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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

記入日： 8/8/2018 

■参加プログラム： IARU Global Summer Program 

PKU4: China's Original International Strategy: The Belt and Road Initiatives 

■プログラム情報： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-IARUGSP.html 

■派遣先大学： 北京大学 

■プログラム期間： 7/2/2018 ～ 7/27/2018 

■東京大学での所属学部・研究科等： 教養学部 

■学年（プログラム開始時）： 学部 1 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由： 

It ends exactly before summer vacation starts at my university so I can participate in other summer 

programs/activities in Japan. 

■参加を決めるまでの経緯： 

Actually wanted to go to Yale's program at first but decided PKU's course is more relatable to personal 

interest and future career. 

 

 

■概要： 

Very inspiring and informative 

■学習・研究以外の活動で取り組んだもの： 

文化活動 

■学習・研究以外の活動で取り組んだものの内容、または取り組まなかった理由： 

Summer Session International Festival 

■週末の過ごし方： 

Class fieldtrips, trips to downtown Beijing or nearby places with friends 

 

 

■設備： 

Well equipped 

■サポート体制： 

PKU only has student volunteer team, could have provided clearer guidelines on campus life e.g. detailed 

handbook (the current handbook is not very detailed) 

 

 

■宿泊先の種類： 

学生寮 

■宿泊先の様子、どのように見つけたか： 

Satisfactory; provided by PKU as part of the program 

 

プログラムについて 

派遣先大学の環境について 

プログラム期間中の生活について 
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■気候、大学周辺の様子、交通機関、食事等： 

Good cafeteria food, very convenient to go to other places with subway station right next to the campus 

■お金の管理方法、現地の通貨事情： 

Tried opening a bank account but eventually could not, because I did not have a Chinese SIM cards. It is 

better to have Chinese bank account as it can be linked to WeChat pay or Alipay 

■治安、医療関係事情、心身の健康管理で気をつけたこと等、危機管理： 

Make sure food is hygienic 

■自由時間に利用した交通手段： 

Taki, train, public bicycles 

■プログラム期間中に利用したネット環境： 

CampusWifi, SIM 

 

 

■プログラムへの参加手続き： 

Personal information related to application, TOEFL score, texts on reason willing to apply for the program: 

important to take time and go through all the programs to check out which one is really interesting. 

■ビザの手続き： 

Short-term student visa, China Visa Application Center, 30 minutes per each visit (1 visit for application 

and 1 visit for collection) 

■医療関係の準備： 

Nothing required in particular 

■保険関係の準備： 

Nothing in oarticular 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続き： 

Talked to professors with S semester course for permission before registering the course. 

■語学関係の準備： 

Basic Chinese; I recommend studying basic Chinese phrases before going to Beijing, as not many people 

speak English even on the campus. 

 

 

■参加するために要した費用： 

 航空費 68240 円 

 派遣先への支払い（授業料・施設利用料など） 180000 円 

 教科書代・書籍代 0 円 

 海外留学保険料（東京大学指定のもの） 8000 円 

 保険・社会保障料（留学先で必要だったもの） 0 円 

■その他、補足等： 

 

費用・奨学金に関すること 

参加前の準備・手続きについて 
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■留学先で費やした生活費： 

 家賃 0 円 

 食費 30000 円 

 交通費 0 円 

 娯楽費 20000 円 

■その他、補足等： 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無： 

受給した 

■奨学金の支給機関・団体名等： 

Santander 

■受給金額（月額）： 

120000 円 

■受給金額についての補足等： 

 

■奨学金をどのように見つけたか： 

大学（本部国際交流課）からの案内 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感： 

Got inspiration and a lot of knowledge from the courses and communication with people. 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響： 

I had several chances to reflect on my views on politics and international relations, in particular governance 

and economic systems, which I am interested in getting involved in my career. 

■進路・就職先（就職希望先）： 

公的機関 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス： 

This is a fantastic chance to learn, to experience, to think and importantly to make life-long friendship. As 

I always say to my fellow summer session students at PKU, this program is a whole year of college life 

condensed into one month. 

■準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト、出版物： 

Guideline and information posted on Go Global webpage; PKU Summer Session webpage 

 

プログラムを振り返って 


