
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 10月 30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）：，（現地言語での名称）：传播学院新闻系 

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 2018年9月－2019年７月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

中国や海外に留学経験のある方や留学先大学の大学生の方々を探しコンタクトをとり、経験談やアドバイスを聞いたり留学先の情報収集

を行ったりしていました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：長期ビザ 申請先：ビザセンター 

ビザ取得所要日数：1 週間 

（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？ 

受け入れ先の大学の通知書、ビザ申請書など。書類を揃えるのはあまり大変ではありませんでした。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ビザセンターで申し込み、1 週間後に受け取りに行きます。受付の人の指示に従えば良いです。とてもスムーズでした。 

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 

入国後 30 日以内に改めてビザの申請をしなくてはいけません。私は飛行機チェックインの際に、ビザについてスタッフの方に中国で再度

手続きをすることを確認されました。 

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） 

到着日から大学で SIM カードを買うまで日にちがある場合はその間用の SIM カードを日本で買っておくとといいと思います。そ

の際香港 SIM なら VPN に繋げる必要がなく LINE などを利用できるのでおすすめです。日本で買った携帯に SIM カードを入

れて使いたいのであれば、SIM ロック解除が必要です。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 中国国際航空 

航空券手配方法 
ネット予約 HIS 

※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（ピックアップは浦東空

港） 

現地到着時刻 11 時 

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  

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 

大学のピックアップサービスがあります。私はその日に合わせて飛行機を予約していましたが、台風の影響で欠航になり急

遽ピックアップサービスがない日に到着することになりました。上海の友人に迎えに来てもらい、到着後すぐ中北キャンパス

に登録しに行きました。その後中北に来ていた闵行の学生と知り合い、連れて行ってもらえました。 

大学到着日 9 月 6 日 11 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 月中に大学の担当者と連絡を取り合い寮を申し込めます。 

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？ 

元々校外の寮を希望していて手続きをしていましたが急に入居できなくなり大学の寮に申し込みました。 

寮の場所については到着日にたまたま知り合った方が研究生で留学生寮の近くに住んでいたので寮まで連れていってもら

えましたが、本科生だと留学生寮の場所を知らない人が多いので明るく人通りのあるうちに到着するのをお勧めします。大学

のピックアップサービスを利用する場合は問題ないと思います。 

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 登録後２週間以内 

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？ 大学についての紹介や生活の心得など。 

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 17 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？ 

大学がバスを用意してくれ、留学生団体で中国のビザセンターに連れて行ってもらえます。 

その後手続きが済むとパスポートが 1 か月ほどで寮まで郵送されます。それまでパスポートが手元にないので注意して下さい。パスポート

を受け取る際にお金を払います。400 元ほどでした。 

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？ 

ビザ申請の為に必要な健康診断も現地で受けられます。大学が手配してくれ、指示に従えば問題ないです。照明写真が 3 枚ほど必要な

ので日本から多めに持っていくと便利です。費用は 100 元ほどかかります。 

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？ 

大学の近くの中国工商銀行に行き自分で口座を開設しました。パスポートと電話番号、学校の住所など基本情報を用意していけば簡単

にすぐ作ることができました。登録日に学校に銀行が来ているのでその際申し込むこともできますが、カードを受け取るまで何週間か待た

なければいけません。自分で口座を開くとその場でカードがもらえます。銀行のカードを作ると電子決済ができるようになるのでとても便利

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？ 

大学の登録日に大学で買いました。1 か月２０GB、1 年 100 元でした。その場で現金で支払いました。  

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（9 月 10 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？ 

ネット上で履修登録ができなかったので、学部の事務所で先生に開講される授業を教えてもらい、取りたい授業を伝え直接登録をしても

らいました。新入生と同じ扱いにされており、新入生オリエンテーションなどにも参加できますし、授業は 2・3・４年生用の授業も履修するこ

とができます。私の学部は新入生に 2 年生のチュ―ターが一人ずつつく制度があり、たくさん助けてもらえました。 

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 
                                          

8:00 
                                

9:00 
授業 自習  言語交換              

10:00 
  日本語教室の

準備 

自習 言語交換 家庭教師 家庭教師 

11:00 
  自習               

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 友人と遊ぶ 友人と遊ぶ 

13:00 
インターン インターン 授業 授業 授業       日中交流会ス

タッフ会議など 

14:00 
                 

15:00 
   自習              

16:00 
                 

17:00 
  休憩  交流会や 

友人と遊ぶ 

            

18:00 
  授業 授業                   

19:00 
夕飯 夕飯                     

20:00 
ダンスサークル 運動 夕飯 運動                   

21:00 
            日本語教室                         

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。 

（寮）大学の留学生用の寮に住んでおり、同じ階には PhD の留学生が多く彼らは中国語をあまり話せないので英語で交流で

きます。共同キッチンでお互いの国の料理を一緒に作り食べたりできるので楽しいです。そして寮の受付のおばさんがみんな

本当に優しく、空いた時間はよくおばさんの所にお話ししに行っています。一人部屋で 1 日 35 元です。シャワートイレエアコン

付きで、キッチン洗濯機はフロアで共同です。 

（大学）授業は本科留学生用の中国語クラスと中国人本科生と一緒に受けるクラスどちらも受講できます。大学の留学生

受け入れ体制はかなりしっかりしていると感じます。問題に対するフォローも手厚く、職員の方に何でも質問しやすいですし、

親身になって相談を受けたり答えたりしてくれます。留学生用のイベントもたくさんあります。華東師範大学を選んで本当に良

かったと思います。 

（生活）インターン、大学の留学生向け日本語教室の先生、大学の日中交流会スタッフ、言語交換、家庭教師、サークル、

領事館主催の交流会、明治の OB 会上海支部など様々な活動ができ新しいことに挑戦できます。闵行キャンパスは日本人

がほとんどいません。自分から動くことで中国人の友人がたくさんつくれます。大学の外で中国人や日本人の社会人と交流

し彼らの生活を知ることも心掛けています。 

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。 

留学に来ると人の優しさをたくさん感じ、たくさん助けられます。 

楽しんで頑張ってください。 

 

 

 


