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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 いいえ

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

その他を選択した場合、記入してください。

このプログラムに参加した動機を教えてください。 最もよく当てはまるものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど）

  語学力の向上 2
  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど） 3
  家族のバックグラウンドと関係がある 4
  異文化を体験したい 1
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前にどのように情報を集めましたか。参考になる
本やホームページがあれば記入してください。

北京に留学していた人のブログ

VISAについて

　VISAの種類： X1
　申請先： 大阪ビザ申請センター

　必要日数： 一週間程度

　VISA取得にかかった費用： 8500円

　VISA申請のために求められた書類：

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

過去に行ったことがある国の欄に台湾と記入していたら、中国台湾に修正するよう求められ
た。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 なし

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

付帯海学、現地大学の保険

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、あなたの氏名、学籍番号、メールアドレスは公開されません）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： 全日空

　到着空港名： 北京首都空港

　空港到着時間： 午後12時頃

　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 約1時間程度、30人民元

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

住居について

　住居のタイプ： 学生寮

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： Asia Youth Center

　部屋の種類： その他

　その他を選択した場合、記入してください。 AB房（個室に加えて共有スペース有り）

　ルームメイト： 現地学生

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩10分、自転車5分程度

住居の周りの環境はどうですか。 食堂、スーパーまで徒歩5分、教室まで10分以内でありかなり便利。

毎日の食事はどうしていますか。 基本的には学内にある食堂にてとる。

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

自分の場合事前に学校から寮が確約されているとの連絡があったため、
自分で寮を予約する必要がなかった。

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 任意

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 履修登録方法、大学生活や中国での生活における注意事項について

その他、渡航してから必要な手続きについて

現地で滞在許可申請は必要ですか。必要な場合、申請
方法、料金、取得に係る日数等を記入してください。

X1ビザの場合、現地到着後30日以内に出入国管理局にて居留許可申請が必要。

所要日数は10日程度。学内の所定の場所に必要書類をもっていけば学校が代理して申請を
行ってくれる。自分で直接公安局まで行って申請することもできる。自分で申請しに行く場合代
理手数料150人民元を払わずに済む。

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

保健センターにて健康診断の受診（費用は350人民元程度）。日本にて行った健康診断を認め
てもらえない場合があるそうなので、現地で受診することをお勧めする。

3-1
語学力向上のために、大学等のコースに参加しました
か。参加した場合、大学（語学学校）名、コース名、料
金、期間等を記入してください。

なし

履修登録について

　履修登録の時期： 出発後

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。

希望通りの授業が履修できましたか。 いいえ

希望通りの授業が履修できなかった場合、その理由を
教えてください。

語学の授業を履修する予定だったが、学生数に対して提供される授業数が足りておらず、定
員オーバーのため履修できなかった。また、留学生の履修登録期間が現地学生の後に設けら
れているため、履修科目一覧にあるはずの科目がそもそも履修登録時に選択肢として表示さ
れない（現地学生で定員が満たされたため）ことがあった。

4-2 現在までに履修している授業について記入してくださ
い。 クリックで別シートへ

4-3 一週間のスケジュール(授業時間、課外活動等、毎日
の生活)を記入してください。 クリックで別シートへ

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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北京に来てあっという間に3カ月が経とうとしています。日本で11月といえば秋ですが、北京ではめっきり寒くなってきており冬の
到来を感じつつあります。（追記：11月30日に北京で初雪が降りました）留学開始当初の9月は長めの旅行に来たような、浮かれ
た気持ちが少なからずありましたが、最近では授業の課題や予習をこなしながら、授業のない日と週末を利用して学外に出か
けるなど、生活リズムが確立されてきたように感じます。ここでは、以下の三点に分けてこれまでの留学生活を振り返りたいと思
います。
・学校生活面
　清華大学は敷地がとても広く、学内の移動には自転車が欠かせません。学内にある自転車屋さんで購入するか、中国では
シェアバイク（乗り捨て可能なレンタル自転車）が普及しているのでそれを利用することもできます。学校内には、食堂やスー
パーに加え、図書館、郵便局、ジム、クリーニング屋さん、劇場、グラウンド、複数のバスケットボールコートやテニスコートなど、
施設がかなり充実しているため、大概のことはを学校内で済ませることができます。学校から最寄りの地下鉄の駅まで近いとは
言えない絶妙な距離感なので、自然と学内で過ごすことが多くなります。
私は現在、Asia Youth Centerという寮に住んでいます。この寮では現地の大学院生（中国人）と留学生が2人でリビングと浴室
等の共用スペース付きの部屋に一緒に住むことになっています（各人に個室が与えられる）。何か困ったことがあればルームメ
イトに尋ねることができます。私は事前にこの寮の部屋が確保されていたので、自分で1人部屋か2人部屋かを選択できません
でしたが、選択できるのであれば個人的には1人部屋をお勧めします。万が一ルームメイトと自分の生活習慣や価値観があまり
にも違った場合、想像以上にストレスになるからです。もちろん、ルームメイトがいれば仲のいい友達になれる可能性が十分に
あるのでどちらがいいとは一概には言えないです。
・学習面
　授業の形式として、教授による一方的な講義よりも学生との議論を交えた双方向性の授業が多い気がします。法学部では大
人数に向けた大講義室での授業が多いから難しいのかもしれませんが、このように学生が積極的に発言し、授業に参加する姿
勢に日々刺激を受けています。また、授業中の議論において学生と教授が対等な立場にあるように感じられ、学生と教授の距
離感が近いように思います。授業によっては先生と履修学生のwechatグループ（中国版LINE）が作られ、授業の内容や課題に
ついてやり取りすることもあります。私の履修している授業の教授陣は国際感覚の豊かな、エネルギッシュな方が多く、難しい内
容の授業もありますがどれも興味深いです。授業の課題は事前に英語文献を読むもの、論文を提出するものが多いです。一番
苦労しているのは論文を書く課題です。学士論文や修士論文ほど厳格なものではないものの、今まで論文のようなものを書い
たことがなかった私は、論文を書く形式や文献の検索方法、引用文献の書き方などを一から学ぶこととなり、かなり苦戦しまし
た。それゆえ課題の締め切り前は毎回泣きそうになりながら部屋にこもってパソコンと向き合っています。提出した課題は教授
が個別にフィードバックを下さったり、授業にて学生全体にアドバイスしてくださったりするのでいい練習の機会だと思って取り組
んでいます。
・その他
　中国に留学に行くのだから中国語さえ勉強すればそれでいい、そう思っていましたが大きな間違いでした。実際こっちに来て
みると留学生は留学生同士の交流がなにかと多く、全員が全員中国語を話せる訳ではないので当然英語を使ってコミュニケー
ションをとることになります。ある程度英語で会話できるほうが友達の輪は広がるかもしれません。第二外国語を勉強するにして
も、英語を身につけることが最低条件であると実感しました。
　サークルは留学生向けのイベント企画団体に所属しています。言語交換や中秋節、ハロウィン、クリスマスなどのイベントを主
催しています。メンバーもほぼ全員留学生なので色んな国の人と知り合えます。次のイベントで初めて企画担当になったので現
在その準備に励んでいます。
　学外で開催された日本語を学んでいる中国人との交流会に何度か参加しました。中国人の日本に対する興味、熱意に触れる
ことができ、日本のソフトパワーの強さ、日本文化の魅力を再認識するいい機会になりました。また、お互いに中国語、日本語を
教えあう絶好のパートナー探しにもなりました。

　あと一か月半で今学期も終わりを迎えようとしています。勉強に励むのはもちろんのこと、留学に来なければ出会うことのな
かった様々な人と交流し、日々の新しい発見を大切にしながら残りの留学生活を実りあるものとなるようにしていきたいです。

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

月 火 水 木 金 土 日
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

3 中国語

正規留学生向けの中国語
の授業。毎週400‐800字程
度の作文を書く。文語の中
国語、中国文化についての
理解が深まる。平常点、期
中試験、期末試験に基づい
て成績評価。

毎週required readingsが課
される。毎週２篇の文献の
内容をグループごとにプレ
ゼン。講義＆ディスカッショ
ン形式。３段階に分けて提
出した論文と２回のプレゼ
ンに基づいて成績評価。

課題、
学内・学外
のイベント
に参加、旅
行など

就寝

課題、
学内・学
外のイベ
ントに参
加、旅行
など

就寝

授業

昼食

課題
もしくは
イベント等

就寝

朝食
図書館

昼食

課題
もしくは
観光

就寝

朝食
図書館

昼食
授業

夕食

就寝

4-3 一週間のスケジュール　授業時間、課外活動等、毎日の生活を記入してください。

朝食
授業

昼食

課題
もしくは
観光

夕食

就寝

朝食

昼食
授業

夕食

課題

就寝

・授業（カリキュラム等）について　クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等
事前に論文を読み、ディスカッションするタイプの授業が多い。クラスの規模は中規模。意欲的に発言する生
徒が多いように感じるが、授業中の態度は日本と同じく人それぞれ。ただ、今のところ授業中に居眠りしている
生徒を見たことがない。

4-2 現在までに履修している授業について記入してください。
予習、復習、テスト等の成
績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

前8週のみの授業。毎週教
科書の該当箇所（1，2章程
度）を読むよう指示される。
内容は比較的わかりやす
い。論文課題が２つと最終
試験（論述式）に基づいて
成績評価。

60

4
高级汉语阅读与
写作

龚莺 90min 2 中国語 28

3 国际组织 陈琪

毎週required readingsが課
される。講義＆ディスカッ
ション形式。論文を３段階に
分けて完成させたもので成
績評価。

130min

40

2
Chinese Forign
Policy 孙学峰 90min 2 英語 50

1
社会问题与社会
政策

裴晓梅 260min（前
8週）

3 中国語


