
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 7日 

留 学 先 大 学 華東師範大学 

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：秋学期は語学コース、春学期は法学部に所属 

留 学 期 間 2015年9月－2016年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 法学部法学科     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。 

大学内部の地図をよく見て、どこに何があるのか大体の場所を把握しておきました。今学んでいる中山北路キャンパスは、

明治大学のどのキャンパスに比べても非常に大きいため、迷いやすいです。また、交通マップや観光用のガイドブックなどを

準備しておくと、現地の事情や習慣、休暇の過ごし方のヒントになると思います。 

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：X1 申請先：中国大使館 
ビザ取得所要日数：１週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：3,000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、証査証申請用紙に貼付する証明写真１枚(3×4cm)、留学先の入学通知書と《JW202》表の原本及びコピー

各１枚（留学先大学より送付されてきます）、記入済み《査証申請表》（大使館で入手して現地記入です） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

まず大使館に必要なものを全て持っていきます。大使館で申請表を記入し終えたら、必要なものが揃っているか確認してく

れるカウンターでチェックしてもらい、番号札をもらいます。番号が呼ばれたら申し込みカウンターへ行き、手続きを済ませま

す。その時に必要なもの全てと引き換えに引換証を受け取ります。 

引換証に記載された日になったら、申請費と引換証を持って大使館へ行きます。大使館に着いたら、3,000 円分の金額券

を券売機で買い、受け取りフロアで引換証を提示すると番号札がもらえるので、その番号が呼ばれたら受け取って完了で

す。 

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 

大使館が午前中しか業務を行っていません。具体的には 9時から 12時のみです。 

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） 

携帯電話、銀行口座などは現地で契約した方がいいです。但し、現地の携帯電話機は日本語入力に対応していないので、

電話機（SIM フリースマホなど）だけ日本で購入し、現地で回線を契約することをおすすめします。また、中国は一部のネット

ワークを規制しているので、現地で日本のネットを自由に使いたいのであれば、あらかじめ日本で VPN というものを契約する

ことをおすすめします。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 春秋航空 

航空券手配方法 
航空会社の HPから直接購入 

※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 上海浦東国際空港 現地到着時刻       

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 空港から直接移動していませんが、タクシーで２時間ぐらいだと思います。 

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 

原則は大学手配の出迎え（無料）を利用してください。高速バスとリニアモーターカー（浦東国際空港）は途中までしか出て

おらず、地下鉄も乗り換え回数が多いのでおすすめしません。タクシーを利用する場合は、大手タクシー会社（大众，巴士，

锦江など）を利用してください（２００人民元）。タクシーの場合は運賃を払った後必ずレシートをもらい、帰国時までなくさない

でください。 

大学到着日 9月 7日 10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 直接宿舎へ行き、手続きを済ませます。 

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？ 

留学準備書面に宿舎の申込書があるので、その予約した宿舎で手続きをすれば原則は問題ありません。ですが、あまりにも

遅く行くとなくなってしまっている場合があるので、着いたらすぐに手続きをした方がいいです。 

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 入学式の当日の午後 

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？ 必須ですが、気づかずに行けませんでした。 

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 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？ 

日本で取得したビザの有効化が必要になります。手続きは全て学校が手配してくれるので、それに従ってください。申請から

発行までに１週間前後で、料金は４００人民元でした。 

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？ 

健康診断が必要ですが、学校が手配してくれます。日本であらかじめ済ませていれば、現地での費用は安くなります（本来

は８００元ですが、済ませていれば１００元）。 



 

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？ 

中国工商銀行の口座を開設しました。銀行の支店に行き、パスポートと携帯電話番号、最初に振り込んでおく金額を添えて

申込みます。場所によっては英語が通じず、中国語のみとなるので注意が必要です。口座は即日開設でき、手数料も無料

です。 

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？ 

携帯電話機はあらかじめ日本でSIMフリースマホを購入してきました。回線契約をするにはショップへ行き、パスポートと学校

の学生証を持って行きます。電話番号はカウンターではなく、自動発行機で発行します。料金はプランによってまちまちです

が、少なくとも１００元を入れておく必要があります。尚、中国の携帯はほとんどがプリペイド式です。 

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（     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 11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（自動登録） 

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？  

全員が留学生のため、優先は特にありませんでした。ただし、クラス分け試験があり、試験の結果によって自動的に履修登

録が行われます。 

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 
起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食             

8:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

9:00 
授業 授業 授業 授業 授業 起床・朝食 起床・朝食 

10:00 
授業 授業 授業 授業 授業 観光 家事手伝い 

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業 観光 家事手伝い 

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 観光 休憩 

13:00 
観光 授業 授業 授業 授業 観光・昼食 昼食 

14:00 
観光 授業 授業 授業 授業 観光 休憩 

15:00 
観光 授業 授業 授業 授業 観光 学校へ戻る 

16:00 
観光 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 観光 予習・復習 

17:00 
観光 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 観光 予習・復習 

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 伯母の家に行く 夕食 夕食 

19:00 
散歩 散歩 散歩 散歩 家事手伝い 観光 散歩 

20:00 
散歩 散歩 散歩 散歩 夕食 夕食 散歩 

21:00 
予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 散歩 散歩 予習・復習 

22:00 
予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 

23:00 
予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 予習・復習 

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。 

大学はとにかく大きいです。とても迷いやすく、注意が必要です。現在履修している語学クラスは各国からの留学生で溢れ

かえっており、お互いに中国語力を磨き合うことができます。 

時々学校が企画するイベントや旅行には、無料もしくはとても安い値段で参加することができます。私は学校が企画した 2泊

3 日のバス旅行（紹興、寧波）へ参加しました。この旅行は本来二年目以降の学生が、今まで学んだ中国語がどれほど通

用するか確認する、いわゆる修学旅行みたいなものですが、私は開始早々二年時のクラスにいたので参加できました。驚い

たことに旅費は 7割学校負担で、十分に満喫することができました。 

留学生が入ることができる宿舎は全部で４つ（国際交流服務中心、一号楼、二号楼、十二号楼）あり、私は国際交流服務

中心に住んでいます。見た目は大きいですが、部屋は少し狭い感じです。ルームメイトはエクアドル人で、とても野性的な学

生です。 

現地人の生活は日本と大差なく、少しマナーやルールに対する意識が薄いということだけが日本との差と言えるでしょう。 

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。 

中国留学は日本人にとって思っているほど簡単ではありません。しかし、現地の習慣などあらかじめ理解しておくことで、充実

した留学生活を送ることができます。 

この大学は、欧米と同じく比較的自由度が高く、自分から目標を見つけに行かないと学校のプログラムから置き去りにされて

しまいます。しっかりと目標を持っておくといいでしょう。 

中山北路キャンパスの一帯は中心地から比較的近く、平日休日問わず賑わっています。また、外国人も非常に多いです。

もしこのキャンパスに留学することになったら、積極的に現地の人や外国人と交流するようにしましょう。 

 


