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交換留学（派遣）帰国報告書

2018

留学先大学：清華大学
留学先での所属学部・研究科：中国語言文学系
留学先での在籍身分：交換生
留学期間：2018 年 9 月～ 2019 年 1
月
神戸大学工学部
神戸大学での所属学部・研究科：
学年（出発時）
：３
本報告書記入日：2019 年 5
月5
日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日：9 月13 日
学年終了月日：1 月8 日
学期：
①
月
日～
月
日
②
月
日～
月
日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

どの分野でも優秀な学生が多い、理工系は昔から強いと言われていたが、文系学部
でも北京大学と同等かそれ以上になっていると言われている。情報系が最も人気が
ある

1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：

バディプログラムがあると聞いたが使用していないのでわからない
勉学面でのサポート：

特になし

精神面でのサポート：

特になし
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住居・生活面でのサポート：

各寮に寮母さんが常に２人程度いる
課外活動のサポート：

サークル活動はある

1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。
（気をつけること等）

寝具（シーツ・枕も）、机、クローゼット、机はある。
冬も暖房がつくので、特に準備しなくていい。

3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）
また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）

なし

3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

学校内のWi-Fiを使用した（月25GBまで無料）、また留学生の寮ではグーグルや
YouTubeも使える
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。

同上
3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。

なし
健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

自己管理を徹底する
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3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）

現地で口座開設（中国で生活するには必須だと思う）、日本の銀行から外国送金、
日本円の持ち込み
3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。

アジアなのでそこまで大きな差はないが、所々注意するところもある
大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。

大学内の友人の友人といった形で数人
課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。

特になし
留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）

外国人留学生が多い街なので住みやすいが、治安は不明である
学内の寮でも過去に不審者が侵入した話を聞いた。
3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

上海で開催されたキャリアフォーラムへ参加した

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。
（財団等名）
その他（渡航費等の支給）

，60000

円／月
円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

清華大学の日本人会のパンフレット、地球の歩き方、SNS
5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。

地球の歩き方

5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（hsk5級
）
点→帰国後（ hsk6級
）
点
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

出発時に台風で関西国際空港が使用できなくなり、予約していたチケットが無効に
なってしまった事。

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。

適切であると思う。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。

各国のレベルの高い学生が集まる大学で毎日が学びや発見の連続だった。
中国は意外と綺麗だし、空気も良くなっているのでぜひお勧めしたい。

5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか： ５
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： ４
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： ５
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： ５
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか： ４
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： ５
・留学全体の総合的な評価： ５
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留学先大学：清華大学
留学先での所属学部・研究科：中国語言文学系
留学先での在籍身分：交換生
留学期間：2018 年 9 月～ 2019 年 1
月
神戸大学での所属学部・研究科：神戸大学工学部
学年（出発時）
：３
本報告書記入日：2019 年 5
月5
日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名

教授名

（現地語・和訳）

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含
めて教えてください。

张凯琪

3

4

30

予習不要、テストはHSK形式
他のレベル3の授業に比べて遥かに易しい

汉语精读3/reading

苑芮菲

3

4

30

中間テストはHSKの過去問だった
教科書、学生のレベルともにやや難

３

汉语口语3/speaking

刘欣馨

3

4

30

授業中の発表が多い
レポートを録音して提出、テストも筆記と口試の二種類ある

４

时文选读3/current-reading

王晨琛

1.5

2

10

中国の最新のニュースや話題について勉強する。先生が少し気ま
ぐれである。最後に自分が調べたニュースについて発表する。

１

汉语听力3/listening

２

５
６
７
８
９
１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

全て30人程度の授業
成績評価はテスト以外に授業中に行う発表なども入る
国籍関係なしに、勤勉に授業に参加している

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃：10万円
・住居費：
（月額）40000
×（留学月数）5
ヶ月 ＝ 20万円
・食費： (月額）10000
×（留学月数）5
ヶ月 ＝ 5万円
・保険料：5万
・その他：15万
合計：60万
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）
凄まじいスピードで成長を続ける現在の中国で、清華大学のような中国、更にはアジアでトップクラ
スの大学で各国の優秀な学生に揉まれて過ごす５ヶ月間はあっという間で、大変刺激的であった。
学業の面では現地学生の意識の高さに触れ、14億人の大国をこれから導いていくパワーをあらゆる場
面で感じた。授業中は先生が質問すると半分以上の学生が手をあげ、自分の考えを積極的に発言して
いく姿勢には驚かされた。（もちろん難しい問題になると、日本同様当てられるのは嫌がっていた）
アルバイトをする学生はほとんどおらず、大学内の寮に住み、朝から晩まで頭や体を動かし続けてい
るのが印象的だった。また海外に関心が高い学生も多く、食堂では度々話しかけてもらえることも
あった。
清華大学は「无体育无清华」(No Sports, No Tsinghua University)というスローガンを掲げており、学内
には無数のグラウンド、テニス場、バスケットゴール、鉄棒、プール、ジム施設が整備されており、
中国人学生ならびに多くの留学生が利用していた。日本と異なるのは、どんな運動レベルの生徒でも
スポーツを楽しんでいた点だ。スポーツだけでなく、ヨガができる施設や、ソファのある視聴覚室、
ピアノのある音楽室などが気軽に無料で利用でき、こういった場所を起点として、新たなコミュニ
ティを形成することもできた。清華大学では運動や文化的活動も学力向上に重要な役割を果たしてい
るような気がする。
北京という土地も、とても気に入った。新旧どちらの「中国らしさ」も体験できた。上海ほど日本人
旅行客や留学生が多すぎず、中国語学習や多国籍交流には最適でありながら、北京には困った時には
必ず日本人がいるという安心感もあった。留学先で日本人と全く喋らないのもまた一つの作戦だが、
私は就職活動を前にして、留学生という立場を借り、中国で活躍されている多くの日本人の方とお話
しできたのは大変いい経験になった。
中国は北の人間ほどいい意味でおせっかい（日本でいう大阪のような印象）と言われており、北京は
国内でも住みやすい地域だと考える。さらに北京には数え切れないほどの遺跡が集まっており、たっ
た５ヶ月の留学期間では全て回ることは不可能であった。
初めて実家を出て中国での生活を始めたが、一瞬で寂しさはなくなった。それは新技術への驚き、美
味しい食べ物への感動、そして中国の人々の暖かさがあったからだと思う。５ヶ月間という時間はあ
まりに短く一瞬で過ぎてしまったが、中国語以上の大切なものを得ることができたこの素晴らしい思
い出を、私は忘れることはできない。入学手続きから帰国するまで、本当に数え切れないほどのトラ
ブルに巻き込まれたが、今となってはいい思い出だ。留学前は不安なことばかりで行くか迷うことも
たくさんあったが、実際に行って、様々な事を学ぶことができ、心の底から良かったと思う。もし少
しでも留学するか迷っている人がいれば、是非一歩を踏み出し、チャレンジしてみて欲しい。

