
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017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）：人文社会科学学部，（現地言語での名称）：人文社会科学学院 

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 2017年9月－2018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。 

過去に華東師範大学に交換留学をした先輩の報告書をじっくり読み、大学の公式ホームページで最新情報をなるべく確認

するようにしていました。 

 

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：X1 申請先：神谷町のビザサービスセンター 

ビザ取得所要日数：約 1週間 
（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：8400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？ 

予めビザサービスセンターのホームページから必要書類をダウンロードし、記入して持参しました。その他に录取通知书、

JW202、パスポート等の提出が求められました。 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を神谷町のビザサービスセンターに提出後、1週間ほどして交付されるのでその際にお金を払い、受け取ります。 

 

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 

ビザの発行日から 3 ヶ月以内に中国に入国しないと期限が切れてしまうので、あまり早く申請に行かなくても大丈夫です。 

また、ビザの受け取りが完了するまでパスポートは返却されないので、海外旅行をする予定の方は気を付けてください。 

 

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 中国東方航空 

航空券手配方法 
中国東方航空公式サイト 

 

大学最寄空港名 虹桥机场 現地到着時刻 午前 11時頃 

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 

到着ロビーに華東師範大学の T シャツを着たボランティアの学生がいるので、そこに行く。闵行行きのバスと中北校区行き

のバスがあるので間違えないこと。 

 

大学到着日 9月 6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 華東師範大学側からメールで寮への申し込みをするようにメールがありました。ホームページ上で

申し込みを済ませ、最終的に住居者リストを見ることができたのは出発の 1週間前くらいでした。 

 

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？ 

トラブルは特にありませんでした。寮に到着してすぐに阿姨（受付のおばちゃん）に現金で 4830 元を支払いました。手持ちで

現金を持ち合わせていませんでしたが、寮のすぐ近くに ATM があったので問題なく下ろすことができました。部屋に Wi-Fi が

設置されていないので、その日のうちに 7 号楼の中国電信に行って、ルーターの予約をする必要があります。契約にはパス

ポートが必要です。 

 

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 9月 10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？ 政治学科の新入生のオリエンテーションに参加をしました。自己紹介や簡単な学部の説明などが

あり、そこで友達を作ることが出来ました。 

 

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 9月 18日から （3、4年の授業を履修する場合は 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？ 

入国から 30 日以内に入国管理局へ行き、居留許可証の発行が必要です。闵行の留学生全員まとめて申請するので特に

心配は必要ありません。 

 

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？ 

健康診断は日本の日中友好病院で受けました。しかし、現地の病院にレントゲンの原本を持っていくのを忘れたがために、 

レントゲンだけ再検査を受けました。（約 80元）日本でもらった書類は全て忘れないように持っていくことが大切です。 

 

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？ 

中国ではスマホでお金を支払うケースがほとんどなので、口座開設は必須です。ただ、中国語に自信が無ければ信頼の 

おける友人と一緒に行くことをおすすめします。また、中心地の銀行であれば英語で口座を開設することも可能です。 

口座を開設すると Wechat や Alipayで支払いができるようになりとても便利なので、時間が出来たらすぐに開設することを 

おすすめします。開設にはパスポートの原本が必要です。 

 

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？ 

日本のスマホがSIMフリーなのであれば、こちらではSIMカードを購入するだけで大丈夫です。購入場所は到着して数日後に

みんなで行く中北キャンパスの特設会場にあります。そこで買うのが一番安くて簡単だと思います。私は 1年間で 200元 

（現在のレートで 3400円）、追加料金一切必要なしの 1日 1G使用可能のものを購入しました。初日に予約した Wi-Fi 

ルーターのお店でもセットで SIM カードが付いてきますが、受け取りに 1週間以上かかる上に 1日 1G も使えません。 

  

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 22日まで変更可能） 

    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？ 

3、4 年の授業は 9 月 11 日から開始しており、オンライン上では既に履修申請をすることができなかったので、政治学科の

事務室に行き、口頭で履修したい授業を伝えました。事務室の先生が直接登録してくれました（普通はオンライン） 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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 起床                         

8:00 
      授業 授業                         

9:00 
      授業 授業                         

10:00 
            授業             起床 起床 

11:00 
起床       授業 起床 起床 友達と遊びに出

かける 

遊びに出かける 

12:00 
朝・昼ごはん 昼ごはん 昼ごはん 朝・昼ごはん 朝・昼ごはん             

13:00 
                  授業                   

14:00 
                  授業 英語の会話練

習 

            

15:00 
                  授業                   

16:00 
                                          

17:00 
      お風呂                               

18:00 
夜ごはん 夜ごはん 夜ごはん 夜ごはん 夜ごはん 夜ごはん 夜ごはん 

19:00 
      日本語を教える                               

20:00 
お風呂 中国語を教わる お風呂 お風呂 お風呂             

21:00 
                              お風呂 お風呂 

22:00 
                                          

23:00 
                                          

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。 

【授業】交換留学生には特に何も縛りがないので、負担にならない程度の履修をしました。授業中は比較的日本と同じ雰囲

気です。また課外活動で日本語を教える授業をしています。今まで人に何かを教えたことがなかったので、とても刺激的で

す。 

【宿舎】3 年ほど前に家具を入れ替えたらしく、ベッド、机、クローゼットは新しいので綺麗です。ただ入居当日は埃を一通り掃

除してから荷物を広げることをおすすめします。日本から雑巾、クイックルワイパーやカビキラーのようなものを持っていくと便

利です。 

【生活全般】闵行は想像していたよりも全然田舎ではありませんでした。確かに中心地に行くには電車とバスを乗り継いで 

1時間半ほどかかりますが、道路や街灯も整備されていますし、歩いて 20分くらいの場所には今夏出来たばかりのショッピン

グセンターもあります。 

闵行は中心地に比べ日本人がとても少ないです。私の顔見知りでは日本人は数人しかいません。中国語をどうしても話

さなければならない環境なので、語学力向上には非常に適した場所であると思います。 

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。 

華東師範大学は留学生にとって快適な環境を用意してくれています。明治大学では日頃から GPA を上げることに努め、 

出願時期までに少なくとも HSK5 級を取ってください。また、中国についての理解はもちろん韓国からの留学生も圧倒的に多

いので、韓国についても少し知識があると良いと思います。闵行キャンパスにも欧米出身の留学生はいるので英語を使うチ

ャンスもあります。自分が能動的に行動をすれば、いくらでもこの留学生活を充実させることが出来ます。頑張ってください！ 


