ 

半年ですので、ないです。 

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？ 

半年ですので、ないですが一年の人はあるようです。 

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？ 

学校内で手続きできます。中国銀行があります。学生ボランティアがたくさんいます、だいたいのひとは英語を話せます。身分証明書が必

要。 

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？ 

電気屋さん。契約は学校内でした方がいいと思います。安いプランが用意されていますので。身分証明書が必要。 

 

 

 



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（9月 17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（経済学部事務室の方がやって

くれます。） 

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？ 

登録期間は普通の学生より１週間期間が長いです。経済学部は用紙に書いて、出せば事務室の方がやってくださるのですが、他の学部

の交換生はオンラインみたいです。 

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？ 

      

2.履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
5科目 10単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ 11科目／週（17時間）ぐらい 

3.授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アドバイスもご記

入下さい。） （下記授業の履修時期：2012年 9月から 2012年 11月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ 国際貿易理論と政策 2回 2 

こちらの大学では、４５分間一クラスです。普通の授業は45+10（休み）＋45＝2回のような時間割になっています。この授業の講義は中

国語ですが、資料はすべて英語になっています。4回宿題、1回レポート、期末テスト（持込み不可）。進度が早く、予習が必要です。 

２ 書道 2回 2 

基礎から教えてもらえるが、日本では、小学校から書道の授業があるため、最初は退屈だと感じてしまうかもしれないが、面白い授業で

す。テストがなく、最後の授業に先生の指定した条件の作品を 2枚出す必要がある。 

３ introduction to marketing 2回 2 

マーケティングの基礎を勉強する授業ですが、英語の勉強になります。グループワークや小レポートがあります。テストがあります（持込み

不可）。 

４ 国際商法 2回 2 

中国語の授業です。中国語を完全に理解していないと難しいです。覚えるものがすごく多くて、テスト持ち込みも不可です。小テストが一回

あります。 

５ 英会話             

外人の先生の授業です。テストがなく、出席やプレゼンテーションが重視されます。 

 

 

 

 



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       起床             学習、旅行、 

お出かけ 

学習、旅行、 

お出かけ 

8:00 
学習 授業 学習 授業 授業             

9:00 
                                          

10:00 
      学習       学習 学習             

11:00 
                                          

12:00 
お昼 お昼 お昼 お昼 お昼             

13:00 
                                          

14:00 
運動 学習 運動 授業 学習             

15:00 
      授業                               

16:00 
                  学習                   

17:00 
                        自由             

18:00 
夕ご飯 夕ご飯 夕ご飯 夕ご飯                   

19:00 
自由 

（会話、勉強 etc） 

自由 自由 自由                   

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
お休みタイム お休みタイム お休みタイム お休みタイム                   

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。 

すごく困ったことはないのですが、最初の登録日に名前がなく、違う人の名前となっていました。登録してもらったのですが、

その後も、こちらの大学から届いたメールでの自分の名前がまた違う人の名前でした。訂正してもらったので、今は多分大丈

夫だと思います。寮は 2 人部屋で、ルームメートはイタリア人の博士の方です。同じ国の人と同じ部屋になりたいと管理人に

頼めばできるのですが、こちらの方が自分のためになると思います。授業が難しく、明治の貿易の授業では数学がめったに

使われないのですが、こちらでは必須です。様々な国の方と交流できますので、すごく楽しいです。 

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。 

最初はつらいと思います。授業選択も、少なめにした方がいいかもしれません。内容は日本の授業より重いと思います。冬は

かなり寒いですので、気をつけてください。 

 


