
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 ２０１２年 １１月 20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 ２０１２年９月－２０１３年７月 

明治大学での所属 政治経済学部政治学科     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。 

大学の協定校留学についての説明会に参加したり資料を熟読した。ネットでも中国留学について少し調べた。ほとんどは説明会で出会っ

た明治の先輩方からいろいろ教えてもらった。 

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 ビザ 申請先：中国大使館 

ビザ取得所要日数：４日間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：３０００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？ 

健康診断書（国立病院か日中友好病院のもの）、申請書（中国大使館のホームページから印刷）、留学先大学の入学許可書、居住許

可書、パスポート、証明写真 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を用意して大使館に直接行く。数日後、許可が出るのでパスポートを取りに行く。 

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？ 

なかった 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

詳細を聞こうと大使館に連絡しようとしたが、通じなかった。 

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） 

入学手続きや宿舎の費用など、来たばかりの頃からお金がかかるので、渡航の際にまとまったお金を持っていった方がい

い。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 日本航空 

航空券手配方法 
日本航空のホームページから留学向けの fix チケットを購入 

※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 虹橋空港 現地到着時刻 １２時２０分 

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 約 40分 

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 

タクシーは空港の乗り場に停まっているものでも料金を多めにとったりすることがあるそうだが、正規営業（一目でタクシーとわかるようなも

のは正規営業）のタクシーでは危険な目に遭うといったことはないと思う。正規営業以外のタクシー（見た目は普通の車です）が声をかけ

てきますが絶対に乗らないこと。料金は日本と比べて非常に安い。 

大学到着日 ８月２８日１４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 入学許可書、パスポート等を提出、寮のタイプを選択し、一学期分の家賃とデポジット（敷金のようなのもの）

を一括で払う。この際、現金が必要なため、出発の時点である程度まとまったお金を持って行った方がい

い。 

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？ 

大学の指定した入寮の日を過ぎると見つかりにくくなる上、空き部屋の確認に数日かかりすぐに入居できないことがある。私は遅めに入っ

たら、二人部屋だったが最後のあまりだったようで最初の２か月間はルームメイトがいなかった。 

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１１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？ 

授業開始の２，３週間後に学校が一括でやってくれる。 

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？ 

健康診断はビザ取得の際のものを提出すればこちらで受ける必要はないが、健康保険加入のため 200元ほど払う必要がある。 

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？ 

大学の近くにあった中国工商銀行で口座とインターネットバンクを開いた。パスポートと住所と携帯番号があれば即日申請、利用すること

ができ、費用は銀行口座は１５元で、インターネットバンクは無料だった。インターネットバンクは格安の航空券やネットショッピングする際に

必要で、あると非常に便利。 

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？ 

現地でメールと電話の機能のみの携帯と SIM カードを購入し、プリペイド式で利用する。一番安いもので３００元ほどで、特にトラブルなく大

きな外資系スーパーで購入できる。 



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？  

学校がみな一括で登録した 

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。   
３科目３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？ １２科目／週（１８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：     年     月から     年     月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ 听力/王彦 ９０分授業が週３回 １ 

リスニング。対外漢語学院の学生は必修で、クラスはレベル別で、大きく初級、中級、高級に分けられ、さらにそれぞれ５つずつレベル分

けされる。１クラス２０人ほど。このクラスで口语、阅读も受ける。中間試験と期末試験、出席・授業態度によって評価される。宿題は多く

はないが、ほぼ毎回出る。 

２ 口语/王彦 ９０分授業が週３回 １ 

スピーキング。対外漢語学院の学生は必修。中間試験と期末試験、出席・授業態度で評価される。 

３ 阅读/朱暁琳 ９０分授業が週４回 １ 

リーディング。対外漢語学院の学生は必修。中間試験、期末試験、宿題の作文によって評価される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 起床 起床 

8:00 
授業 授業 授業 授業 授業 朝食、部屋の

片づけ、洗濯

等 

朝食、部屋

の片づけ、洗

濯等 

9:00 
                                          

10:00 
                              買い物、 

友人と会う 

買い物、 

友人と会う 

11:00 
                                          

12:00 
授業終了、昼

食 

授業終了、昼食 授業終了、昼食 授業終了、昼食 授業終了、昼食 昼食 昼食 

13:00 
                                          

14:00 
            中国人の友人と

言語交換学習 

                        

15:00 
                                

16:00 
                                     

17:00 
                                     

18:00 
運動 

（ジョギング等） 

運動 

（ジョギング等） 

運動 

（ジョギング等） 

運動 

（ジョギング等） 

友人と夕食 友人と夕食 友人と夕食 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食                   

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

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。 

キャンパスはとても広く、食堂やスーパーなどもあり、生活に必要な物は揃うようになっているし、学校の付近にもたくさんのレ

ストランや商店があるので便利。宿舎は何種類かあり、私の宿舎は比較的清潔だがドアを閉めても廊下での音が聞こえる。

上海は日本と比べ物価も安いし、何でもそろって便利だが、交通は大変危険なので、道を歩くときは注意が必要。授業は、

先生は教えるのが上手なので非常にわかりやすい。 

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。 

留学する前に語学の勉強をしっかりしてください。私は最初、大学の事務の人がなにを言っているかわからず大変苦労しま

した。こっちで語学を勉強する時間をなるべく少なくして、たくさんのことを学べるようにしてください。また、当たり前ですが中

国と日本は違う国です。最初うちは理不尽だと思うこともたくさんあります。私もそれを覚悟でこっちに来ましたが、それでも最

初の１か月くらいは本当に頭にくることがたくさんありました。でもその違いを理解して、乗り越えようとすることが大事です。そ

れができる自信がない人には留学は勧められません。今から中国についていろいろ調べて、中国への理解を深めてくださ

い。 

 


