
International Student Center, Meiji University 

 1 

 【大学間協定留学】 留学報告書 (オンライン留学) 
記入日：２０２２年７月２７日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 文学部/史学地理学科/アジア史専攻 

留学先国 中国（オンライン留学） 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： 北京大学 

現地言語： 中国語 

留学期間 ２０２１年９月～２０２２年６月 

留学した時の学年 ３年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年      年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
对外汉语教育学院 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日      年     月     日 

明治大学卒業予定年 2023 年 3 月 

留 学 先 大学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1学期：９月～１月 2学期：２月～６月 3学期：      4学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 ３２，７７７名 

創立年 １８９８年 

 

留学費用項目 現地通貨 

 (人民元) 

円 備考 

授業料 ０ ０円       

宿舎費 ０ ０円       

食費 ０ ０円       

図書費 ０ ０円       

学用品費 ０ ０円       

携帯・インターネット費 ０ ０円       

現地交通費 ０ ０円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 ０ ０円       

被服費 ０ ０円       

医療費 ０ ０円       

保険費 ０ ０円 形態：      

渡航旅費 ０ ０円       

ビザ申請費 ０ ０円       

雑費 ０ ０円       

その他 ０ ０円       

その他 ０ ０円       

合計 
０ ０円 オンライン留学のため、出費０円 
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

     単位 
     単位 

単位認定の申請はしません(理由：単位足りているため) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ あり 

3)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さい。記入スペ

ースが足りない場合は，A4用紙で別途作成し，添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

高级汉语 高級中国語 

科目設置学部・研究科 对外汉语教育学院 

履修期間 １、２学期間 

単位数       

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 テンセントミーティング（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が３回 

担当教授 林欢、董琳莉 

授業内容 教科書の内容を読解していく。難易度は高めだが、丁寧に解説してくれるため深く理解すること

ができる。教科書に関連して時事問題に触れ、議論する口頭レポートの場もある。 

試験・課題など 学期内に８００字のレポートを三回提出。試験（中間・期末）では、ノートに手書きで答案を書き、

写真で送る方法を採用。試験中テンセントミーティングのカメラはオン。試験内容は、作文（４０

０字）が２～３本と新出単語や語法を問われる問題が２０問ほど出題される。 

感想を自由記入 取り扱う教科書の難易度が高く、中国語力のみならず思考力や深い理解力が求められている

ように感じた。辛亥革命にかんする部分では、中国の歴史についても触れることができた。授業

で行われた口頭レポートでは、自分の考えを発信したり、留学生に質問を投げる場面があり、中

国語の全面的な向上が図れたと思う。 

 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

高级口语 高級口語 

科目設置学部・研究科 对外汉语教育学院 

履修期間 １、２学期間 

単位数       

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 テンセントミーティング（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が３回 

担当教授 孔令跃、邓方 

授業内容 教科書に沿って中国語の日常会話を学ぶ、また生徒同士でペアになり会話練習。 

試験・課題など 教科書音読の録音を提出、試験内容（中間・期末）は教科書朗読と教科書内容の質疑応答。 

感想を自由記入 他国の留学生との会話練習を通して、異文化に触れることができ興味深かった。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

高级报刊 高級刊行物 

科目設置学部・研究科 对外汉语教育学院 

履修期間 ２学期間 

単位数       

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 zoom（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が２回 

担当教授 陈莉 

授業内容 刊行物（新聞の記事やエッセイ）を読み解き、社会問題に触れる。また留学生同士で質疑応

答し、社会問題に対する自国の状況や自分の考えを述べる。 

試験・課題など 課題はなし。２週間に一度ほど単語の小テスト。試験（中間・期末）では、持ち込み禁止部分で

単語や教科書の文章ぼならべかえ問題が２０問ほど出題される。持ち込み可能部分では、作

文（４００字・新出単語を１０個以上使用）が２問ほど出題される。 

感想を自由記入 社会問題や時事問題に関して、留学生と意見公開することで多様な価値観に触れることがで

きる。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

高级商务汉语 高級ビジネス中国語 

科目設置学部・研究科 对外汉语教育学院 

履修期間 １学期 

単位数       

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 テンセントミーティング（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が２回 

担当教授 李海燕 

授業内容 ビジネス中国語を学ぶ。実際に自分が中国での経営者になったつもりで、投資や開業について

議論する。 

試験・課題など 作文課題が５つほど。試験内容は、リスニング・作文・穴埋め。手書きではなく、北京大学指定

のWEBサイトをりようして回答を入力していく。試験中テンセントミーティングのカメラはオン。 

感想を自由記入       

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

当代中国 当代中国 

科目設置学部・研究科 对外汉语教育学院 

履修期間 1 学期 

単位数 2 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 zoom（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が１回 

担当教授 赵杨 

授業内容 英語で現代中国について多方面から紹介（中国の食、地理、文化、漢字、政治についてな

ど）。また自分の国についても１０分ほどのプレゼンテーションをする（英語）。 

試験・課題など 英語でプレンゼンテーション 2 回、中国に関する研究論文や小説を読んで英語でエッセイを二

本作成 

感想を自由記入 中国語のみならず、英語にも触れたいと思い履修を決定。画面共有機能があるので、何とか授

業を理解することができた。課題では、英語で書かれた中国に関する研究論文を読み解くのに

時間がかかり、大変だった。授業の雰囲気としては、生徒はほぼみな英語ネイティブで、フラン

ク。 
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卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など 

マイナビ、キャリタス 

3)就職を選択した方は，差し支えなければ内定先を教えて下さい。また，その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内定を得た企

業すべての名前，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

Panasonicグループに内々定承諾 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思い，留学を断

念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※就職活動をこれから始める場合は，留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の変化等を教えてください。 

オンライン留学ということもあり、日本にいたため就活と明治大学の授業を並行することが可能でしたが、かなり忙しかったです。イン

ターンシップも１Day しか参加できず、就活にはすごく苦労しましたが、コロナ禍で制限の多い中でも留学辞退ではなく、オンライン留

学を選んだという部分を評価していただき、内々定獲得することができました。中国に入国できるようになる（２０２２年秋～）と聞い

ていますので、現地からどのように就活を進めることができるかアドバイスはできませんが、あきらめずに頑張ってください！ 

5)進学を選択した方は，差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備，試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

      

 

留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，試験勉強，留学中，留学後，特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確保，留学中

の中間試験，期末試験，その他イベント等 

留学開始年の前年 

１月～３月       

４月～７月       

８月～９月 HSK６級取得 

１０月～１２月 留学出願 

留学開始年 

１月～３月 留学面接 

４月～７月       

８月～９月 ８月中旬頃オンラインに決定、９月初旬１学期スタート。 

１０月～１２月       

留学/帰国年 

１月～３月 1月１学期終了、２月２学期スタート。 

４月～７月 ６月末２学期終了。 

８月～９月       

１０月～１２月       

 


