
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 10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）：国際中国語，（現地言語での名称）：国际汉语学院      

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 2022年9月－2023年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 農学部 食料環境政策学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

hsk の受験が必要です。英語のスキルはあるに越したことはないですが、無くても大丈夫です。学校の情報は YouTube

等で vlog を見たりもしましたし、基本的には先生がメールを通して連絡してきてくれます。また私が来た時は上海のロック

ダウンが明けて間もない頃で必要な隔離の日数や、入国・入校制限がコロコロ変わっていたため、こまめに更新情報をチ

ェックしていました。協定校の面接では簡単な質問の受け答えをしました。あまり難しくはなかったですが、やはり現地の留

学生は中国語のレベルが高いので、よく勉強しておいてください。色々な国の友達ができるので、国ごとの挨拶を予習して

おくと距離を詰めやすいです。 

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：      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？ 

中国籍なので必要なし 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

      

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） 

中国ではネットの制限がかかっていて、毎日 vpn を使用します。（vpnがないとオーメイジが使えません） 

そのため、vpnはあらかじめ契約またはダウンロードしておいてください。電話番号に関しても長期になるなら中国の電話番

号を使うことが最善となるので、sim カードを買いましょう。また中国では健康コードがないとお店でお買い物をしたり、公共

交通機関を利用したりすることができません。支払いも全て携帯を使用します。あらかじめ中国の app や健康コードの利

用方法などに関して最新情報を予習しておくといいと思います。携帯は本当に大切なので、二台持っている人は二台とも

持って行ってください。また支払いアプリや sim カードの利用に際して銀行口座の開設が必須です。   



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 中国春秋航空 

航空券手配方法 
代理店  

※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 上海虹橋空港    現地到着時刻 13:45 

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 隔離地点から向かったのでわかりません。 

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 

空港からはあまり離れていないため、荷物もあるでしょうしタクシーを利用してもいいと思います。 

大学到着日 9月 12日 15:00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 ８月に一斉に申し込みます。      

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？ 

なし 

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 ９月初め 

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？ 隔離中のため参加できませんでした。 

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 13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？ 

中国籍なのでなし 

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？ 

健康コードとは別に渡航用のコードが必要です。４８時間以内に pcrを 2回受け、申請をします。コードがみどり色にならな

いと渡航はできません。pcr は自費で３万円ほどしたと思います。現地到着後すぐに空港からホテルに連れて行かれて隔

離がはじまります。１０日間分のホテル代も支払う必要がありました。 

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？ 

身分証、電話番号があればすぐできました。 

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？ 

sim カードの入手も難しくはないですが、口座を開設する前に行ったので親戚に買ってもらいました。すぐに使えましたが、

学校の要求で自分の名義で購入する必要がありました。料金は日本よりも安いですが、学校の WiFi の調子が悪いときが

多く、ギガを多めに購入するといいと思います。 

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（     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（     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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

私の学部自体全員留学生です。 

またオリエンテーションで履修登録をしたそうですが、隔離中だったため、先生に代行をお願いしました。そのため希望等

が反映されませんでした。現地到着後、入校制限が厳しくなったため予定通りに入校できなかったことが原因です。到着

後〇〇日以内は学校に入れないなどと頻繁に厳しくもなりますし急にゆるくなったりもします。 

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 
            中级读写 汉字基础                    

9:00 
            中级读写 汉字基础                    

10:00 
            中级读写 汉字基础                    

11:00 
            中级读写                    

12:00 
                                          

13:00 
中 级 读 写
      

中级听说            中级听说                        

14:00 
中级读写 中级听说            中级听说                        

15:00 
中级读写  中级听说            中级听说                        

16:00 
中级读写     中级听说            中级听说                        

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

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。 

 

渡航前からずっと、周りの呑気な友達を見ていたり、留学のために大金を家族に負担させてしまって、やはり日本でゆ

るゆると 4 年間を過ごすほうが良いのではないかと留学を迷うことが何度もありました。到着後もスグに隔離されて、隔離

中の環境も悪く隔離は二度としたくないと思うほどでした。生活に携帯は必須ですが携帯のトラブルが多く、その度健康コ

ードが表示できなくなってしまい何度も頭を抱えました。(親戚によると海外の電子機器と中国の電波？の相性が悪いこと

があるそうです。また、学校の WiFi と MAC の相性も悪いです。) 学校に着いてからも、自分思っていた何倍も言葉が通

じなくて、全てにおいて自信が全くなくなったり日本が恋しくて仕方なかったりした時期もあります。しかしもう随分と慣れ

て、毎日楽しいです。ほかの国から来た留学生とも打ち解けて悩みも話し合える家族みたいな関係です。日本が好きと

言ってくれている外国人と出会う度嬉しいですし、友達ともっと仲良くなりたくて勉強を頑張れます。 

 

授業は、初めは予習復習課題全てに時間がかかってしまって、本当に余裕がありませんでしたが、慣れてくれば自由

な時間が増えます。授業は少ないですが、課題は毎回沢山出るので、まさに中国の学生スタイルです。授業中の発言を

する機会も多く、そういうのは苦手ですが克服するいい機会であるとも思いました。寮は新しくて綺麗ですし、食堂は 3 個

もあって麻辣湯が美味しいです。外にはオシャレなカフェやバー、観光地が沢山あって、遊び飽きることはありません。学

校のグラウンドでは毎日夜に人が集まってコンサートがあったり、みんなでバトミントン、人狼をしたりします。大慶園のような

バスケットコートもあります。 

本当に毎日充実していますが、コロナと中国のゼロコロナ政策の影響で、学校の外に度々出られなくなったり、酷い時は

寮から封鎖されて出られなくなることもあります。学校の外に出るには申請が必要です。 

 

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。 

 

もし留学を迷っていたら絶対に来てください。中国語に自信があったら他の学部を、無かったらぜひ私の学部で勉強を

してください。辛くて面倒なことは沢山おこるかもしれませんが、来てよかったと必ず思えます！中国語も、話せるに超した

ことないです。だからといって勉強しなきゃとプレッシャーに感じすぎる必要も無いです。幅広いレベルの留学生がいて、先

生も友達も必ず助けてくれます。 

明治大学側のトラブルや問題があった際、学部事務室はあまり対応してくれませんでしたが、国際連携事務室のかた

にいえば親身になって対応をしてくださり問題を解決出来ました。国際連携事務室の方には渡航前も渡航してからもお世

話になっています。こちらの大学にも、留学生の生活において面倒を見てくれたり、問題の対処を手伝ってくれる先生が

います。頼れる大人もいます。怖がることは何も無いです！ 

 

 


