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い。

九州大学海外派遣留学生 最終報告書
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提出された情報は、海外留学HP
に掲載します。（色のついた部分
は掲載しません）
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留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？

）年 （

）月から）
学府/研究科

）
）

１． 留学先大学について
授業は自分の興味のある分野のものを１学期につき９～１８単位履修することがで
授業（カリキュラ
ム等）の概要に きます。ひとつの授業は３単位のものが多いので、３～６個の授業を受けることになり
ます。多くの授業は英語で行われますが、広東語・中国語で行われる授業もありま
ついて
す。成績はレポート、プレゼンテーション、テスト、出席などで評価されます。
履修登録は出発前にありますが、実際は九州大学と同じように最初の週に授業に
参加して、それから受講したいものを決定することができます。
中国語や広東語の授業も受講することができます。初級以外の授業を受講するに
はレベル分けテストを受ける必要があります。授業は「話す」ことに重点を置いた実践
的なものでした。ELTU という英語の授業も履修できます。この授業は課題などが多い
ようで、この授業を受講した友人全員が大変だと言っていました。
留学先大学のサ
ポート体制につ
いて
（語学面／勉学
面／精神面／住
居・生活面など）

語学面・勉学面
私が受けた授業では特に語学に対してサポートはありませんでした。しかし、先生
や TA の方がとても親切なので、もしわからないことがあれば授業後やメールで尋ね
ると良いと思います。
Collegeによってはlanguage tableを開催しているところがあるので、それに参加する
と良いです。わたしの college では開催されていなかったので、友人に教えてもらい、
ほかの college のものに参加していました。開催案内のメールには英語が流暢な学生
に来てほしいと書いてありますが、気にせず参加して大丈夫です。
また、図書館と各寮に２４時間勉強できる場所があります。
精神面
私は香港で友人を作れるかとても不安に思っていたのですが、さまざまなイベント
に参加することでこの不安を解消することができました。留学生サポートオフィス
（OAL）がさまざまなイベントを開催してくださいました。イベントの情報は OAL からの
メールや Facebook ページで得ることができます。毎月、香港の博物館や観光名所に
出かける日帰りツアーなどが開催されました。また、語学面・勉学面にも書いた
language table に参加することでもたくさんの友人を作ることができます。
住居・生活面
大学自体が山！！なので、授業の移動にはバスを使います。山のふもとには MTR
大学駅があるので便利です。
食事は自炊か食堂になります。中文大学にはたくさん食堂があるので、お気に入り
の食堂・メニューを見つけると良いと思います。自炊の場合、共同のキッチン・冷蔵庫
を使用するため、少しせまいです。寮によっては自分の買っていたものが盗まれるこ
ともあるそうなので、バッグにいれておく・名前を書いておくなどの対策が必要です。
中文大学アプリがあって地図、バスの運行時間などを検索することができます。到着
後教えてもらうと思いますが、携帯にいれておくと便利です。

留学先大学に対
香港というと、高層ビルがたくさんあって、華やかな看板が並んで、、と都会なイメ
する感想
ージを持ちますが、中文大学は自然豊かなキャンパスです。私はこの香港のイメージ
と全く異なる自然に溢れたキャンパスが大好きでした。伊都キャンパスは将来こんな
ふうになるのかなと思っていました（笑）
中文大学では香港の学生、中国本土の学生、世界各国からの交換留学生、という
ようにたくさんの人に出会うことができます。勉強も遊びもどちらもめいっぱい取り組
む人たちと出会えて、モチベーションを保つことができました。仲良くなった友人たち
と、平日は夜遅くまで勉強し、休みの日はいろいろなところへ出かけました。
また、授業のスライドや情報が black board という WEB サイトにアップされたり、中文
大学アプリがあったり、授業が録画された動画を見れたり（ルームメイトがいつも見て
いました！）、ハイテクな大学だなと感じました。

私は出発前や到着後すぐは香港での生活に不安しかありませんでした。特に友人
同じ大学への留
学を希望する人 ができるかとても心配していました。しかし、現地で積極的にイベントに参加し、話し
たちへのアドバ かけることでこの不安は解消されました。友人ができると、その友人が別の友人を紹
介してくれて、、、と友人の輪はどんどん広がります。交換留学生は皆、この不安をも
イス
っているはずなので、友人になりやすいです。留学を希望している方たちなので、こ
のアドバイスはあまり意味ないかもしれないかもしれませんが、積極的に行動を起こ
すことがとても大切だと思います。

２．事前手続き（ビザ申請など）

ビザの種類

学生ビザ

ビザ申請先

香港中文大学

必要書類、手続 中文大学からの指示に従って申請しました。
き方法

手続きに要した １～２か月
時間
その他必要な事
前手続き

３．日常生活
キャンパス内に食堂、スーパー、本屋、銀行、理髪店、ジムがあるので、キャンパ
日常生活の 概
スから出なくても生活できます。買い物は沙田駅に行くと良いです。沙田駅には大き
要、感想
なショッピングモールがたくさんあります。香港で最初に購入したものは、寝具（枕、シ
ーツ、おふとん）でした。到着してしばらくはオリエンテーション期間のため、大学側が
貸してくれますが、そのあとは各自購入の必要がありました。次に購入したものは携
帯電話だったと思います。携帯本体は１万円くらいのものを購入し、SIM カードは現地
で月々の契約を結びました。
物価は日本よりも安いですが、円安のせいもあって、驚くほど安いというわけでは
ありませんでした。しかし、交通費は学割もあるので、とても安いです。香港ではオク
トパスカードという電子マネーをどこに行っても使うことができます。
主な交通手段は MTR、バス、ミニバス、フェリーでどれもたくさん本数があるのでと
ても便利です。
生活費（月額）及 生活費計 ４５０００ 円／月
びおおよその内
（生活費内訳）住居費： ２４０００ 円、 光熱水料：
円、 通学費：
訳（円換算で）
食費； ２００００ 円、 電話代： １０００ 円、 インターネット代：
円、
書籍代：
円
その他：（具体的に）

円、

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）
円
（徴収された費用の名目を具体的に：
）
パソコン、USB、コンセント変換プラグ（BF タイプ）は持参したほうが良いと思いま
日本から持参し
た方がよいもの す。私は変圧器不要のパソコンを持参しましたが、日本の電圧にしか対応していない
（ＰＣや変圧器等 ものは持っていく必要があります。コンセント変換プラグは香港でも購入できますが、
到着してすぐに充電したいならば、持って行った方が良いです。もしくは中国と日本の
の要不要も）
プラグは一緒なので中国人から借りると良いと思います。
香港ではほとんどのものを現地で購入できるので、あまり心配はいらないです。日
本の食品、洋服なども手に入ります。

これから留学す
基本的に治安は良いと思います。しかし、有名な観光スポットに行く際はスリに気を
る人への、日常 つける必要があります。交換留学生の Facebook ページではランカイフォンやワンチャ
生活（治安対策 イのバーで携帯を盗まれたという話題をよく見かけました。
を含め）に関す
終電を逃してしまってもモンコックから中文大学まで２４時間運行しているバスがあ
るアドバイス
ります。しかし、運転手さんは英語をしゃべれませんし、自分で降りるところを伝えな
いといけません。広東語がしゃべれないなら、ひとりで乗るのはこわいかもと感じまし
た。

お金の管理や受
け取り（銀行口
座開設や海外送
金，またはクレ
ジットカード持参
など）について，
貴方の留学先国
で最も適当な方
法を教えてくださ
い。

私は現地で口座は開設せずに、キャッシュパスポートという日本円で入金し、現地
通貨で引き出せるというカードを日本でつくっていました。寮によっては学生証にお金
をチャージして、エアコンや洗濯機、乾燥機を使うことになります。現地の銀行口座か
らしかチャージができませんでしたが、ルームメイトにお願いして代わりにチャージし
てもらいました。

４．住居、生活環境
住居の種類（○印
をつける）

・○
寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（

住所／
電話番号

Student Hostel 2 / Shaw college

費用（月額）

HK$1491

）

どのようにして
留学生サポートオフィス（OAL）から案内が来ました。出発前に、キャンパス外に住
見つけたか
む・食事付き（週３回くらい？）の college の寮に住む・食事なしの college の寮に住む・
留学生専用？の i-house に住む、の中から希望を出すことができたと思います。あと
は大学側がランダムに決めます。私は当初 i-house という連絡が頂きましたが、あと
から shaw college に変更になりました。
現地の学生から不人気の寮でした（笑）なので、推薦はできません。しかし、大学側
次期留学生に推
薦できるかどう がランダムに決める（自分では決められない）ので運に任せるしかありません。
山のふもとにある MTR 大学駅から１番か２番を争うくらい遠いし、授業が行われる
か、およびその
建物からも遠いのが不人気の理由だと思います。
理由。
寮は日曜や祝日以外、清掃員の方によって毎日そうじされているので清潔です。階
にもよるそうなのですが、冷蔵庫の中のものが盗まれることも比較的少なかったよう
に感じます。ただ何回か寮にあるすべてのトイレが使用できなくなったり、定期的に火
災報知機が鳴ったりしていました。
寮にある食堂がまずいことでも有名でした。。。が、食堂のスタッフの方たちはとっ
ても優しいです。スタッフの優しさは１番だと思います！！
また、shaw college はジムが大きくて有名だったと思います。

寮に関しての情報を挙げるとあまり良くない寮のように見えますが、個人的には問
題なく過ごせました。

留学生活を送る
香港はとても小さい国ですがたくさんの観光名所があります。また、香港といえば
上で次期留学生 安くておいしい料理です。ぜひ、たくさんの場所に出かけて、いろいろな料理に挑戦し
に伝えたい地域 てみてください。
私は中国本土へ何回も出かけました。深センにはMTRに３０分ほど乗って到着しま
情報、生活情報
す。雰囲気も言葉も香港と異なるので、とても楽しいです。北京や上海なども訪れまし
た。その際は深セン空港から飛行機に乗りました。国内線となるため、香港国際空港
から出かけるよりも安くなります。もし時間がかかることを気にしないならば、深セン
空港から中国各地に出かけることをおすすめします。

５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト
サイト名

ＵＲＬ

コ メ ン ト

６．その他の特記事項
私は第１志望でこの大学を選んだわけではなかったのですが、８か月の留学を終えて、香港中文大学
で学ぶことができて、本当によかったなと思っています。なぜ第１志望で中文大学を選ばなかったのか？
と思うくらい、思い出いっぱいの留学生活となりました。
この報告書を読んでいる皆さんは、交換留学に行くか迷っているかもしれないですし、どこの大学に行
くのか迷っているかもしれません。もう香港中文大学に行くことが決まっている方かもしれません。しか
し、どこの大学に行っても、自分のがんばり次第ですばらしい留学生活を過ごせると思います。
最後になりますが、このような素敵な毎日が過ごせたのも留学生課の皆様、お世話になった研究室の
先生方、友人、周りの方々のおかげです。本当にありがとうございました。

