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交換留学（派遣）近況報告書 

 

留学先での生活はいかがですか。本報告書は以下の目的のために使用されます。 

① 皆さんの近況等を把握するための資料です。何か困ったこと等があれば，本報告書に限らず速やかに所属部

局教務係にご連絡ください。 

② 今後，交換留学プログラムを改善するための重要な資料となります。 

③ 留学を考えている後輩達のための有益な資料となります。留学経験を共有するために，ぜひご協力ください。 

 

本報告書は１２月７日（金）午後５時（日本時間）までに所属部局教務係に提出してください。  

 

*各項目のスペースが足りない場合は，適宜スペースを足して記入してください。 

 

 本報告書を閲覧する際には，あなたの氏名，学籍番号，E-mailは公開されません。 

氏名： 

学籍番号： 

e-mail： 

 

留学先大学：香港中文大学 

留学先での所属学部・研究科：経営学部 

留学先での在籍身分：学部交換留学生・IASP(International Asian Study Program) 

留学期間：  2018 年  8 月－ 2019 年 6 月 

神戸大学での所属学部・研究科：経営学部 

学年（出発時）：学部3年 

本報告書記入日： 2018 年 12 月 1 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＞        オーストラリア        ＜期間＞       3週間               

 

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。 

留学生センターの教員      所属部局の教員    友人 

以前に参加した先輩       所属部局の掲示板   神戸大学のホームページ 

留学フェア          その他（具体的に）                   

 

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） 

    1  学術的な目的（研究を深める等）           地理的な条件が良い 

    3  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）       プログラムの時期が良い 

      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                   4  経費が安い 

      個人的理由                     その他（具体的に）                  
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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。 

お恥ずかしながらほぼ調べずに渡航しました。もし興味があれば以下が参考になるかと思います。 

・ブログ 「香港ライフファイル」 http://hongkonglifefile.com 

・ブログ 「香港留学のすすめ」 http://studyabroadhongkong.blogspot.com  

・書籍 吉川雅之・倉田徹編 (2016) 『エリア・スタディーズ142 香港を知るための60章』 明石書店. 

 

1-5. VISAについて  

VISAの種類：学生ビザ 

 申請先：香港中文大学 

 必要日数：50日 

 VISA取得にかかった費用：580 HKD (およそ9000円) 

 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。 

・大まかな流れ 

香港中文大学に代理で申請してもらいました。5 月 18 日に届いたメールに従い、5 月末までにオンライン及び

郵送(神戸大学経営学部教務係経由)にて書類を提出しました。 

・必要物 

預金残高証明書、証明写真 (50×50mm)、保証人の同意書、パスポートのコピー等 

 

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。ただし念のため個人で A/B 型肝炎・髄膜炎・日本脳炎・Tdap(ジフテリア・百日咳・破傷風)のワクチン

を接種しました。 

 

1-7. その他に必要だった手続き，方法，料金等 

・5月中旬 

VISA申請費用と同時にAdministration Fee (1050 HKD)、Hostel Deposit (1000 HKD)を支払いました。 

・7月中旬 

オンラインで授業の事前登録を行いました。経営系の授業は比較的人気なのでこのタイミングでの履修をお勧め

します。 

 

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：HK Express 

 利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： 

 留学先大学最寄り空港名：    香港国際空港 

 空港到着時間：         20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：    60分，   

 空港からの移動の際の注意点：どのみち買うことになるので、空港に到着したらまず Octopus Card (Suica

に似た交通系 IC)を購入するのがおすすめです。私は鉄道 (約60 HKD≒900円) を利用しましたが、自信があ

ればバス (空港～沙田：約25 HKD) と鉄道 (沙田～大学駅) の併用が安くて便利です。2018年 12月 1日現在

ではどちらのルートもGoogleマップで検索可能です。また、Uber等の配車サービス (約300 HKD) も利用で

きます。 

空港や駅ではフリーWi－Fi も利用可能ですので、現地で迷っても何とかなると思います。ただし年配の方には

英語が話せない方も少なくないという点には注意。 

 

http://hongkonglifefile.com/
http://studyabroadhongkong.blogspot.com/
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2-2. 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：Morningside College 

 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：     5   分，徒歩 (大学内の寮に滞在) 

 住居の周りの環境はどうですか。：神戸大学に勝るとも劣らない山と坂が印象的です。ですが、大学内は5~10

分間隔のシャトルバスが運行しており、エレベーターやエスカレーターなどの設備も充実しているためとても快

適です。学内には銀行や病院、スーパーマーケット、美容室 (評判はよろしくないですが) など揃っているため、

キャンパス内だけで生活することも可能なほどです。 

 

 

 毎日の食事はどうしていますか。： 

毎週火・水・木の晩は Communal Dinner といって、寮生が集まる食事会があります。それ以外の時は

Morningsideの隣にあるS.H.Ho Collegeの食堂で食べることが多いです。めちゃくちゃ美味しいわけではない

ですが、一食当たり 30 HKD 弱 (およそ 450 円) なのを加味するととても満足できる食事です。Morningside

にも食堂とカフェがありますが、40HKDほど (約600円) と多少割高です。 

参考として、香港の大手ファストフードチェーン店での価格設定が 50HKD 前後です。ローカルなお店だと

30HKDといったところでしょうか。 

 

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。： 

渡航前に決定しました。Online Application に基づいて抽選が行われ、5 月中頃に決定通知を受け取りました。

私個人にトラブルはありませんが、留学生向け学生寮の一部は設備が古く、肌が合わない学生もいるようです。 

 

 

2-3. 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。 

大教室での大学紹介、キャンパスツアー、履修登録のサポートセッション、留学生同士の食事会、香港ツアー 

 

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。 

必要：180日以上滞在する場合HK IDカードの取得が義務付けられています。最寄駅から一駅離れた火炭駅な

どにあるGovernment Officeで申請できます (込み合うためオンラインでのアポイントメント取得を推奨)。料

金は発生しません。申請してから2週間で取得できます。 

 

 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。 
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なし 

 

 

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。 

カレッジで開講されている広東語ワークショップに参加しました：CUHK Morningside College,

「Understanding Cantonese Workshop」, 300 HKD (80%以上の出席で返金), 10/8~11/19 (全7回) 

 

 

4. 大学の授業について 

4-1. 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。 

オリエンテーション期間にAcademic Advisingと呼ばれる、現地の学生による1対1の履修サポートがありま

した。 

 

 

   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。 

 

 

 

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。(協定校の履修登録票がある場合は、代わりに

そちらを提出することもできます。) 

No. コース名 教授名 時間数

／週 

留学先

での単

位数 

履修し

ている

学生数 

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含

めて教えてください。 

1 CLCC1113A 

Application of 

Voc & Gr I 

CHAN Chi 

Leung 

3 3 20 広東語文法。オンライン教材で予習・復習必須。 

2 週に一度小テスト。中間・期末ともにリーデ

ィングとライティングのテスト。 

2 CLCC1123A 

Oral Skills 

Practice I 

CHAN Sze 

Mun 

3 3 20 広東語会話。オンライン教材で予習・復習必須。 

2 週に一度小テスト。中間試験はプレゼンテー

ション、期末はリスニングおよびスピーキング

テスト。 

3 ECON1210A 

Economics and 

Society 

IP Tak Sang 3 3 122 ミクロ・マクロ経済学の基礎を学ぶ。 

中間・期末テストあり。留学生多め (3割ほど)。 

 

4 DSME1030K 

Eco for 

Business 

Studies I 

HUANG Wei 3 3 61 経営学を学ぶための経済学。ミクロ寄り。 

中間・期末テストあり。課題は全3回。 
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5 DSME4020A 

Decision 

Modeling & 

Analytics 

KIM Sang Won 3 3 47 中間・期末テストあり。課題は全4回。 

Excelプラグインを用いた演習がある。 

内容は簡単ではないが、暗記よりかはアウトプ

ットを求められる、やりがいのある授業。 

6       

 

7       

 

8       

 

9       

 

10       

 

 

5. 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 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 

 

 

 

 

 

 

授業 

授業 

授業 

 

セミナー 

セミナー 

セミナー 

 

 

 

 

授業 

授業 

授業 

 

授業 

授業 

授業 

Communal 

 Dinner 

 

 

授業 

授業 

授業 

 

 

 

 

 

 

Communal 

 Dinner 

 

 

 

 

 

 

授業 

授業 

授業 

 

 

Communal 

 Dinner 

   

 

6.  現在までの感想 自由に記入してください。 

香港中文大学に限らず、香港という街自体とても刺激的な土地だな、と感じます。今でこそ落ち着いてはいます

が、中国大陸との政治的・経済的関係性然り、また今日でもなお貿易・金融が経済の少なくない部分を占めてい

るという点でも、この地は非常に複雑かつ不安定な環境の上に成り立っています。そんな香港で学ぶ若者たちは、

来るべき社会の変化を真剣に見据え、行動しています。そんな彼らとともに切磋琢磨し、世界に対する視野を広

げられるという意味で、この留学がたいへん有意義な経験になっています。 
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7.  留学経験の共有について 

 あなた自身の写真や大学キャンパス等の写真があれば，ぜひ報告書に添付して送ってください。（デジタル画

像でお願いします。） 

 

7-1. 神戸大学では所属部局教務係及び国際交流課にて，留学を考えている学生等のために報告書を閲覧できる

ように保管します。あなたは，本報告書を閲覧資料とすることに同意しますか。（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。） 

*担当部署（所属部局又は国際交流課）が本報告書の原本を保管します。あなたが閲覧資料にすることに同意しない場

合であっても，あなたの近況等を把握するために及び本プログラムを改善するために，学内の関係部署に転送すること

があります。  

                はい            いいえ 

 

7-2. あなたの本報告書の一部を引用して，本学の印刷物やホームページに掲載することに同意しますか。 

                   はい            いいえ 

 

7-3. もし写真を提出する場合，あなたの写真を報告書とともに閲覧資料にすることに同意しますか。 

                   はい            いいえ 

 

7-4. もし写真を提出する場合，あなたの写真を本学の印刷物やホームページに掲載することに同意しますか。 

                   はい            いいえ 

 

 

ご協力ありがとうございました。本報告書は大変有益な資料となります。 

残りの留学生活が楽しく実り多いものであることを神戸大学教職員一同，祈念しています。 

 

本報告書の提出先は以下のとおりです。原則として e-mailで提出してください。 

 

経営学研究科学部・大学院教務係 〒657-8501神戸市灘区六甲台町2-1  

 bkyomu@b.kobe-u.ac.jp 

mailto:bkyomu@b.kobe-u.ac.jp

