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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2017年 8月 

所属＆学年｜情報文化学部 4年 
卒業予定｜2018年 4月 

 

留学先大学 清華大学 

留学先国 中国 

留学期間 約 11ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2016年 9月 15日 － 2017年 7月 15日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 
国際関係を学んでいたので、摩擦が大きい東アジアに興味を持ち、より中立な意見を持てる
ようにしたいと思ったから。その際にあえて側面からアプローチしようと思い、新聞与伝播
学院新聞系（ジャーナリズム）を選択。 
清華大学は名古屋大学が全学で提携している大学の中でもトップクラスで世界ランキングは
24位（Times Higher Education2016/東京大学 34位）。莫大な資金と豊富な研究者が集まっ
ており、質の高い教育を受けられると感じた。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

国際関係を学ぶにあたってより客観的に時事をとらえる必要性を感じたが、日本にいるだけ
ではどうしても一方的な情報しか手に入らないと思ったから。 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 
１年前 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくださ
い（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
数回利用した。どこを留学先にするかという相談。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 
新 HSK６級を一度、IELTSを三度受験。 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
名古屋大学の制度では単位互換は事実上不可能という話を聞いていたので、特に気にせず単
位を取った。単位互換は履修内容の一致が条件なので、せっかく留学しているのに名古屋大
学でも受けられる授業をとっても意味がないと感じたのも単位互換を意識しなかった理由の
一つ。 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
00510212 商務談判原理及模擬      30631542 中分写作(3)  
30631682 演讲与口才実用技巧      30670523 映像伝播導論  
40670453 新聞撮影           00510032 企業管理基礎 
 
○ 授業時間は 2時間半前後と 1時間３０分の二種類があり、一時限目は８：００～で六時

限目は～２１：４５。（要確認） 
 
○ 基本的にグループワークが多く、討論も多い。授業はすべて中国語で履修したが、英語

の授業も豊富に存在している。 
 
○ 交換生は「進修生」に分類され、各学期で２０単位まで履修できる（内８単位まで他学

部の授業が履修できる）。４単位もある授業が存在する。 
 
○ 授業は教養科目以外であればすべて履修でき、院生の授業も基本的に履修可能。しかし、

文面上だけでは判断できないので、間違って院生向けの授業を取ってしまうこともあっ
た。 

 
○ 履修修正は１回の期間、履修取り下げは期末試験に近い時期まで３回期間が設けられて

いる。 
 
○ 中国では聴講が気軽にでき、システム上履修できなくても授業の初めに先生にお願いす

れば課題などを受け取ってもらえることが多い。グループワークなどすべての授業に普
通に参加できる。一般履修と違う点は成績評価がされないという点のみ。聴講は後ろめ
たいことではなく当たり前の行為であり、先生からは当然のように扱われる。 

 
○ 履修など学校に関わるほぼすべてのことはオンラインで行われる。 
 
○ 担当部署からの情報は乏しいので、日本人会や留学生会から情報を得ることが大事。 
 

②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 
パソコンで授業ノートを取り、わからない単語はすぐにオンラインで調べて記録した。 
ノートをとると同時に録音もしていた。（それが同時にできる onenoteはおすすめ） 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
特になし 
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Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 
○ 中国のトップ校としての意識が高く、勉強に関してストイック。課題も多くずっと図書

館にいる学生も多い（現地の学生）。中にいると忘れがちだか、ここに通っている学生は
2700万人もいる大学生の中の上位 0.2パーセントである。 
 

○ 勉強漬けのイメージもあるが、スポーツにも力を入れている。 
 

○ 意識が高い学生が多く、積極的にボランティアに参加したり、起業したりする学生も少
なくない。 
 

○ しかしながら、留学生の敷居はかなり低いので交換生として行くのであれば気負う必要
はない。 

 
○ 雰囲気はおおらかで心的負担が少ない。自由でいちいち人目を気にする必要もないので

ストレスフリーで気軽に生きることができる。 
 

②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 
○ インターネットは一人当たり 20G/月使える。追加購入もでき、それほど高額ではない。

二人部屋なら校内のインターネットショップでプロバイダー契約するのもおすすめ。裏
ワザとして、交換期間が終わった学生のアカウントもなぜか使えるので活用すれば通信
料貴族になれる。前期で帰国した留学生のアカウントを集めて、後期は 120G/月を使う
ことができていた。 

 
○ 渡米準備学校として生まれたので、大学のつくりは古い欧米の大学の様なレンガ造りの

校舎もある。一方で近代的なアメリカのキャンパスのような建造物や清朝皇子の別荘も
あり、アメリカ文化と中国文化が見事に融合しているキャンパスである。ちなみに中国
近代科学の発祥地とされ、古い化学棟にはドイツ語のつづりでサイエンスと書いてある
らしい。 

 
○ キャンパスは広大で、全学生が入居する寮（中国は全寮制）と教職員とその家族が住む

住宅群がある。大学内では自転車または電動スクーター（免許不要）での移動が主流。 
 
○ 大学内には最新の映画を上映する映画館や床屋、郵便局、携帯ショップ、物流センター、

派出所、自転車屋、雑貨屋、スーパー、レストランなど一つの街を形成している。基本
的にキャンパスを出なくても十分生きていける。 

 
○ 治安もよく出入するすべての車はデジタル管理されており、主要な門は身分証がないと

入れない。門では 24 時間警備員がいる。最近防弾チョッキが導入されたみたいだけど
さすがにそれは要らないんじゃないかとちょっとだけ話題になった。自転車は同種のも
のも多く、安い鍵を買ってしまうと同じタイプのカギを使えば開いてしまうのでよくな
くなる。高い鍵を買うか、シェアリングサイクル（mobike や ofo、16 円/30m）を使
うと便利。 

 
○ カフェは数えきれないぐらいあり、学食も両手に収まらないぐらいある。学食は作り立

てで種類も豊富、中華鍋で豪快に作っているところや小麦粉から拉麺や餃子を作ってい
るところがよく見える。キャンパス内に工場があり、自校ブランドの新鮮なヨーグルト
やジュースが大人気。ファストフードもあり、学食に飽きれば寮内で自炊したり、格安
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で出前を取ることもできる。清華大学は中国の最高学府であり、国家主席の出身校でも
あるため、衛生面で問題が起こることはあり得ないので安心できるという。 

 
○ 巨大な美術館（美術学院付属）やホールがあり、著名なダンサー・ピアニスト・劇団・

オーケストラなどの公演が格安（400円程度）で見ることができる。また、美術館にも
著名な作家の作品が展示され、（在学中にダ・ヴィンチの手記や下絵の展示・モネの作品
展示があった）これも格安で観覧可能。 

 
○ 50ｍプールや飛込プール・ジム・バドミントン場・卓球場・サッカー場・バスケットコ

ート・テニスコート・ローラースケートコート・野球場・フェンシング場・トラックな
どがキャンパス内に均等に配置されており、使用することができる。ただし、使用条件
があるので注意が必要。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
○ グループワークが多いので、そこで自然と交流が生まれる。 
 
○ フライングディスク（アルティメット）のサークルに参加し、部員との交流を深めた。 
 
○ 日本人や留学生からの紹介で現地の学生と交流できた。 
 
○ 基本的に近くにあるレストランでご飯を食べたり、キャンパス内で遊んだりした。旅行

も行った。寮によってパーティが開催されたり、留学生主催のイベントもたくさんあり、
そこで出会った人とはすぐに友達になることができた。 

 
○ 日中交流会が多数開催されており、そこで交流している人もいたが、私は参加しなかっ

た。 
 

④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
○ 平日はキャンパスにいることが多かった。６時限目を取った日は何もできないが、夕方

で終わるときはジムに通っていた。夜になると近くの街へと繰り出す留学生もいたが、
移動が面倒なのであまり活動的にはなれなかった。北京の中心へは地下鉄で 50 分近く
かかる。 

 
○ 休日は公共交通機関やシェアリングサイクルを駆使して北京制覇を目指した。 
 
○ 長期休暇は旅行をした。日本より物価は安いとはいえ、長距離移動ともなるとお金がか

かる。高速鉄道が発達していて安く済ませたいときは寝台列車を使うこともできる。中
国で有名な三つの山のうち、二つに登った。特に黄山は一生で一番の絶景に出会えたと
思う。写真では絶対に伝わらない感動があった。登るのは大変なので今のうちに行きま
しょう。極寒の地もあれば砂漠もあり、熱帯雨林もリゾートも水の都もあるので中国だ
けでお腹一杯。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 
〇北京では冬になると都市インフラとして暖房を全家庭への無料供給が始まるので安価な石
炭が燃やされる。その結果空気の質が著しく悪化するので、室内には空気清浄機を置き、特
に悪い日にはフィルターのついたマスクを着用した。11月～2月の間は断続的に注意が必要
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で、そのほかの月は乾燥した気候のもとにほとんど青空が続き、空気の心配はない。雨は少
ない。 
 
○ 冬は寒いので体調管理が必要。室内は部屋によっては床暖房も入りむしろ暑いので余計

に気温差に気を付けた。12月、1月は最高気温が氷点下の日が多い。 
 
○ 衛生面は特に注意していない。一応胃薬を持って行ったが必要なかった。過剰に気にし

なければ問題ない。水道水は飲めないので沸かした。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
○ 風邪や旅行中に尾てい骨を打ち付けたときにお世話になった。キャッシュレスの病院が

すぐ近くにあるので行きやすかったし、日本語対応あり。（北京言語大学付属病院） 
 

③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 
形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （２  ）人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
○ 今までのマナーは「日本のマナー」だと思うべき。例えば電車で通話するのは中国では

マナー違反ではない。 
 
○ 日本人だと名乗っても問題はないし、政治の話も盛り上がる。ただし、歴史問題を問わ

れたときに不用意な発言はトラブルになるのでやめましょう。きつい冗談をする人もい
る、ハルビンのレストランで領土問題について言われて黙ったら、日本人は冗談通じな
いのかと笑われた。民間にとってそういうのはどうでもよいしシビアな問題ではないら
しい。総じて気にすべき問題ではない。 

 
○ 北京の治安は非常によいが運転が粗いので注意が必要。横断するとき車がよけてくれる

ので注意しながら止まらずに進まないといけない。横から来た車は自分の進行方向の後
ろから迂回してくれるので止まると逆に危ない。 

 
○ 北京はテロ対策などに力が入っており、いたるところにある防犯カメラと人が多い場所

時間帯に配置される武装警察がいるおかげで治安はかなり良い。現地で長年駐在してい
た商社勤務の日本人は北京を「治安のいいニューヨーク」だと言っていた。女性が夜一
人で出歩いても問題ない（もちろんしないほうが良い）のだという。 
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③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 
持参するとよいもの 
〇味噌汁とか日本食 
〇洗剤 
〇洗濯物ネット 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
○ 地球の歩き方 
○ インターネットはネガティブな面を大々的に取り上げてばかりで見ていると変に不安に

なるかもしれないが、そういった側面は普通に生きていてほぼ出会うことはない。観光
局や外務省のサイトであらゆる情報を確認しましょう。 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 
旅行などをしなければ奨学金で十分。モバイル決済といったキャッシュレスが進んでおり、
それに加え、安い物価のおかげでつい通販や出前で使いすぎてしまう。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO 支給額： 60000円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 備考 

渡航費   
保険代   
予防接種・ビザ代   
住居費 約 19560円/月 二人部屋の場合、一人部屋は二倍の料金 
食費 約 18000円/月 全て学食の場合で計算。実際はもっと高い（外

食や出前）。 
教科書代   

 
 
Ｆ.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☒その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
しばらく働いてから仕事を辞めて院に進むという可能性も見えるようになった。 
 

③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
北京は日本人のコミュニティがちょうどよい大きさになっており気軽に駐在員と交流するこ
とができるのでかなりおすすめ。社会人の集まりに参加したりすることもできる。インター
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ンなどの一時帰国もしやすく、天津や石家荘まで行けば LCC も飛んでいる。10 月に上海で
キャリアフォーラムが開かれたり、北京就活会という現地日本人学生の情報交換プラットフ
ォームが整っている。 
 
 

Ｆ.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 
また戻りたいと感じる。 
 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
許容できる物事が増えた。 
 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
「旅行」や「海外に行ってみたい」などと思うこともあるかもしれないが、世界トップレベ
ルの教育に触れることができるチャンスは逃すべきではない。自分がやりたいことを考え、
それを学べるトップ校に行くことをお勧めする。語学や交流は留学制度を利用しなくてもで
きる。安易に行ってみたいところに行くというのは絶対にやめるべき。 

以上 


