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清華大学
社会科学学院　国際関係専攻

交換生

１年

国際人間科学部

３年

2019/12/3

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） 1

  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） 4

  家族のバックグラウンドと関係がある 3

  異文化を体験したい

  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。

日本人留学生会のパンフレット

VISAについて

　VISAの種類：

　申請先：

　必要日数：

　VISA取得にかかった費用：

　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。

国籍の関係上ビザ不要

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。

東京海上日動の付帯海学
現地において保険加入必須

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等 日本の保険に加えて800元で現地の保険にも入る必要があり、その際パスポートが必要

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：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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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）：

　到着空港名： 済南空港

　空港到着時間：

　到着地からの移動手段： 知人の出迎え

　移動の所要時間・料金：

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： 大学寮

　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： 清华大学紫荆公寓
　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： リストから選択してください

　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： 学内に存在し、どの講義棟にも自転車で10分以内には着く

住居の周りの環境はどうですか。
寮のすぐ下には小さな食堂があり、留学生事務所が棟内の2階にある。またスーパーや郵便
局、ATM等が徒歩圏内にある。

毎日の食事はどうしていますか。

校内にはたくさんの食堂があり、寮の横には昼、夜に空いている小さな食堂、自転車で３分程
度の場所に大きな食堂がある。学生寮が集まっている場所なので食堂はたくさんある。食堂

の閉店時間が早いので逃したら外卖（デリバリーサービス）で頼むことも多い。

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。

特になし

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 必須

　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。
大学生活の心得、これからの手続きの流れ、registrationの時に契約する中国銀行のカードの
受け取り

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。

国籍の関係上不要

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。

海淀海关に行って健康診断を受ける必要がある（日本で受診していた場合もこの場所に行っ
て印鑑を押してもらう必要がある）費用はたしか380元ぐらい

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。

参加していない

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。

"First come, first serve"の原則のもと履修は早い者勝ちなので（神大のように抽選ではない）
一週目行ってみてやっぱり別の授業を履修しようと思っても規定人数が埋まっていて履修でき
ない授業もあった（特に語学系）

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. 留学先到着後の手続きについて

2-1

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
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5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

中国に来てから早くも二ヵ月が経過し、それも中国、ひいてはアジアでトップレベルの清華大学で過ごしてきた時間はとても有意
義で濃いものでした。家庭の都合で渡中の経験が多くあるため大丈夫だろうと思っていたところ最初は銀行口座を開設できな
かったり、健康診断でたらい回しにされたり、保険が申し込めていなかったり多くのトラブルにも見舞われました。しかしそういっ
たトラブルを自分で調べたり、聞いたりして解決していく中で、多くの友人や親切な人たちに助けられ同時に語学力の向上に役
立ったとも感じました。はじめはどうしても日本人で固まってしまう傾向がありましたが、時間がたつにつれて授業やサークルで
の活動の中で世界中の人たちと交流するようになりました。日常生活での中国語には大きくは困りませんでしたが講義で使わ
れる中国語は専門用語や人名、地名、難解な単語が出てくるため最初は殆ど理解できませんでした。その状況の中でも
PowerPointsのスライドを見たり、同じ講義を受けている中国人学生に聞いたりして乗り切りました。清華大学で数か月過ごして
みて感じたことは学業の場としての環境があらゆる面で整っているということです。自習スペースはもちろんのこと蔵書数、教
授・学生の質と雰囲気、寮の設備や運動施設に至るまですべてが高水準でした。自習スペースは寮をはじめとして図書館やカ
フェ等に多く設置され困ることはありません。中国は日本以上に教授との距離が近く授業でも質問しやすい環境で、多くの学生
も授業中、積極的に質問している様子が見られます。教授が時事的な議論を持ち出すと教室のあちこちから自分の意見が上が

り、議論の様相を呈します。日本ではあまり見られない光景です。また、“无体育，不清华”（スポーツなければ、清華大学では

ない）の標語が示す通り、スポーツがその習熟度にかかわらずとても盛んであり、施設も充実しています。夕方になると校内に
多くあるサッカー場やテニスコート、バスケコートが人で埋まり、学生がスポーツをスポーツとして楽しんでいます。このような環
境で4年間過ごすことのできる本科生をうらやましくも思いました。現在私は幸運にも出会いに恵まれ様々な人と交流する機会
を得ることができました。野球とマジックという二つのサークル活動、そして講義を通して現地学生との交流も行っています。ここ
から学んだことは留学は行動第一であるということです。留学に行くだけで自分を伸ばせるわけではありません。やろうと思えば
ほとんど中国語を使わずに生活できます。しかし留学中は日本での生活以上にやりたいことに挑戦してみるということが大事だ
と考えます。難しいからと言ってその講義を履修しなかったり、まだうまく話せないから交流会に参加しなかったり、参加しても話
しかけることができなかったりすると思いますがその時に一つ勇気を出したやってやるぞと一歩踏み出すことが自らを大きく成
長させると思いました。3か月はあっという間でしたが残り約８か月、悔いの残らないような留学生活としていきたいと考えます。
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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

5

11

2 国际战略分析 刘江永 90分/16週 2 中国語 25

1
日 本 外 交 与 政
治，经济

刘江永 90分/16週 2 中国語

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

日本研究の第一人者である
先生の授業。留学生に配慮
してくれる。

30中国語

60

4 中高级汉语 杜玲玲 90分/16週 2 中国語 30

3 国际组织 陈琪

研究生向けの授業。発表と
レポートで評価。やや難。

中级汉语 郭蓁 90分/16週 2

135分/16週 3 中国語

HSK5級程度の授業。課題
や考査によって評価

HSK6級取得を目指すレベ
ルの授業。課題や考査に
よって評価

グループを作り毎週2組発
表。英語の文献を読み中国
語で授業が展開されるので
負担が大きい。成績評価は
ほぼレポート

6

中国人との
交流会や
友達と観光
地散策など

ジム

昼食
予習

サークル
活動

授業開始

授業終了
昼食

友達と外
食

授業開始

授業終了

昼食
サークル
活動

Languege
Partnerと
食事

ジム

昼食

図書館で
予習

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。

授業開始

昼食

授業終了

昼食

図書館で
予習

・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
授業は中間に5分の休憩時間があり、授業中はほとんどの生徒がまじめに授業を受け、積極的に発言や質問
をしていた。院生向けの授業が多かったため成績評価は試験よりも発表やレポートが大半を占めた。中国語
を学ぶ授業はすべて中国語で行われるためリスニング力は必要であるが試験はそれほど難しくない。学生と
教授の距離が近く、特に刘先生には非常にお世話になった。


