
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 13日 

留 学 先 大 学 北京大学 

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 2015年9月－2016年1月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部史学地理学科アジア史専攻 /      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。 

昨年度北京大学に留学した先輩の報告書、大学のホームページを見ることで情報を得ていました。特にホームページは細

かく見たので、大学の成り立ちやその発展も知ることができ、志望理由書を書く際も非常に役に立ちました。準備不足は特に

感じていません。中国語についてですが、会話はもちろんのこと、自分のやっている学問の専門用語が中国語ではどのよう

に使われているのかを簡単に調べておくと、授業で役に立ちます。 

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：X2 申請先：中国大使館（六本木） 

ビザ取得所要日数：一週間 

（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？ 

入学許可証、JW202表、ビザ申請表 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館のビザ申請窓口に書類を提出し、一週間後に受け取る 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ビザ関係の手続きが平日の午前中にしか開かれていない点 

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） 

海外旅行保険加入 

健康診断（半年間の留学であれば不要） 

SIM ロックが解除された携帯を持っていけば現地でカードを買ってそのまま使えます。（白ロムなどお勧めです） 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 
上海フェリー株式会社（大阪→上海） 

中国東方航空（上海→北京） 

航空券手配方法 

フェリー→公式ホームページ（https://www.shanghai-ferry.co.jp/） 

飛行機→インターネット 

※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 北京首都空港 現地到着時刻 14：00 ごろ 

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 1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 

値段（左高右安）タクシー＞地下鉄＞バス 

今年は 9月 2日と 9月 3日に大学の送迎バスがありました。 

大学到着日 9月 4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（     ） 

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  

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？ 

【北京大学の留学生寮について】 

明治からの協定留学生は自分で寮を手配しなければなりません。留学生が住める寮は「中関新園」、「勺園６号楼」、「万

柳」の三つがあります。以下それぞれの特徴です。 

「勺園６号楼」：北京大学の斡旋によって応募可能、二人部屋（一つの部屋の中で二部屋に分かれている） 

140元/日、一人部屋 240元/日 

「中関新園」：ネット上での応募、二人部屋（一つの部屋に二つベッドが置いてある） 

100元/日、一人部屋 130元/日 

「万柳」：現地に到着後に手続き、「中関新園」「勺園６号楼」と違い、大学から少しはなれたところある 

70元/日、四人一部屋（確実な情報ではないです） 

 

【トラブル】 

「中関新園」のネット応募期間が 7月中旬から 7月末までだったのですが、それに気が付かず満室になってしまいました。そ

の後勺園の応募用のアドレスに連絡したところ、まだ部屋に空きがあったようなので、何とか入ることができました。（勺園の

応募期間自体は期間が過ぎていましたが、まだ部屋に余裕があった故のことでした）。現地で部屋を借りようと考えているの

であっても、まずは留学生寮に住んだ方が落ち着いて探せるので、部屋を探してくれるような知り合いが渡航前に現地にい

ない限りは、「中関新園」か「勺園６号楼」に住むことをお勧めします。 

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       

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？       

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？ 

X1 ビザ（一年間）であれば到着後ビザの更新をする必要がある。報到の日に５００元払って行う。 

X2 ビザ（半年間）であれば必要なし。 

また部屋を借りる場合は、住み始めてから 24時間以内に最寄の警察署に居住登録書を提出しなければならない。 

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？ 

なし 

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。パスポートを持っていけばその場で開設し、キャッシュカードを貰えます。 

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？ 

自分は中国の親戚の携帯を使用。SIM ロックが解除されている携帯であれば、現地で購入した SIM カードを直接差し込むこ

とでそのまま使えます。学内でカード買えば、一年 200元（約 4000円）で電話番号と月１GBのデータ通信量を買えます。 

  



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（     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 10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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

希望の授業をネットで選択。定員に達した場合は抽選によって履修できるかが決まる。 

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                               

8:00 
      授業                               

9:00 
起床・朝食 授業 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 自習 or外出 自習 or外出 

10:00 
聴講 自由時間 or自習 自由時間 or自習 授業 授業             

11:00 
聴講 自由時間 or自習 自由時間 or自習 授業 授業             

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食             

13:00 
授業 自習 自習 自習 or外出 自由時間             

14:00 
授業 自習 自習 自習 or外出 自由時間             

15:00 
自習 授業 授業 自習 or外出 友人とテニス             

16:00 
自習 授業 授業 自習 or外出 友人とテニス             

17:00 
自習 夕食 自習 自習 or外出 夕食             

18:00 
夕食 授業 夕食 自習 or外出 自習             

19:00 
自習 授業 自習 自習 or外出 自習             

20:00 
自習 自習 自習 自習 or外出 自習             

21:00 
自由時間 or自習 自習 自習 自習 or外出 自習             

22:00 
自由時間 or自習 自由時間 or自習 自習 自由時間 自由時間 or自習             

23:00 
自由時間 or自習 自由時間 or自習 自由時間 or自習 自由時間 自由時間 or自習             

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。 

【北京大学について】 

北京大学はあらゆる設備が整っているので、勉強するには非常に良い環境です。大学自体が「学問」というものを重視して

おり、学生への要求も高いので、日本の大学にいるようなただアルバイトに時間を費やすような学生はあまりいません。その

ため周りに流されることもなく、自分のやりたい勉強に打ち込めると思います。また大規模なフォーラムが学内で行われること

もあり、北京大の学生ならば学生証を見せれば参加できたりするのですばらしいです。 

またこれは自らの単位数との相談ではありますが、留学生はあまり授業をとる必要がないので、自由時間に勉強するもよし、

北京の街を観光するもよし、大学内のサークル（北京大学はサークルが多いことで有名です）に加入して中国の学生と交流

するもよし、色々な留学生活ができると思います。 

 

【授業について】 

自分はHSKの６級を持っていたので、一般の学生と共に授業を受けています。授業のレベル自体は明治大学のものとあまり

変わらない気がします。授業で話される中国語ですが、自分が学ぼうとしている分野に関する専門用語が中国語ではどのよ

うに訳されるのか、ある程度事前に学んでおけば、授業についていけないことはないと思います。授業自体も楽しいのです

が、それぞれの授業に集まってくる学生も面白いです。彼らの言動を観察したり、仲良くなって見ると新しい発見がたくさんあ

ります。 

自分は授業は週７コマしかとっていないので、自由に使える時間が非常に多いです。授業に縛られることなく自分の専門の

勉強に打ちこめられているので、非常に充実しています。また気分次第で平日の昼間や土日を使って、北京市内や北京近

郊の都市を見て回っています。 

 

【寮について】 

留学生が住める寮は「勺園」「中関新園」「万柳」の三つです。今年度（２０１５年９月～）から「勺園６号楼」という新しい寮が

でき、現時点では大学内で最も設備が整った寮です。その分値段が高いのですが、ほかの二つの寮と違い、トイレ・シャワー

が各部屋に設置され、冷蔵庫が元から置いてあるなど非常に便利です。また食堂や学内のスーパーが徒歩２分以内、図

書館にも行きやすいので、非常に快適です。日本人が少なく欧米系の学生が多く住んでいるので、英会話の練習などもでき

ます。 

 

【生活全般】 

言わずもがな、北京には色々な名所があるので、休みの日や授業のない時間に行ってみるのをお勧めします。生活自体は

学内の食堂やスーパーで事足ります。もし学内に売っていないもので欲しいものがあれば、通販で買うと良いです。 

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。 

北京大学には日本人留学生が非常に多いので、しっかりと意志をもって行動しないと、いつも日本人学生と一緒にいる事態

に陥ってしまいます。もし徹底的に「中国語」を学びたいと考えているのなら、日本人があまりいない地域の大学（北京、上海

以外）を選ぶという選択肢もあります。それでも何か目標を達成したいと思い北京大学に来たのなら、非常に多くのことを学

ぶことができるでしょう。自分は一体何をしたいのか、留学を通して何を学びたいのか、留学準備・留学期間、常に考えなが

ら行動していくと良いと思います！ 

 


