
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 17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）：対外漢語学院，（現地言語での名称）：对外汉语学院 

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 2011年09月－2012年07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。 

出発の前に目標を定め、それを達成するために毎月の目標と必要な準備をするといいと思います。それと単語や文法の勉強

は日本でもできるので、もっとやっておけばよかったと思いました。 

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：X 申請先：中国大使館 

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 

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？ 

健康診断書が必要とありましたが、私は提出しませんでした。しかし、別の友人は提出を要求されたそうです。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館の３Ｆにある窓口で書類を確認→別の窓口で申請→1週間後、１Ｆの販売機で申請費用を払ってチケットを受け取り、

証明書と一緒に窓口へ提出。 

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 

平日の午前中しかやっていないため、時間に要注意。また、現地に到着してから 30日を過ぎると、居留超過として罰金を支

払うことになります。私は大学の仲介で居留許可の申請をしましたが、ちょうど居留許可をもらう日が到着してから 30日目

だったので危ないところでした。 

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） 

      

 

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 
インターネットでオープンチケットを探しました。 

※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 浦東国際空港 現地到着時刻 16時前後 



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時間半 

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 

      

大学到着日 08月 30日 15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 宿舎の事務室で入学許可書やパスポートなど確認した後、1学期分の宿泊費を払います。領収書をも

らったらカウンターに行き、カードキーをもらえばすぐに部屋に入れます。 

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？ 

      

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 09月 05日 

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？ 入学式とオリエンテーションを兼ねていて、中国語と英語と日本語と韓国語で行われました。内容は

今後の必要な手続きや公安局の方が来て生活する上で注意すべき点などのお話でした。その後には任

意参加でキャンパスツアーもありました。 

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 09月 06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？ 

居留許可は公安局が 9 月 20 日の 1 日だけ大学に来てくれました。必要な書類と 400RMB を持って、後は指示された通りにす

るだけです。10日後にパスポートが返されるので、留学生事務室で受け取ります。日程や時間に間に合わなかった人は各自

で警察に行って、後日各自でパスポートを取りに行きます。（私のルームメイトがそうでした。） 

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？ 

9月 10日に留学生事務室で健康診断がありました。私はあらかじめ日本で受けていたため、書類の提出のみで済みました。 

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？ 

大学から一番近い銀行で開設しました。必要な物はパスポートのみでした。 

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？ 

初めに中国移動通信という携帯会社に行き、カードだけを購入しました。現地の大きいデパートに行けば携帯が色々な機種

があるので、本体はそこで買いました。 



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？  

留学生のための学部なので、時間割や履修科目は指定されています。 

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？ 

      

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。   
     科目     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？      科目／週（     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：2011年 09月から 2012年 01月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ 閲読 90分授業が週 4回       

入学手続きの時にテストを受け、それによってレベルが分けられる。レベルは 1-1～1-5、2-1～2-5、3-1～3-2まであり、さ

らにその中でも A～C,D,Eに分けられる。1クラスは大体 15人前後で、授業開始 1週間以内ならばレベルの変更ができる。 

２ リスニング 90分授業が週 3回       

教科書に沿って問題に答える。 

３ スピーキング 90分授業が週 3回       

ロールプレイをしたり、指定された単語を使って文章をつくったりする。 

 



 

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 起床 起床 起床             

8:00 
リスニング 閲読 リスニング 閲読 スピーキング       起床 

9:00 
                              起床 運動 

10:00 
            スピーキング             部屋の掃除や

洗濯 

外出 

11:00 
                                          

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 外出       

13:00 
図書館 友人と近くの 

カフェでおしゃ

べり 

図書館 お買いもの 図書館             

14:00 
                                          

15:00 
                        運動             

16:00 
                                          

17:00 
夕飯       友達とお買い

もの 

夕飯       帰宅       

18:00 
本科生の授業を

聴講 

夕飯 夕飯 図書館       自炊       

19:00 
      図書館             帰宅             

20:00 
図書館                         おしゃべり       

21:00 
      帰宅 帰宅                         

22:00 
帰宅             帰宅 読書 読書 帰宅 

23:00 
      就寝 就寝              就寝 

24:00 
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。 

私は留学に行く前の春休みが東北大地震の影響で延長したため、その期間に華東師範大学を訪れました。その際

に宿舎と教室を案内していただきましたが、現地についてから先輩などに聞いた方がいいと思います。 

私のルームメイトはコロンビア人で中国語があまり話せないため、部屋の中での会話は英語です。この大学は非

常に多くの留学生を受け入れているので、本当に色々な国から来ます。留学生同士でのコミュニケーションはも

っぱら英語なので、英語が話せると便利だと思います。私はサークルに参加したりしてるため、中国人の友人も

多少いますが、積極的に動かないと中国人の友人と交流するのは難しい環境です。その代わり、文系では上海で

一流の大学なので先生方の教え方には満足しています。 

放課後は図書館に行く日が多いですが、友人とおしゃべりをしたり、相互学習をしたりする時間の方がほとんど

です。 

サークルは音楽サークルに所属していますが、活動が少ないのであまり中国の学生と触れあう機会がありませ

ん。ですが、週に 1回は中国の学生とご飯を食べたり、カラオケに行ったりしています。 

 


