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交換留学帰国報告書 
  

記入｜2016年 5月 
所属＆学年｜教育学部 4年 

卒業予定｜H29年 3月 
 

留学先大学 香港中文大学 

留学先国 中国・香港 

留学期間 約 9ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2015年 8月 31日 － 2016年 5月 13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。 
もともとは、スウェーデンが第一希望であったが、枠を逃してしまいました。しかし専門
の授業の中で香港の学生デモと教育の関係があるのではという番組を見て、自分の研究し
てみたい内容と似ているなと思い、香港の大学を調べるようになった。そして香港中文に
は自分の将来就きたい職種に関係する Hospitality の専門があり、そこにも惹かれてこの
大学に決めた。 
 

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。 

小学生の頃から海外旅行に何度か行っていて、客室乗務員に将来なりたいと思ったのがき
っかけで中学生の頃からずっと留学に行きたいと思っていた。海外が好きだったり英語が
好きだったり、国際交流にあこがれていたり、将来海外で働きたいなと思ったりしていた
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 

韓国 1年夏 短期留学 17日間 

東南アジア各国 夏休みとか 家族旅行 

 
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？ 
大学に入って 1年の 5月ごろにはもう短期留学のことを考えたりしていたため、大学に入
ってからずっと留学については考えていたが、実際長期留学について準備し始めたのは、1
年の春休みに参加した TOEFL集中講座の頃からです。（1年と 5カ月前） 
 

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）。 
海外留学室には 1年生の時から何かと遊びに行っていました。回数にしたら 20回は越えて
いるかも…。TOEFLの点数が伸びなくて本当に困ったときや、大学を決めるとき、語学の
テキストを借りに行くとき、時にはただ先生たちに会いたくて会いに行ったこともありま
した。あの部屋に行くだけでモチベーションが上がったので、やる気が出ないときひょこ
っと顔を出しに行っていました。 
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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。 
まず、海外留学室が春休みに開講してくれている TOEFL集中講座に参加して、途中にも土日
に開講している TOEFLの短期講座にも一度出ました。独学がメインでテキストも留学室にあ
るものを使っていました。TOEFLの受験回数は 4回です。 
 

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。 
私はあっちで自分の専門以外を取ったので単位取得や単位互換については何もアドバイスで
きません。 
教職に関しては出発する夏に集中講座がある場合が多いと思うのですが、なるべくとったほ
うがいいと思います。日にちの都合上とれない場合は帰ってくるのは夏前になるので、帰っ
てきた夏でも取れるので心配ないです。問題なのが 3 年の夏に行かなければならない介護実
習と(3 年の夏出発の場合)帰ってきた 5 月に申し込まなければならない教育実習です。介護
実習は 9月とかが多いので、出発にかぶってしまうし、教育実習の申し込みは 5月が多いの
で、まだ日本に帰ってこれていない場合もあるしなど、事前に気をつけておかないと焦るの
で、しっかりと日にちを把握したり、相談しておいたほうがいいと思います。 
あとは、インターンシップの申し込みも学部枠、名大枠は 5月の中旬から 6月前半に当たり
ます。担当の先生に留学出発前から相談していくと安心です。 
 
 

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。 
時間は 1コマ 45分間で、大抵のクラスが 2コマ（90分間）の講義と 1コマの tutorial、も
しくは 3コマ分(135分)の講義のどちらかです。合計 3コマの授業ならば３creditという計
算です。留学生は 9～18credit要するに 3~6個授業を取ることができます。講義と tutorial
は違う日にあることが多いです。履修方法はオンラインで期間中に登録、その後学校が始ま
ってから 2 週間追加・取り消し期間があります。教育学部、医学部、広東語で行われている
授業は基本とれず、businessと lawのクラスはmajorであることが条件です。その辺は色々
ありますが、そのクラスに空きがあればmajorじゃなくても取れました。前期も後期も事前
に開講される授業が見れるのでぜひ前もって動き始めてください。シラバスもオンライン上
でしっかりと見ることができます。 
履修・聴講した授業 
〈前期〉 
CCSS 2005     Contemporary Chinese Popular Culture (聴講) 
CPTH 1113  B   Application of Vocabulary and Grammar I 
CPTH 1123  G   Oral Skills Practice I 
ELED 2810     English Language Teaching Theory and Methodology 
HTMG 1010  A   Management of Hospitality Business 
HTMG 3050  A   Travel and Tourism Management (聴講) 
HTMG 3519     Airline and Airport Management (聴講) 
〈後期〉 
ANTH 2520     Globalization and Culture (聴講) 
ANTH 3350     Food and Culture 
CPTH 1153  A   Basic Presentation Skills and Daily Situations I 
HTMG 3060     Service and Hospitality Quality Management (聴講) 
HTMG 3514     Marketing Research and Customer Relationship 
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Management in the Service Industry (聴講) 
MGNT 2510  G   Introduction to International Business 
UGEC 1016     Experiencing Architecture (聴講) 
MGNT2040 － A  Human Resource Management 
 

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？ 
最低 3 つ最大６つしか授業は登録できなかったのですが、聞きたい授業がたくさんありまし
た。なので、登録した方が内容を知れそうな授業（例えば課外授業に参加できる、グループ
プロジェクトがあるなど、登録しなければ参加できないものがある）と聴講でも十分に学べ
そうな授業（講義タイプしかない、個人レポートばかりなど登録した人と差が出ない授業）
に分けて、前者をなるべく登録し、後者は先生にお願いして聴講していました。そうするこ
とでたくさんの授業に参加できました。その方法で私は実質前期 7個分、後期 9個分授業に
参加していました。聴講だと時間が少しかぶっていても授業の途中から参加したりしていま
した。しかし、その分予習・復習の時間が削られるので少し大変でした。 
授業の予習・復習は欠かさずやっていました。予習でレジュメを読み通したり、復習には教
科書を読んだり、Tutorialでは前もって質問を考えて臨んだりしていました。 
 
 

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？ 
Tutorial は、少人数制なので必ずといっていいほど毎回発言を求められていました。でも、
Reading materials をしっかり読んで前もって発言内容を考えておいたり、発言できそうな
内容に隙あらば発言するとしていけば問題はなかったです。 
グループプロジェクトが 2 つあったのですが、自分の専門でないこともあり、なかなか有益
な発言はできなかったけれど、自分でもできることを探して頑張りました。例えばパワポを
作ったり、話し合いをまとめたメモを作って後日アップしたりなど。それと、メンバーと仲
良くならないと緊張しちゃうので、仲良し隊長みたいにみんなをご飯に誘ったりしました。 
 
 

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。 

CUHK はとっても自由。自由なおかげで生徒はとても活発で生徒主体の活動がたくさんあり
ました。 
おもしろいのは、CUHK スタイルっていうのがあって、短パンかスキニーに各寮の T シャツ
にビーサンという(笑)。みんなすっぴんだし、起きて教科書手にもってそのまま授業みたい
な感じでそれに影響を受けまいと頑張って化粧だけはと、毎日していました。香港大学と並
んで 2トップの大学ですが香港大学は鮮麗されたってイメージ、でも CUHKは場所も中心か
ら離れていることもあって田舎感があり、学生もみんな素朴で元気溌剌な子が多かったです。
(笑)   
CUHK の学生の夜は本当に遅いです。3 時とか全然みんな起きてて、深夜でも寮の部屋の明
かりは半分くらいついてるくらいです。みんなイベントがあると徹夜で準備をしていて、そ
ういうときは授業をサボる人が多かったです。 
 

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。 
【ネット環境】 
ネット環境はとっっっても便利です。大学内は 3種類くらいのWifiがあるし、パソコンもワ
イヤレスで大丈夫です。そして off-campus wifi があって、街のいろんなところで突然巡り
合えます。主要地下鉄では無料 wifi もあります。（私はずっとその無料 wifi だけでやってい
きました。） 



 4 / 9 
 
【施設】 
学内の施設はなかなか整っています。図書館に 24時間の勉強スペースもあるし、学内にスー
パーも床屋もあります。大学はとっても大きくてスクールバスが走っているけど、たくさん
の種類走っているから授業間の移動もバスで行けるし、夜も 23時半まであって、夜遊びして
も大丈夫。 
寮は新しい collegeと古い collegeによってきれいさはそれぞれ。でも、各寮に売店みたいな
ところもあるのは便利。洗濯・料理の施設はどこでもばっちりです。 
【周辺環境】 
大学は主要部から電車 30分ほど。（主要部まで遊びに行くときも、40分間お喋りの機会と思
えば苦じゃない！）少し遠いけど 2 つ先の駅には大きなショッピングモールもあるから、買
い物は大丈夫です。IKEAとかもあって最初はみーんなそこで日用品を買います。逆側に一つ
行くとローカルな市場もあります。そこで食品を買うのも楽しいです。 
 
 

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）？ 
学校の各寮が開催している留学生と交流しようという shaw buddies programme と
college integration activityというのに参加しました。Eco-tourといって香港の島に観光し
に行ったり、 
Buddy programにも参加してその buddyとは何度も遊びに行きました。お祭りのたび（国
慶節、旧正月の花火・パレードなど）に一緒に行って、いろいろ教えてもらいました。 
寮の同じ階の友達とは、料理を作るときにお話ししたり、日本料理を教えてあげたり、遊び
に行くとかはなかったですが、会うたびにお話ししてました。 
一番楽しかったのは、（show college しかないかもしれませんが）college integration 
activityで、ローカルと留学生まぜまぜで 10人くらいのグループになって活動するというも
のがあって、運よく私たちのグループはたくさん遊びに行き、旧正月には山登りに行ったり
サイクリング、BBQや、ローカルの友達の家に遊びに行ったりなどなど数え切れないほど遊
びました。 
 

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。 
近くの東南アジアの国に旅行したり中国南部を旅行したり、正月は家族が来てくれた。香港
はこれといって長い休みがない（冬期 1 か月ほど、旧正月 1 週間、イースター4 日）ので、
そんなにたくさん旅行には行けませんでした。旧正月は香港で過ごしましたが、ローカルの
友達のおうちに行って豪華なご飯を食べたり、お寺に行ったりとローカルなもの・ことをた
くさん楽しませてもらいました。 
 
 

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？ 
とっても元気だったからあまり注意したことはありません。でも、最初の一か月は学食がお
いしくなく、自分で自炊する道具もなかなか揃わずで痩せました。けど、結局元に戻っちゃ
った。(泣) 
私は自炊だったので大丈夫でしたが、学食を食べる方は野菜を別に取らないと、香港の料理
はあんまり野菜が取れません。 
 

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。 
ベトナム旅行から帰ったときに顔が腫れました。でも学内の health care centerに行ったか
ら診察もお薬代も無料。しっかりとしたお薬くれました。 
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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。 
香港は比較的温かいですが、部屋に暖房器具がないので冬は部屋が寒くて泣きそうです。そ
れと香港の夜は遅く、街は 2 時過ぎまで活気にあふれています。夜弱い人は気をつけてくだ
さい。 
食生活に関しては、自炊をする人はなかなか質のいい食材が手入らないのでそれは我慢する
しかありません。特にお肉は日本で普通に食べている豚バラとか鶏もも肉とか見当たりませ
んので要注意。国際的な食品を取り扱っているスーパーもありますが高いです。私はローカ
ルの朝市などで安く手に入れていました。学食派の人は野菜不足になりがちです。サラダだ
けでも自分で作って食べるといいと思います。お肉がメインです。 
服装は、香港の学生はとってもラフな格好をするので、郷に入れば郷に従え派の人はジーパ
ンと T シャツだけ持っていけば十分です(笑)それと、クラブに行く機会はあると思うので勝
負服を一枚どうぞ。Businessのクラスでは何度か partyだったり workshopがあり正装をす
る機会もありました。発表ではスーツを着ないといけないクラスもあるので一着持っている
と安心だと思います。 
習慣の違いは特に気をつけなくてもいいと思います。元々インターナショナルな国なので文
化の違いには寛大な国だと思います。お店のローカルの店員さんの態度の悪さはすごいので
そこだけは驚かないように(笑)広東語自体少し怒っているように聞こえますが、少し怒って
るくらいなので心配しなくて大丈夫です。 
安全面はまだまだスリには気をつけなければいけない国です。観光スポットでケータイお財
布をポケットに入れることはやめましょう。盗られる可能性大です。2015年ごろにあった学
生デモの影響は全くありませんでした。 
 

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。 
中文の寮は free recycling をたくさんやってくれているから、無料でキッチン用品は揃えら
れます。お皿とかも気にならないならゲットできます。日本料理を作りたい人も香港では日
本食もたっくさん売っているので、調味料は大抵そろいます。持って行かなくても大丈夫。 
持参したほうがいいものはお箸です。香港の箸は使いにくいです。 
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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。 
ガイドブック（aruco、地球の歩き方、るるぶなどなど） 
香港ナビ http://www.hongkongnavi.com/、マニアック香港＆深セン
http://maniac-hongkong.com/、Openrice http://www.openrice.com/en/hongkong 
 
 

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。 
自分はちゃんと家計簿みたいのをつけた。アジアだから基本生活費も寮費も高くないが、
奨学金内で過ごしたいのであればしっかり一日分の使えるお金を計算したり、食費を決め
たりと管理したらいいと思う。 
留学の費用としては月 7万円の奨学金だったが、全ての費用をその中から出して 0円留学
をすることができた。(でもあまり贅沢はしていないけどね) 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名： JASSO 支給額：70,000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 内容 金額 

渡航費 約 8万 食費 1万 2千円 
保険代  住居費（寮費） 各学期 8万円強 
予防接種・ビザ代  教科書代 各学期 1万 5千円 

 
 
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。 
自分は留学先で自分の学部以外の授業を取ったのですが、その中でも自分の将来就きたい職
種に関係する授業をいくつかとりました。その授業が将来について考えるとてもいいきっか
けになりました。入門の簡単な授業だったのですが、知れば知るほどもっと知りたくなって
…。将来は旅行関係もしくはホテルで働きたいと思っています。外国人観光客の接客はもち
ろん、海外のホテルで働くのも夢。留学に行ってもっと気持ちが高まりましたし、海外で一
年弱過ごしてみて海外で暮らしていくのが苦でないことが分かったので、海外勤務もいける
なって確認できました。 
 
 

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。 
就職活動の話ではないけど、3年次に行く人はインターンシップとかの資料をもし学校でもら
っていたら、それは持って行ったほうがいいと思います。帰国時ぐらいにインターンシップ
の申し込み時期が来るので、参考になる資料がなくて焦りました。 
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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。 
これがゴールじゃないなと改めて思いました。自分の場合ずっと留学に行きたくて、留学の
切符をやっと手にしたときはいったんゴールについた感覚におちいってしまいましたが、終
えてみると、英語力に関してはもちろん、自分と海外のつながりをどう持っていこうってい
うことに関しても、1年間じゃ成長しきれないこと、考えきれないことばかりでした。でも、
留学中は将来海外勤務もある企業もいいなって思ったり、やっと英語でコミュニケーション
とれるようになったからもっともっとみんな英語で笑いあいたいって思ったりすることがた
くさんありました。帰国後は、ここからまた少し成長した自分とスタートを切っていく感じ
に感じています。留学はゴールじゃなくてスタートもしくはスタートするきっかけを与えて
くれたものだと思っています。 
 
 

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？ 
留学中だけじゃなく、留学までの過程すべてを含めて留学だなと思う気持ちがとても強いで
す。留学に行きたいって思う気持ちとそれに伴ういくつかの壁、英語力だったり、学問につ
いても就職とか 4 年で卒業しようかどうしようとか色々決断しなければならないことが多
く、生活していても常に留学のことをどこかで考えているような生活でした。そういった中
では英語の勉強時は己を律して勉強し続けること、英語の勉強と普段の生活をどう効率的に
両立していこうとか色々考えながら過ごしていたことが、ただただ日々を過ごすのではなく、
何か目標を持ってそれを成し遂げるために日々努力することの大切さとその充実した日々の
楽しさを知ることができたと思います。留学中もただ毎日過ごすのではなく、何気なく日常
の会話でも、「あ、こんな言い方あるんだ」とか、「自分の気持ち言えなかった悔しい、夜ど
うやっていうか考えよう」とか自分で切磋琢磨しながら毎日何かに挑んでる生活がとても充
実感があり、楽しかったです。今では、毎日何かに挑戦したり、目標を追いかけていない日々
が遅れなくなってしまっています。そのことはずっと私の成長を助けてくれると思っていま
す。 
 
 

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。 
留学はイメージよりもとっても身近なものです。連絡だって今は SNSがたくさんあるし、テ
レビ電話もできます。寂しい想いもあまりしないし、日本食だって世界どこでもあります。
留学には英語ができる人がとか、意識が高い人が行くというような固定観念がありますが、
全くそんなことありません。目標や英語力は他人と比べがちですが、自分が目指し続けられ
る目標があればそれでいいのです。人に誇れる目標である必要はありません。留学に行って
○○したい！その気持ちに自信を持ってください。英語力に関しても TOEFLや IELTSをやっ
ているうちに少しずつ上達しているはずです。授業だってコミュニケーションだって思った
よりも何とかなります。海外では、韓国人や中国人など多くの学生が海外の大学に入学する
など、大学はとってもグローバルなところです。一度そこに出てしまえば、英語力だって国
籍だって関係ありません。留学を敷居の高いものととらえず、自分の将来の視野に入れてみ
てください。そして、挑戦することをやめないでください。応援しています。 
 
 
 
留学中の様子がわかる写真を１３枚（1枚 1MB程度）に貼り付けてください。この写真は、
ウェブ上、印刷物として学生に公開する予定です。 
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