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交換留学帰国報告書 
  

記入｜2018年 5月 
所属＆学年｜経済学部経営学科 4年 

卒業予定｜2020年 3月 
 

留学先大学 香港中文大学 

留学先国 香港 

留学期間 約 9ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2017年 8月 29日 － 2018年 5月 12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。 
香港中文大学に決めたのは、ホスピタリティ・マネジメントの授業が受けられると留学室の
星野先生にお勧め頂いたから。また、香港に決めたのは「深夜特急」という本を読んだこと
がきっかけ。大学入学当初から、どこでもいいので交換留学をしてみたいと考えていた。 
 

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。 

4~6歳の時にインドネシアのジャカルタ、中一～二年の冬までイギリスのダービーというと
ころに父の仕事の都合で住んでいた。そのこともあり、なんとなく日本にいるだけじゃつま
らないと感じていたため、大学生という何でもできるこの期間に世界というものに少し触れ
てみたいと思ったから。 
 

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 

ノースカロライナ大学（米） 大学一年次 名大の三週間の短期留学プログラム 

ホイアン（ベトナム） 大学二年次 外部の、「武者修行プログラム」という海外インターンシッ

ププログラム、二週間 

 
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？ 
一カ月前くらいから星野先生のもとに相談に行っていた。だが一年次にも応募をしていた（結
果は落選）ため、TOEFLの点数はその時のものを使った。 
 

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を教えてください。 
2・3回星野先生に、留学先や機関のことについて相談させて頂いた。最初は「こういうよう
なことをしたい」という漠然とした思いしかなかったが、興味のある分野の関連書籍を貸し
て下さったり、○○大学にはこのような授業があるからいいかもという提案をして下さった
りしたため、自分の中の興味がブラッシュアップされていく感覚があった。自分だけで調べ
きるのは時間的にも厳しかったため、やはり留学先大学の知識が豊富である先生に相談して
よかった。また先生には以前香港中文大学に交換留学をされていた先輩の紹介もして頂き、
事前に不安なことなどについてお話を聞くことができた。志望動機書の仕上げをする際には
「名大公認サークル 留とび」の先輩方にお世話になった。 
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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。 

TOEIC を留学前に一回受けた。なので留学直前はそのための Listening 対策などを少し。
TOEFLは一年次の夏に一度受けたのみ。 

 
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。 
私自身は経済学部で、一二年次にできるだけ授業をつめるということが可能だったため、ゼ
ミ以外の卒業単位は留学前の三年前期までに取り終えた。そのため留学後の今、単位の心配
をする必要がない。オススメ。経済学部には五年一貫プログラム（五年で修士までとれる）
というものがあり、それに応募したため後期からは院の授業が受けられる。経済学部の学生
に限っては、単位を取りきっていればこれの応募も可という特典もある。 
 

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。 
（前期） 
ENGE2700 “Drama in Performance II” –lecture 3h 
CLCC1113 “Cantonese Vocabulary and Grammar” –lecture 3h + online 1h 
CLCC1123 “Cantonese Oral Skills Practice I” - lecture 3h + online 1h 
HTMG1010 “Management of Hospitality & Real Estate Business” -lecture 3h 
ANTH2350 “Meanings of Life” -lecture 3h + tutorial 1h (オススメ！) 
 
（後期） 
CLCC2213 “Application of Vocabulary and Grammar II” - lecture 3h + online 1h 
CLCP1113 “Application of Vocabulary and Grammar I” - lecture 3h + online 1h 
CLCP1123 “Oral Skills Practice” - lecture 3h + online 1h 
ELTU2005 “Speaking and Presenting like TED” - lecture 3h 
ANTH2520 “Globalization & Culture” - lecture 3h  tutorial 1h (オススメ！) 
ECON3320 “Asia Pacific Economies” - lecture 3h 
 

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？ 
授業やチュートリアルは絶対さぼらないように行こうと決めていた。結果二回都合で行けな
かった以外は全部出席した。先生が何を言わんとしているかを理解しようと努めた。レジュ
メなどでわかんない単語が出てきたときはその場で調べるようにした。グループワークがあ
る授業が多かったため、できるだけそこでみんなと仲良くなれるようになに言っているかわ
からなくてもにこにこしていた。(笑) 
 

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？ 
特になかった。オッケーグーグル。何でも調べれば出てくる。 
 
 
 

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。 
自由。ラフ：バスパンに Tシャツで授業に行くこともしばしば。お化粧なんてろくにしてい
なかった。あまりみんなしていないから(笑)。いろいろな国から来た、いろいろなバックグ
ラウンドを持った子に出会える。広い。山。バスめちゃ揺れる。いわゆる中心部から電車で
一時間くらいのところにあるのであまりがやがやしていない。 

広東語 

北京語 
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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。 
良好。寮の部屋のある部分ではWiFiが使えないということもあったが、基本的には大学のど
こにいても大学のWiFiが使える。街にもシティーWiFiなどのフリーWiFiが、至る所（セブ
ンイレブン、ショッピングモール内、駅構内）にあったのでそれを利用した。私の親はあま
り無料のWiFiを使わない方がいいと言っていたが、今のところ特に問題はない。シムカード
を買わず、日本の携帯の、機内モード+WiFiオンにするだけで 9カ月乗り切ることができた。 
 

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）？ 
名大でバスケ部に所属していたこともあり、中文大学でもいわゆる体育会のバスケ部に所属
した。最初に練習を見学に行った時から、コーチもメンバーもとてもよくしてくれた。朝 7
時からの朝練や夜 10 時までの普段の練習をともにすることで、今ではとてもよい仲間であ
る。事前にコーチにメールをして入部希望の旨を伝えていた。香港の部員同士は広東語で話
していたので、なんとか少しくらいは彼女たちが言っていることを理解したいという気持ち
から通年で単位ありの広東語の授業を取った。また、インターナショナルの高校に通ってい
た部員にいつも通訳をしてもらっており、仲良くなったので少し広東語を習ったりした。 
http://www.peu.cuhk.edu.hk/en-gb/pe-team/university-sports-teams/our-team/ba
sketball/basketball-female 
（↑CUHKの部活のサイト：女子バスケ部） 
 

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。 
台湾の高雄普門高級中学へのバスケの合宿。一人旅（秋：タイのチェンマイ、冬休み：カン
ボジア・ラオス・タイ）。旅行（香港で知り合った友達とインドへ）。深圳への日帰り旅行（大
学から電車で 30分くらいで行けるため、全部で 5回くらい行った）。マカオ（中心部からフ
ェリーで 1時間で着く）。授業後はバスケか、寮にあるジムに行ったりしていた。または部屋
で課題をやったり学食で友達としゃべったりした。 

 
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？ 
よく食べ、よく寝る。無理はしない。 
 
 

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。 
なし。 
 
 

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 
 
 
 
 

http://www.peu.cuhk.edu.hk/en-gb/pe-team/university-sports-teams/our-team/basketball/basketball-female
http://www.peu.cuhk.edu.hk/en-gb/pe-team/university-sports-teams/our-team/basketball/basketball-female
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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。 
なし。ルームメートとは気が合えば距離を近くすればよいが、無理して距離を縮める必要は
ないと思う。私は中国から来ている子がルームメートだった。話すときは時間を忘れるくら
い話すし、一緒に深圳に遊びに行ったり、旅行に行ったら絶対お土産を買っていくくらい仲
は良かったが、日々はお互いにあまり干渉しない主義であり、部屋を出ていくときや入ると
き特に何も言わないし、一人が夜遅くまで勉強していてももう一人は構わず寝られる感じだ
った。違うのは当たり前だと思うし、ある程度ストレスを感じる場面もあるという前提でい
た方がよい。冷蔵庫は共有なので名前を書くのは当たり前だと思う。寮内には基本的に IDカ
ードがないと入れないようになっているため、安全だと思う。 
 

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。 
食べ物から服まで基本的に何でも香港で手に入る。が、日本食系は基本的に高いため私はあ
まり買わなかった。そのため、日本から持ってきたスープや味噌汁の素は重宝した。薬系（解
熱剤、頭痛薬）は全く持ってきてなかったため、一度風邪をひいたときには、日本人の友達
に薬を分けてもらった。緊急で必要になるし、スーパーなどでどれを買っていいかなどわか
らないので、持って行った方がよいと思う。 
 

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。 
「深夜特急１ 香港・マカオ」沢木耕太郎 
（書かれたのは 20年以上前なので、実際は子の時の状況とはだいぶ変わっている） 
 
 

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。 
いくら使ったかは書いておいた方がいいと思う。また、できる限りレシートは取っておいた
方がよいかも。（香港の飲食店ではレシートが注文票みたいになっており、回収されてしまう
ことが多いので、飲食代金のレシートはあまり残っていないが）。あとで確認したいときにな
って何もないと困るから。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO奨学金 支給額：7万円/月）  ☐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 19万円（往復） 父に任せたらなぜかこんな高くなった。普通にとったら

1/3くらいのでいけると思う 

住居費(週３の夕飯込) 22万円(９カ月分) 私の寮、S.H.Hoでは火水木と夜ご飯が出た。 

交通費 2,000円以下/月 電車なら中心部まで行っても 150円以下など安い。タク

シーも割と安い。足は心配無用。 

食費 2.5万円/月 学食のご飯は基本 20~40HKD（280~560円） 

教科書代（1年で） 1万円以下 私がとっていた授業ではそんなに買う必要はなかった。

ほぼ onlineで配布。 
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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（まだ未定） 
 

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。 
夢は、自分にしかできない方法で世界をいい方向に変えること。今はまだとても漠然として
いるが、実際にそれをやっている先生や友達をこの目で見てきて、とてもかっこいいと思っ
たため、それを目指している。 
 

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。 
なし。留学中に就活をしている友達もいたが、なかなかモチベーション・情報の不足、面接
に物理的にいけないなどで苦労しているみたいだった。 
 
 

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。 
日本はほかの国と比べてとても閉鎖的で、このままではかなり経済的にも危ないという危機
感を強く感じている。 
 

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？ 
日本という国の見方。留学に行く前は、普通に日本で就職し、結婚し、子供を生んで、と人
生の大半を日本で過ごすのが自分の幸せであると漠然と考えていた。日本に遊びに行った留
学生友人たちもとても日本のことを好きだといってくれているし、「かなり日本ってイケてる
国だ」と思っていたが、今はあまりそうは思わない。だからこそ転換期に来ていると思うし、
その中で自分がどう生きるかということについて深く考えるようになった。 
 

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。 
日本だけが世界じゃない。そこだけで一生を終えるのは、留学（に限らず海外に）に行きや
すくなった今の時代、とてももったいないと思う。最初はなんとなくでも、意志があれば何
事も必ず実現するので、果敢にいろいろなことに挑戦するといいと思う。 

 
◆自由記述欄◆ 
↓↓↓ 
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大学での生活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
旅行など 
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以上 


