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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：工学部応用化学科
学年（出発時）
：三年
本報告書記入日：2018 年 12 月 9
日
1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
はい
いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞
＜期間＞
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
□所属学部・研究科の教員
□以前に参加した先輩
■
□所属学部・研究科の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

□友人
□神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学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動機を「４つ」選び，
１～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
1 語学力の向上
旅行ができる
2 将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
3 プログラムの時期が良い
4 家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）
1-4. VISA について
VISAの種類：X2
大阪府ビザ申請センター
申請先：
必要日数： 4日
VISA 取得にかかった費用：
VISA 申請のためにどのような書類の提出を求められましたか。どのように準備しましたか。

パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上) 、6か月以内の証明
写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚 、中国査証申請用紙（センターに置いてある）
●「録取通知書」（神戸大学に送られてきたもの）
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1-5

出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用

なし

1-6. その他に必要だった手続き，方法，料金等

健康診断が必要。日本で行う場合指定の病院でなければならない費用は３万円ほ
ど。中国で行う場合は５千円ほどでできる。日本で行っても、結局中国の保険セン
ターに行かなければならないので、中国で行った方が良い。（北京の場合）
2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社：
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：H.I.S
留学先大学最寄り空港名：北京首都国際
空港
空港到着時間： 16
時頃
空港からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関 バス，鉄道 □タクシー
■
□その他（具体的に）
移動の所要時間・料金：
分，
空港からの移動の際の注意点：

到着口に非合法タクシー（通称：黑车）のキャッチがたくさんいて声をかけられる
が、乗ってはならない。地下に正規のタクシー乗り場があるためそこから乗る。
2-2. 留学生向け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：□有り
□無し
■
参加について：□必須 □任意参加
■
参加費用：□無料
□有料（金額：
■
内容について記入してください。

）

留学生活の注意事項、追加有料プログラム、交流系サークル紹介など

2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。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。

X2ビザであったため行う必要がなかった

その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。

保険に加入する必要があるが、事前にネットで支払うこともできる
費用は半年で約5000円ほどであった。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，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
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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：工学部応用化学科
学年（出発時）
：三年
本報告書記入日：2018 年 12 月 9
日
出発前
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。

中国は近年の変化が激しいため、SNS特にTwitterでリアルタイムの情報を集めた。
地球の歩き方・北京も参考になった。
また清華大学の日本人会が作成した「日本人留学生活マニュアル」というPDFが
ネットの検索に出てきて、情報は少し古いが大変役に立った。

住居について
・住居のタイプ：□大学寮
□アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
■
住居（寮，アパート）の名前：亚洲青年交流中心
・部屋の種類：□一人部屋 □二人部屋
□その他（具体的に）
■
・ルームメイト：□現地学生
□留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
■
・どのように探しましたか。
：□大学の斡旋
□自分で探した □その他（具体的に）
■
・大学までの通学時間・手段：
0 分，
・住居の周りの環境はどうですか。
：

寮は大学の中心にあり、大学内にスーパー、銀行、本屋、携帯電話ショップ、
ファーストフード、理髪店など全てが揃っているため、何の不自由もなく生活でき
る
・毎日の食事はどうしていますか。
：

食堂
一番近いところで徒歩30秒で行くことができ、一食150~200円で満腹になる
また外卖というデリバリーサービスも発達しており、よく利用する
・住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：

渡航前にネットで予約する
しかし私の入ったアジア青年交流センターはネットで予約する必要がなく、それは
あらかじめメールがくる。（私の時は事前にメールが来ずトラブルになりかけた）
大学の授業について
1. 履修登録について
・履修登録の時期：□出発前 □到着後
■
・履修登録の方法：□On-line
□International Office等の仲介 □その他（具体的に）
■
・登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：□無し
□有り
■
・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。
：□はい
□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。
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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。
コース名
教授名
時間数 留学先 履修し 予習，復習，テスト等についてアドバイスも
No.
（現地語・和訳）
／週
での単 ている 含めて教えてください。
位数
学生数
１
２
３
４

汉语听力3/
listening
汉语精读3/
reading
汉语口语3/
speaking
时文选读3/currentreading

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

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

刘欣馨

3

4

30

王晨琛

1.5

2

20

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
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。

５
６
７
８
９
１０

３．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

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

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。
）
月
火
水
木
金
土
授業開始
起床・朝食
8:00
起床・朝食
起床・朝食
起床・朝食
9:00
起床・朝食
授業開始
授業終了・
10:00
昼食
昼食
11:00
翻訳の手伝
授業終了
12:00 課外活動 授業開始 授業開始
授業開始 いや、ラン
ゲージパー
13:00
トナーと食
14:00
課外活動
事、観光な
15:00
授業終了 ど
16:00
授業終了・ 授業終了・
17:00
夕食
夕食
18:00
夕食
夕食
19:00
夕食
20:00
21:00
自習
自習
自習
自習
22:00
自習

日
起床・朝食
翻訳の手伝
いや、ラン
ゲージパー
トナーと食
事、観光な
ど
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現在までの感想 自由に記入してください。(800 字～)
私は現在、交換生向けのクラスで中国語の読み書き、そして中国の現状について勉強している。クラス
の約半分が韓国の大学生であり、特に私のいる高級クラスでは中国在住歴の学生が多い汉阳大学の韓国
人学生が大部分を占めている。日本人は韓国人に次いで多く、1クラスに2~4人程度である。清華大学
は日本人の結束が強すぎず弱すぎず、ちょうど良い距離感だと思う。各大学の派遣者数も北京大学に比
べて少ないように感じる。上海の方になると、日本人留学生があまりに多すぎるという話を聞いたこと
がある。入学後しばらくして各国それぞれ歓迎会が行われるが、日本人の新歓はかなり遅くに開催され
るため、もし日本人と知り合いたい場合は最初はアナウンスメントや授業などで見つけるほかない。
本科生やダブルディグリーの院生を中心に就職活動のお知らせも頻繁に来る。最も盛んなのは北京大学
なので、興味があれば積極的に北京大学の新歓にも足を延ばすと良い。
ネット環境については、学内Wi-Fiは25GBまで無料で、寮内だけGoogleやYouTubeも使用可能だ。また
学内に店舗がある「中国移动」というキャリアでは年間200元（約3300円）で毎月ほぼ使い放題のSIM
カードがあり、留学生は入学手続きの際に発行できる。（ただし先に銀行口座を作らなければならな
い）
通常中国でブロックされているサイトやSNSを使用したい場合は、VPNを用い
る。ExpressVPN、WingyVPNなどが有料で安定した接続が可能だ。無料のものだとWi-Fiとの組み合わせ
が悪かったり、セキュリティの問題などがある。
私のクラスメイトは中国語が話せるが、専門の学部で交換留学に来ている特に西洋系の学生は中国語が
できない人も多い。そういった場合主に英語での会話になるため、英語力もある程度必要であると感じ
る。
寮に関して、私は現在アジア青年交流センター（亚洲青年交流中心、通称AYC）という寮に住んでい
る。一般的な留学生は「紫荆公寓」（zijing）という寮に入り、一人部屋、二人部屋、ABルームが選択
できるが、私の寮はABルームのみである。この寮は必ず中国人の院生（のかなり優秀層）と留学生の
組合せで一つの大きめの部屋が与えられ、トイレシャワー簡単なキッチンとソファーのあるリビングが
共用で、各々に個室がある形式だ。数ある留学生寮の中でも最も新しく綺麗だと言われており、寮の場
所も他と違ってかなり教室や食堂に近く便利である。二重のオートロックで守られており、困ったこと
があればスタッフに言えばいい。紫荆の寮だと二日に一度掃除が入るというが、AYCは自分でしなけれ
ばならない。どの寮のどの部屋に配属されても交渉次第で移動できるという。どちらにおいても最大の
難点はシャワーの時間が決まっているということだ。
寮の予約は少し面倒なので要注意だ。通常交換生は優先的に紫荆の寮を7月中旬〜下旬に前金を払って
予約できる。AYCは自分で選ぶことができないため、それまでにメールなどで連絡がくることになって
いる。しかし私の場合連絡が来なかったので通常通り紫荆の寮を予約しようとしたが、学籍番号を入れ
てもログインできずかなり焦った。その後メールで問い合わせると、AYCに決まっていると返信が来
て、前金を払う必要もなかった。大学外の部屋だとかなり条件が悪くなるので、細心の注意を払って申
し込みした方が良い。
北京に来て早くも3ヶ月が経とうとしている。幸運にも素晴らしい友人・先輩に恵まれ、勉強も人間関
係も大変充実した生活を送ることができている。清華大学はアジアでトップクラスの大学であり、ここ
に集まる学生はどの国の学生が視野が広く、大変刺激的である。
残りの1ヶ月半の留学生活を悔いなく、有意義に過ごしたいと思う。

