
Year at the time
of Study Abroad

Host University:

✓

✓

6. Entrepreneurship
7. Others (                                        )

According to its official introduction:Peking Univerisity is an comprehensive and national key university. It is
proud of its outstanding faculty, including 53 members of the Chinese Academy of Sciences (CAS), 7 members
of the Chinese Academy of Engineering (CAE), and 14 members of the Third World Academy of Sciences

Reason why you decided to participate

As a student majored in social science, I am well aware of the limits of merely addicted in the library. Although
I’m a Chinese, I have never got close to Japanese businesses situation in China before. It will be a good chance
for me learn and practice more. Some particular reasons are as follows.       Having been studied in Beijing for 4
years in Beijing Normal University, I'm really familiar with the city and willing to learn more about the city,
especially the business issue in Beijing, for I majored in accounting during my college life and is really interested
in the business history here. Moreover, Beijing is the place where I want my career life to be started, having more
business background here could be of great help.      The main plan of the program also interested me a lot.
Because PKU program will offer us a chance to visit Japanese companies in Beijing and I’m really interested in
the localization issue of foreign companies in China especially in Beijing since my college life, this would be an
opportunity for me to continue my research.

Preparation for the program

(1) Application process (please give any advice on dealing with the application process)

Some  clear-cut  guide before taking part in the program should be enhanced.

(2) Visa application (type of visa, where to apply, processing time, any advice on visa application)

N/A

(3) Medical check-ups (health check-ups before departure, inoculations, etc.)

N/A

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form
(for programs from a week to 3 months)

Date:  09/03/2016

Outline of the receiving institution overseas

Faculty/Graduate School at
UTokyo:

Graduate School of
Interdisciplinary Information
Studies

M1

Program Attended: PKU-Utokyo joint program Peking University

Occupation after graduation (intended):
1. Research
2. Specialist (Medical・Judiciary・Accountant)
3. Civil Service
4. NPO 
5. Private sector (Type of industry:                )
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Maybe speaking and understanding Japanese will be of great help.

Aspects of life
(1) Accommodation (Type (home-stay, room-sharing etc.), cost, atmosphere/appearance of accommodation, how
you found it, etc.)

Wonderful

(3) Problems experienced with language issues, advice concerning language, etc.

The program is a combination of  theory learning by listening from outstanding professors opinion and practical
visiting to Japanese companies in Beijing and Tianjin. It is beneficial for students from both countries getting a
better understanding of the theory and the real situation in China.  After Prof.Sonoda's lecture, we learned how
Japanese companies different with Chinese companies and what Japanese companies have done to localize their
business in China in General. Professor Gui provided us the basic knowledge of Japan and China's relationship in
a macro view point which prepare us with the latter visit to Japan Embassay in China. We got to knew lots of
anecdotes of Chinese famous leader from Prof. Holden.

(2) Advice on aspects of academic/research work

(5) Procedures required by your Faculty/Graduate School (any information about course registration, credits,
exams, submission of dissertations etc)

Might need to select the course after the program, since the course belongs to next semester's schedule.

(6) Language preparation (language level before the program, lessons etc.)

Fluent English , maybe some Japanese will be of great help

(7) Items which should be taken with you from Japan and any other advice on things which should be done
before leaving Japan.

The program is meaningful to the students from these two countries, please keep on organizing it.

This is the exact part needed to be enhanced, more over maybe needed to be separated  between those coming
back to there home town to take part in the program and those not.

(4) Insurance (information about insurance for travel/studying abroad purchased)

strongly recommend everybody to download wechat beforehand

Information on the academic/research program

(1) Outline of the program (Style of the lessons/preparation study/review study, thing which left an impression on
you, etc.)
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I didn't expect to become the T.A. of the  program and used to plan to merely study and visiting the companies
and make good final presentation with my group members. However, once Sonoda sensei offered me such great
chance, I began to think more. By organizing several activities, a new goal was added to my purpose- to enhance
the friendship between Peking University and ours, thus improving Chinese and Japanese relationship if possible.
Thankfully, every effort worth itself when everybody  really enjoy the program and love each others.

(6) Activities other than academic/research work (sports, cultural, volunteer/internship, weekend activities, etc.

We organized several trips like The great wall, Tian an men square, the Forbidden city. Also, we held  two
parties for two girls who were born in the period of the program,one from Peking University,one from Tokyo
University.

Environment of the receiving institution
(1) Support facilities for students taking part in the program (such as language, academic, living support
mechanism and counseling services)

English and Japanese

(1) The significance of the program and how you have developed by taking part in it, any other impression from
having studied abroad

The program provides a really good chance for chinese mainland students getting better understanding of
Japanese people of same age. Also, it helps Japanese students know Beijing well.  It enhance both universities'
relationship and students' friendship from these two countries  which really means a lot, especially in recent
years.

(2) Facilities (libraries, sports facilities, cafeteria, IT equipment and facilities, etc.)

computer or ipad that could use ppt inside.

Looking back over the program

(2) Your plans having studied abroad

The college will cover 60000yen of the cost

(2) Living environment (such as climate, environment around the institution, transport facilities, food, managing
your money (overseas money transfer, credit cards))

Wonderful

(3) Aspects of risk and safety management (safety of local region, condition of medical facilities, any action
taken in maintaining your mental and physical health, etc.)

Wonderful

(4) Details of expenses (breakdown of costs, such as airfare, program fees, cost of required books, rent, food,
travel cost, money spent on entertainment)

Wonderful

(5) Financial aid (if you were receiving financial aid/scholarships, please give the name of the source of the aid,
amount, and how you found it, etc.)
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(3) Any messages or advice for future participants

Both the Chinese and Japanese students are really sweet people, just enjoy your stay in Peking. The friendship
you got these days are even more precious !

Miscellaneous

(1) Websites or publications which were useful while preparing for or during your time overseas

Still, download the wechat might be useful .

(2) Please submit any photographs which may be used on the University of Tokyo websites or publications.
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

15日以内であればビザは不要。

専門職2

参加の準備

大学から指定された通りにしておけば問題ないと思う。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

2016　年　　9月　　6日

院生は単位認定が可能ですが、次学期に事後登録の形で行われる。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

食事や気候に慣れるのが大変だと思っていたので、胃薬と頭痛薬を持参した。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

大学が指定したものに加入した。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）

派遣先大学の概要

プログラムを通じて、中国に対する自身の知見・理解を深め、視野を広げていくことを通じて、相対的に日本の
現状や自分自身を捉えられるようになりたいと考えたことにある。大学院では、講義や課外時間において、外
国人留学生とりわけ中国人の学生と共に過ごす多くの機会を得た。彼らの文化や価値観の違いから苦労する
ことも少なくなかったが、同時に、そうした機会を通じて海外情勢や異文化を学べたことによって、これまで長
期の海外経験がなかった私の視野を大きく広げることが出来たと感じている。そのため、さらに中国や香港を
取り巻く現状を知ることで自身の知見や理解を深め、成長させたいと考えるようになった。また、その過程を通
じて、日本についてより深く知りたいという意欲を持つようになった。

ＰＫＵ-ＵＴ joint summer
program2016

東京大学での所属学部・研
究科等：

公共政策学教育部

1989年に設立された中国の国立大学で、首都北京に位置する。中国を代表する大学の一つ。

参加した動機
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③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

大学が手配したホテル（北京大から徒歩15分〜20分の距離）に宿泊する。今年度は宿泊費が無料だった。二
人一部屋でルームメイトは大学側に指定される。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

気候は東京と同じくらい。交通の便は東京と同じくらい地下鉄が発達している。食事は、コンビニや外食産業も
発達しているので困らない（ただし女性には脂っこくまた量が多いように感じると思う）。現地で使ったお金は3
万。クレジットカードは一切使えない（何度もあらゆる場所で試したが唯一スターバックスが使えたくらい）ので
注意されたい。

海外には行き慣れているが、治安はかなり良い方だと思う。中国では医療費はとても高いそうなので、万が一
のことを想定して、保険に加入するべきだと思う。プログラム中、虫にかまれアレルギー反応を起こし加入して
いた保険を使って病院を利用したが、施設では日本と遜色ない設備や従事者に恵まれた（治療費は2万円程
かかったが保険適用で無料になった）。

②学習・研究面でのアドバイス

英語のスピーキング力は参加者間で個人差はあるものの、話せなくても気軽に挑戦出来るプログラムだと思
う。実際に、自分もスピーキング力が極めて低いが、スピーキング力を今後伸ばしていくための動機付けとして
参加していた。かといって、英語を流ちょうに使いこなせる学生も少なくないので、英語に自信がある人にとっ
て満足のいく場でないわけではないということを留意されたい。

常に英語で話すことに慣れていなかったため、体力的にも精神的にもつらい場面（とくにプレゼンテーションの
準備過程において）もあった。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

北京大学の学生8人と本学の学生12人が集まり、北京にある日系企業（三菱商事、キューピー、ヤクルトなど）
や公的機関、経済団体を訪問し、北京大や本学の教授の講義を聞くなどといった機会を通じて、「日中関係」
や中国に進出している日本のビジネスに対する理解を深める。最終日には、フィールドワークや講義の内容を
踏まえ、4人で構成されたグループでプレゼンテーションを行う。

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

ＴＯＥＦＬ80超で、speakingは日常会話レベル。準備については、東大の留学生となるべく接点を持ち、スカイプ
で英語の練習に付き合ってもらった程度。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

夏休み中ということもあり、飛行機はハイシーズンなので、早めのフライトの確保をお薦めします。人によって
は、同じフライトでも5000円ほどの差がついていたような気がします。

学習・研究について
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⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

このプログラムは、異文化交流を持ちたい学生、とりわけ中国について興味がある学生にとっては、最適なプ
ログラムだと思います。他の留学関連のプログラムに比べて、このプログラムは短期間で完結しかかる費用が
少ないため、参加障壁が少ないと思うので、気軽に参加できるのもまた魅力だと思います。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

特に見ていませんが、強いて言うならＧｏ　grobalやＯＳＳＭＡのサイトなど。

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

私にとって、このプログラムの意義は、北京大学の学生とルームシェアし、一緒にフィールドワークや課外活動
を行うなど、異国の地で、異なる文化や価値観をもつ同世代の人々と密に触れあうことが出来たことにあると
思う。国籍が異なるだけでなく、交流はお互いの母国語ではない英語を介して行わなければならないという点
において、意思疎通をはかることがより一層難しかったように思う。しかし、そうした環境の中でもお互いを理解
することを努め、時には真剣に議論を交わし時には冗談を言い合って仲を深め合えたことは、私にとってかけ
がえのない時間であった。これまで中国に対する差別感情を持っている人が周りに多い環境の中で生きてき
たことから、そうした固定された価値観を覆すことはこれまでとても難しかったが、このプログラムを通じてそう
した価値観を払拭し、新たな中国に対する価値観を自分の中に作りだすことが出来たように思う。

②参加後の予定

大学院にて、「マスメディアが政治や国民に与える影響」について勉強していましたが、中国大使館でのレク
チャーを通じて新たに得た示唆を活かして、より良い研究に努めたい。また、英語の勉強を引き続き頑張りた
い。

利用していないので、省略。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

交通費（日本国内での空港への移動、航空費等）：5万円、保険等：１万円、現地での食費・交通費・娯楽費：3
万円

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSOから６万円支給（このプログラムにはもともと奨学金がついている）

Free dayが２日あるので、他の参加者と共に現地の世界遺産に訪れた。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

レクチャー時の場所の提供以外特になし。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓ ✓

公共政策学教育部

　2016年　　9月　　9日

留学希望届（書類1枚）と保険の写しを提出したのみ。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

特になし。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

東大が指定する付帯海学のみ加入しました。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

学部（東大ではない）生の時に香港に留学していたが、いまだに中国本土に訪れたことがなく、良い機会だと
思ったから。中国の首都である北京に行くことで、その発展具合を自分の目で見たいと思ったから。何より、中
国文化が好きで実際に触れてみたいと思ったから。

ＰＫＵ-ＵＴ joint summer program2016

文系では中国トップの北京大学です。北京の中心地から少し離れた所にあります。学生のレベルは東大より上
かなと思うくらい優秀です。

参加した動機

修士1

参加の準備

語学の資格や成績の基準はかなり緩い方だと思うので、その分なぜ北京に行きたいのか、このプログラムでの
経験を今後どう活かしていくのか（交換留学したい等）を明確にして、しっかりと応募書類に書くといいと思いま
す。あとは運です！！

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

東京大学での所属学部・研
究科等：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

特になし。中国は15日まではノービザで滞在できるので、取得しませんでした。

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

英検準1級くらいの英語力だと思います（最近英語の資格試験を受けていないので不明）。中国語は少しフレー
ズを知っている程度で話せません。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

特になし。日差しが強くて暑かったり、大気汚染がひどかったりするので、それらの対策は考えておくべきかもし
れません。

③語学面での苦労・アドバイス等

このプログラムの授業で使う北京大学の建物から徒歩で30分くらいのところにあるビジネスホテル。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

　ホテルに泊まるためタオル、ドライヤー、歯ブラシなどのものは一応ついていて、ホテルも綺麗。最寄駅も北京
大学もホテルからは少し遠い。コンビニはホテルのすぐそばにある。
　北京大学のIDカードがないため、北京大学の施設は自由には使えなかったが、クリーニング屋があったり施設
は充実している。
　食事は朝はホテルのバイキング、昼は大学から支給されるお弁当（ほっともっと）、夜はみんなで外食が基本
だった。
　お金は、日本のクレジットカードが使えないことが多いため、現金で多めに持って行った。
　気候は、大気汚染が酷い日は本当に酷いのでマスクやのど飴（多分現地でも買える）が必要。

②学習・研究面でのアドバイス

特になし。学部1年から修士2年まで参加できるプログラムなので、専門知識などは特にいらないと思います（単
に気負わなくていいという意味）。プレゼンテーションになれていないようであれば、プレゼンテーションの上手い
組み立て方などが書いてあるような本にでも目を通しておくと、最終日のプレゼンテーションがスムーズかもしれ
ません。

特になし。中国語は出来た方が良いし、楽しいと思います。英語は人によっては中国語訛りがありますが、基本
的には北京大の学生の英語力は素晴らしいので、聞き取りやすいです。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

　いわゆる授業は2時間×3回。事前にリーディングが大量に課されるが、予習のレベルは人それぞれ（全くしな
い～全部読み込む）。あとは、東大の同窓会のコネクションのある日系企業(キューピー、ヤクルト、三菱商事な
ど）や日本の公的機関（大使館、商工会など）を訪問し、日本人職員の方のお話を聞く。プログラムの終盤では、
グループに分かれて、授業や企業訪問で得た知見を活かして、自由にテーマを決めプレゼンテーションを行う。
　在中国日本大使館での外交官の方のお話が一番印象的でした。日本大使館では、文化広報部の方に「公共
外交」についての講義をしていただきました。日本人・中国人のお互いの好感度が下がっていく中で、外交が出
来ることは何か。実際に中国・日本を訪ね、現地の人に会って、友人を作ることの大切さを考えさせられ、このプ
ログラムの意義を再確認する本当に素晴らしい講義でした。
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北京大学はIDカードがないと自由に入れないので、北京大学内の施設を利用するには北京大の学生に付いて
来てもらわないといけません。また、短期の留学生なので、図書館をはじめとした北京大学の施設は使えません
でした。北京大の中にあるクリーニング屋、果物屋、食堂、お土産屋は東大生も利用しました。北京大学のPC、
Wi-Fiは使えません。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空賃(JALエコノミー4万5千円)、食費・お土産代(3万円程度)のみ。クレジットカードが使えないお店が多いの
で、現金で多めに持っていくことをお勧めします。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSO（6万円）

日曜日は完全に自由行動で、行こうと思えば故宮や万里の長城などに行けます。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

特になし。ただ、ホテルは基本的には北京大学の学生と東大の学生１人ずつの２人部屋なので、ルームメイトが
本当に良くしてくれました。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

　このプログラムに参加したことの意義は、何よりも、実際に中国を訪れ、自分の目で見聞きし、中国人の友人を
作れたことだと思います。メディアなどを通じて自分の中に形成されていた中国像が良い意味で壊されました。
特に、私は香港人の友人が多かったため、中国に対しては少し偏見の様なものがあったと思います。実際に訪
ねてみると、中国の現地の人の優しさや、合理的な面に触れ、中国に対する考えが変わりました。何より、中国
に対する親しみがわきました。
　また、中国はやはり大国であり、その発展のスピードや規模は日本人が思っているより凄いのだということをこ
の目で見れたのもこのプログラムに参加してよかったと思う点です。卑近な例ですが、中国ではスマートフォンの
アプリが日常生活へかなり浸透しており、日本とは違った近代化を遂げていて面白いと思いました。また、様々
な日系企業を訪ねる機会がありますが、日本人が抱くような「中国経済はもう終わった」というような発言は彼ら
から出ることはなく、まだまだ新しいことにチャレンジしようとする姿勢が伺われ、刺激を与えていただきました。

②参加後の予定

そのまま修士課程を続けて、もうすぐに就職活動始めます…。学部生の時に交換留学を経験しているので、今
後もう一回留学することは金銭的にも時間的にもありません。

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

2週間しかいなかったが、治安は基本的には良い。大気汚染が酷く、のどの調子が悪くなる人もいるので対策を
していった方が良い。
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③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

こんなに恵まれているプログラムはなかなかないと思います。特に、応募するにあたっての成績や語学の要件
が比較的緩く、またレクチャーも基本的には英語か日本語で行われ、期間が短いため、海外経験の少ない純
ジャパの学部1、2年生にとっては大きなチャンスだと思います。また、北京に個人で行くのは初めてだとなかな
かハードルが高いので、中国に興味はあるけど踏み出せない人にはかなりお勧めです！

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

特になし。何も参考にしませんでした。

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

✓

2016 年 9 月 9 日

なし

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

医師の伯母の強い勧めでA型肝炎・B型肝炎・破傷風の予防接種を行ったが、短い期間ほぼ北京の市街地で行
われるこのプログラムにはそのような必要はなかった。正露丸のお世話にもならなかった。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

書類の要求通りに進めた。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

在学中に1年程度留学ができたらいいなと漠然と考えていたところ、そのための準備として2週間程度のサマー
プログラムに参加することを留学フェアで勧められた。英語圏の大学に行きただ語学研修をするのはつまらない
だろうからせっかくならと、第2外国語として学んでいた中国語が使える中国に行ってみることにした。

PKU

東京大学での所属学部・研
究科等：

教養学部

中国最高の大学としての地位を清華大と分け合うのが'北大'PKUである。前者は理工系に強みがあり他の分野
はPKUが優っている、との評判。全土から優秀な学生を獲得する。留学生の中では韓国人学生が多いようだ。
当然だが普段の講義は中国語で行われる。一般に北京大生は東大生よりずっとうまく英語を使う。

参加した動機

学部1

参加の準備

留学フェアから書類提出の締め切りまで日にちがなかったこともあり、英語能力を証明する書類は提出しなかっ
た。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： PKU

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界： こだわりなし     ）　 6. 起業

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

日本人の場合15日間以内ならビザが不要で、プログラム日程は前後の移動日を含め14日間だったので申請し
なかった。私は1日延泊した。

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空賃4万円+現地での活動費諸々

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

上記の通り中国語については大学入学後に第2外国語として学び始めて半年。中国語・英語の能力は東大の
中で並以下である。事前学習として与えられる英論文を読むことは英語の勉強にもなった。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

地球の歩き方、日本土産、サングラス、Yahoo!のメールアドレス取得、ＶPNの設定

③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

western styleのサービスが行き届いた良いホテルをあてがわれました。ただし英語は通じなかった。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

空気汚染も気にならなかった。外を歩くときには車両に轢かれないように気を付ける。クレジットは使えない。

治安良し。

②学習・研究面でのアドバイス

身の回りに好奇心を持つこと、メンバーと政治問題から俗語表現まで幅広く会話することが大事。

メンバーとの意思疎通：自分が伝えたいことの半分も英語で伝えられないことがもどかしかった。
生活の中で：日本よりも英語は通じない。中国語が話せることが大事。実感としては、中国語を第2外国語として
選択するクラスの上位1/3なら一通り店員に要求が言える。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

事前に教授から英論文を与えられた。
期間中は日系企業や官民の組織の訪問、教授の講義。7-11のビジネスモデルに感銘を受けた。最終日にはグ
ループごとにプレゼンをした。
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特別使わなかった。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

奨学金で6万円を支給され、ホテル宿泊費は寄付により賄われた。

思いのほか自由時間があり、北京観光を楽しんだ。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

ホテルの洗濯は有料だったので、北京大生のルームメイトにＴシャツだけ洗濯を依頼した。下着は手洗いした。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

プログラム参加の一番の収穫は、中国の方の考え方を少しばかりとはいえ感じることができたこと。日本と中国
では物事の捉え方が異なりこれが行動様式の違いを生んでいるのだと実感した。相手をもてなす際の考え方、
中国共産党への評価、中国政府の海洋進出に対する考えなどなど、正直な会話をすることができ、面白かっ
た。

②参加後の予定

来年もこのようなサマープログラムに参加したい。また、1年程度の留学も実現したい。
台湾の故宮博物館に行ってみたくなった。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

英語はうまくなくても何とかやっていけた。試してみることが大事。多くの友人を得られる。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

go!globalのfacebookページ・webページ、日本外務省のwebページ、地球の歩き方

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

✓

教養学部

　2016年　　9月　　13日

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

普段から使用している頭痛薬を持って行った。念のため胃薬も携帯していたが、一度も使用しなかった。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

学校で指定されたOSSMA、付帯海学保険に加入した。

派遣先大学の概要

5月末の留学説明会に参加した際、個別相談でこのプログラムを勧められた。自分は第二外国語として中国語
を選択しており、中国の文化への関心が高まっていたため、この機会に中国へ行ってみたいという思いが強
かった。また、奨学金支給の存在も、通常は高価なこのような海外留学プログラムへの応募を後押しする大きな
要因となった。

PKUサマープログラム

北京大学は中国最高峰の大学である。今回のプログラム参加者もみな能力や意識が高く、人格的にも非常に
尊敬できる学生たちだった。生徒たちは全員寮で生活している。量が十分で種類も豊富な学食が信じられない
ほど低価格で提供されており、食堂の数も多かった。日本と比べ学費もかなり低く設定されており、経済的も学
生たちの勉強しやすい環境であった。

参加した動機

学部1

参加の準備

申し込み書の提出方法がオンラインでの提出と国際交流課デスクへの提出の二通りあり、そのどちらも提出期
限までに必ず提出する必要があるため、提出期限と提出方法に気を配る必要がある。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界： メディア、外資系  ）　 6. 起業

東京大学での所属学部・研
究科等：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

中国は15日間までならばビザ取得が不要であり、私は1日延泊して北京滞在がちょうど15日間だったため申請し
なかった。

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

自分の所属する教養学部に海外渡航届を提出した。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

第二外国語として中国語を3か月ほど学習したが、夏季休暇の前半にほとんど復習をしなかったため、現地で中
国人と会話するのは大変だった。英語は特に勉強したわけではないが、日常会話程度はできる語学レベルだっ
た。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

基本的に英語は通じないため、ある程度中国語の勉強をしたほうが良いと思う。自分ももっと復習しておくべき
だったと少し後悔した。また中国語に自信がなければ、携帯電話やメモ帳を使用して漢字を見せることでコミュニ
ケーションをとることも可能。中国ではLINE、Twitter、Facebook、Googleが規制されるため、事前にVPNを準備
するか香港simカードを購入することを勧める。また、ホテルは大丈夫だが、基本的にトイレ環境は良くないの
で、ティッシュペーパーを常に携帯するべき。

③語学面での苦労・アドバイス等

ホテル代は学校側に負担していただいた。毎日の掃除もしっかり行われていたうえ、ドライヤー、バスタオル、
フェイスタオルも十分に揃っていたため、特に何の不自由もなく生活することができた。TAが会員登録をしてくれ
たため、朝食を毎日無料で食べることができた。ホテルクラークには英語は通じなかったが、彼らの接客は非常
に丁寧だった。

②学習・研究面でのアドバイス

最終プレゼンはテーマ決めで難航しがちであるので、早くから疑問を見つけ、テーマになり得る選択肢をできる
だけ多く考えておくことが必要だと思われる。

北京大学の学生との会話やレクチャーは基本的に英語、ホテルや飲食店、一般の中国人との会話は中国語で
行われるので、英語・中国語がある程度使えることが必要。中国語が全く分からなくても、北京大学の学生や中
国語を話すことの出来る人が助けてくれるが、自分で少しでも勉強しておくほうが日常生活を楽しめると思う。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

基本的に全ての訪問先でレクチャーを受け、質疑応答の時間が設けられる。レクチャーは英語で行われること
が多いが、日本語、中国語の両方を用いて行われることもしばしばあった。事前に3人の教授がレクチャーしてく
ださることが伝えられており、その内容の予習のために事前資料として論文のデータを共有される。論文がかな
り詳細に書かれていたため、予習は大変だったが、ある程度しっかり論文に目を通しておくとレクチャーの内容
が分かりやすく、質問もしやすくなると思われる。また、最終プレゼンのテーマを早めに決めておくことで、各企業
や団体の代表者から、自分たちのテーマに関連した企業・団体の内実を聞くことが出来るので、積極的に質問し
ておくと良いだろう。
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食堂は安くておいしい。お土産屋さんが３つあるので北京大学限定商品を買うのは良い思い出になると思う。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空費は約4万、食費・娯楽費・お土産代合わせて約3万5千円。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSO奨学金

週末は万里の長城、故宮、鳥巣体育館に行くなど自由に観光できる時間が多めに用意されていた。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

北京大学の学生はみな本当に親切で、中国語の必要な場面ではしっかりサポートしてくれた。夕飯に連れて
行ってくれたり、週末の観光ではガイドしてくれるなど、プログラム外でもとてもお世話になった。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

このプログラムに参加して、自分でも無意識のうちに持っていた中国に対する偏見を認識し、改めることができ
た。私の学んだ非常に大切な考え方は、中国という概念と、中国人という概念を区別するという考え方だ。実際
に現地の中国人と触れ合って、中国人の温かさや、私たちと変わらないユーモア、親切さを感じ、北京大学の学
生たちの学習意欲や知識の幅、英語力の高さに大きな刺激を受けた。また、意識や能力が高く、本当に親切で
かけがいのない中国人の友人を得ることが出来たのは、とても幸運なことだと思う。これからも良い交流を続け
ていきたい。

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

日本より乾燥しており、日差しは強い。レクチャーの会場となる会議室までは、ホテルから20分程度歩かなけれ
ばならなかった。交通機関は発達しており、日本と比べて非常に安い。地下鉄は特に安く、1時間程度離れた場
所でも100円かからずに移動することができる。食費は非常に安く、一食600円で満足した外食が食べられる。味
も本当に美味しく量が多いので、満足度はかなり高かった。日本食料理店もレベルが高いので食事で困ること
はほぼないと思う。クレジットカードは基本使えないと考えたほうがいい。

治安は良いと思う。交通面は日本と比べるとかなり危険なので気を付けたほうが良い。
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②参加後の予定

留学中に強く感じた中国語・英語の力不足を克服するため、今後はより語学の学習に力を入れていきたい。ま
た、留学中に学んだことを土台として、今後の日中関係に目を光らせ、勘違いや偏見におどらされず、日中双方
の立場を考慮した、自分なりの考えを作っていきたい。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

この留学は本当にためになる企画が用意されているうえ、園田教授のご意向である程度の自由が認められてい
るので、航空機の手配や観光等は自己責任で行うことができる。その点で、高校までのすべてが先生方によっ
て企画された修学旅行とは全く異なるが、それもまた非常に良い経験になるだろう。このような素晴らしい留学
に奨学金を出していただけることは、本当にありがたく、金銭面の理由で参加を渋る必要がないというのは、本
当にありがたかった。一生の思い出になるので、ぜひ参加してほしい。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

香港simカードについて、またVPNについては留学前にしっかり理解しておくべきだ。

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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学年（プログラ
ム開始時）：

派遣先大学：

✓ ✓

2016 年 9 月 12日

教養学部一年のため、単位はもらえない。手続きも特になし。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

健康診断、予防接種なし。常備薬は一応持っていきましょう。特に胃腸薬、風邪薬。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

大学指定の保険2つに加入。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）

派遣先大学の概要

今まで留学を一度もしたことがなかったので、留学の雰囲気を掴むために参加しました。また、中国について
もっと深く学びたかったというのも一つの理由です。

PKU

東京大学での所属学部・研
究科等：

教養学部

北京大学は、中国を代表する総合大学です。中国全体から、特徴ある学生が集まってきます。

参加した動機

学部1

参加の準備

書類の指示通りに行えば問題無いです。自分の国籍と滞在日程に注意しましょう。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（          ）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
3. 公務員 4. 非営利団体
5. 民間企業（業界：      ）  6. 起業

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

中国籍のためビザは不要でした。

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

レベルは英語が日常会話がギリギリできるレベルです。中国語は日常会話が行えるレベルでした。

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

合計3万円（1800元）両替し、400元程度余りました。これは家賃抜きの費用です。、

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

指定された奨学金があるのでそれを申請しましょう。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

日本のお土産を持って行きましょう。

③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

指定されたホテルに、無料で宿泊させていただきました。今回は寄付のおかげで無料でしたが、来年以降はどう
なるか不明です。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

気候はやや暑い程度。大学周辺はオフィス街で、やや殺風景。交通は駅がそこそこ近い。食事は朝ホテル、他は
弁当や外食でした。お金は全て現金で管理しました。

治安は良いが、交通整備が悪い。道路を渡るときは細心の注意が必要。

②学習・研究面でのアドバイス

グループワークが一番の課題。コミュニケーションを何とか取り合い、一つのテーマに向かって全員で取り組む
ことが重要。また、スタートはなるべく早めにしましょう。

中国語は話せるとかなり便利です。また、英語は言わずもがな、かなり重要でした。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

プログラムは主に、講義とフィールドワークに分かれていました。講義では日中関係を様々な角度から俯瞰し
て、これからの可能性について考えました。予習は講義に関係する英語の論文を読むことです。フィールドワー
クでは、中国に進出した日本企業を訪問するだけではなく、在中国日本国大使館のような政府の機関を訪問する
機会も得られました。総じて、とても有意義だったように思えます。
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食堂は、安いうえに量が多いのでかなりリーズナブルです。

もともと超短期間の活動である上、北京大学も休暇だったので、ほぼ観光をして過ごしました。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

主催教員の方たちが、綿密にサポートしてくれました。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

隣の国である中国について見識を深められることが一番の魅力でありかつ、成長したところではないかと思いま
す。また、本プログラムを通じて、留学への意欲が高まりました。

②参加後の予定

前期教養学部の間は、東大でもっといろんなことを学ぶつもりです。大学3年から、留学に再び目を向けていき
たいです。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

中国はネット規制が激しいので、ＶＰＮなどを利用して対策することをお勧めします。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
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学年（プログラ
ム開始時）：

派遣先大学：

✓
✓

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）

前期教養学部でも留学の届出が必要であることに注意。（私は出発の三日前にギリギリで提出した）

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（          ）

卒業・修了後の就職（希望）先：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

プログラム期間内であれば不要。それ以降独自に行動したければ入手する必要がある。

参加の準備

6. 起業

東京大学での所属学部・研究
科等：

教養学部

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

新HSK６級を高校在学時に取得していた。大学でも既習中国語クラスに所属し学習を続けた。

3. 公務員 4. 非営利団体
5. 民間企業（業界：      ） 

北京大学本学で講義を受けたわけではなく、北京大学の学生と東京大学の学生が合同で参加するプログラムであっ
た。

参加した動機

学部2

日程的に問題がなかったため特になし。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

食事や衛生面の問題に対処するため、念のため正露丸を持って行った。犬に近づかないようにはした。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

プログラム参加にあたり義務として加入する保険に入った。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

2016 年  9月  11日

派遣先大学の概要

自分の専門ではない経済的観点からの日中関係を見てみたかった。また、北京大学の学生と率直な意見交換ができ
るのではないかと期待していた。

北京大学・東京大学合同サマープロ
グラム（PKU)

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
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生水を飲まないことや、カットフルーツに注意すること等を徹底した。大学周辺が主な活動範囲だったため治安に
ついてはあまり不安はなかった。

②学習・研究面でのアドバイス

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

北京大学近くのホテルに滞在した。宿泊費は寄付金から賄われたと聞いている。部屋の設備の充実しており、付近
には食事できる場所や書店などがあり住みやすい良い環境であった。ただ、フロントは英語ができない。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

暑いが湿度が低いためしのぎやすい。かなり乾いているため、リップクリームなどがあると良い。大気汚染は想像
よりは深刻ではなかったが、それでも1日出歩くと喉に違和感を覚える程度ではある。お金は現金を基本スーツ
ケースの中に入れておき、必要な分だけ少額直接ポケットに入れていた。食事は幸いにして味も口に合い、お腹を
壊すこともなかった。

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

３回の講義聴講と、日系企業や大使館の訪問、質疑応答、及び学生間でのディスカッションとプレゼンテーション
からなる。特にGui教授の政治的面から見た日中関係の講義が興味深かった。

経済の知識もあった方がその方向では有意義であろうが、プログラムが経済に限った射程のものではないため、そ
の他の専門でも十分に活用できる。

中国語ができた方が楽。しかし出来なくても（特に今回は）優秀なバイリンガルが多かったためそこまで支障には
ならなかっただろう。

学習・研究について

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

もしネットで連絡を取ったりする必要があるならば、VPNアプリを入れておくことを強くお勧めする。OSSMA関
連でgmailをVPNなしで使ったりするとやや面倒。その他プログラム参加については普通の海外滞在の準備をすれ
ば十分だと思う。
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⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

現地での消費は食費及び娯楽費を合わせて約１２００元。航空券が約４００００円。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSOから受給する予定（プログラムについている奨学金）

プログラム中の写真については他の参加者の方がたくさん撮っていることと思います。私自身は単独行動していた
ときの写真ばかりであまり提供できそうなものがありません。申し訳ありません。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

中国のリアルを見られるいい経験になるはず。政治、経済、生活の各方面からアプローチできる貴重な機会である
から、参加することを強く勧める。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

政府／個人の対立の中間項である経済的な交流の現場を見られたのは有意義であった。また、北京大の学生と学校
生活から共産主義までざっくばらんに「雑談」できたのは、日本では決してできない経験なので非常に良かったと
思う。

②参加後の予定

当面は後期課程に進学し法を学ぶが、中国とのつながりは残しておきたい。

プログラムを振り返って

我々個人で利用できるものはほとんどなかった。北京大の学生と一緒に行動することで食堂などは利用できた。

直接的にはあまり関わっていない。ただ大学への入構がやや不便。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

書店に行って図書を購入したり、チベット仏教やイスラム教の寺院を見学したりしていた。できるだけ昔ながらの
中国の雰囲気を味わえるようなところを訪ねた。

派遣先大学の環境について
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

✓

教養学部

2016　年　9　月　　12日

前期教養学部に海外渡航届を提出。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

特になし。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

大学から指定されて付帯海学とOSSMAに加入した。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

今まで自分は中国とあまり関わりがなく、興味も持ってこなかったので、新しい環境に飛び込んでみたら面白そ
うだと思ったから。

北京大学・東京大学合同サマープログラム
（PKU)

北京大学（中国のトップクラスの大学）

参加した動機

学部2

参加の準備

早め早めの行動（書類の提出など）をお勧めします。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

東京大学での所属学部・研
究科等：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

中国は15日までビザなしで滞在可。

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

特になし。（しかし現地の言葉を少し学んでいった方が良かったと感じている。）

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

中国にはトイレットペーパーがないトイレが多くあるので持ち歩くティッシュペーパーを多めに持っていった方が
いい。
一週間以上の滞在ならば自分で洗濯できるように（ちなみに中国はコインランドリーがあまりないのでホテルで
手洗い）ネットや洗剤、ハンガーなど持っていくと良い。

③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

大学がビジネスホテルを取ってくれた。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

気温は日本とほぼ同じだが湿度が低いので日本ほど不快な暑さではない。しかし晴れた日には日差しがとても
強いので日焼け対策やサングラスを用意すると良い。交通機関は地下鉄が整っているものの、全体的にスケー
ルが大きいので20-30分歩くことは普通である。

そこまで治安が悪いとは感じなかった。ただスリや盗難などには日本以上に注意を払ったほうが良い。

②学習・研究面でのアドバイス

英語でのコミュニケーションを恐れないことが大切だと思う。プレゼンテーションでは特に北京大学の学生とのコ
ミュニケーションが重要になってくる。

私はフランス語選択だったので中国語が全くわかりませんでした。ほぼそれで問題なかったものの、やはり自分
でちょっとでも語学ができるとできることの範囲が広がるので余力のある人は中国語を少し学んでいくことを勧
める（街中はほとんど英語が通じなかった）。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

３人の教授のレクチャーがプログラムに含まれていたので、各々の教授から出される英語論文３本ずつを読む
ことが事前課題だった。滞在中は北京大学で教授の講義を聞き、日系企業を訪問して経営者のお話を聞いた
後、中国における日本企業というテーマで北京大学の生徒とチームを組みプレゼンテーションを行った。
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東大オフィスがある。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空券4万と現地での諸費用1500元

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

プログラムについていたJASSOに応募した。

観光。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

特になし。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

中国に今まで無関心だったのが、興味を持つようになった。歴史上の問題や領土問題もあり、まだまだ日中関
係の向上の余地はあるのでこれからも注目していきたい。自分が世界の学生と比べて何が弱みで何が強みな
のか認識できた。これからはその弱みを克服し、強みを生かせるような勉強や進路を考えたい。

②参加後の予定

とりあえず学部の勉強をしっかりやります。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

どんな動機でもいいので（タダ同然で海外に行けるなどでも）参加してみたら有意義になること間違いないと思う
ので、ぜひどのプログラムでも応募してみてほしいです。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

教養学部

2016　年　9　月　13　日

教養学部では単位がつかなかったので何もしていない

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

特に無し

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

東京大学指定の海外旅行保険に加入した。またOSSMAも加入したが使うことはなかった。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

中国はいまや巨大な市場であり、日系企業がそこでどのようにビジネスを行っているか興味があった。
また、中国での生活や文化にも興味があった。

北京大学・東京大学サマープログラ
ム

中国で屈指のトップ大学。特に文系分野で著名。
キャンパスはとても広かった。

参加した動機

学部2

参加の準備

申請書類として成績表やTOEFLなどの語学テストの成績が必要なので日頃から準備しておくことをオススメしま
す。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

東京大学での所属学部・研
究科等：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

プログラム前後にどこか中国国内で旅行でも行かないかぎりビザは必要なし

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：

1 / 5



学習・研究について

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

北京大の学生はかなり英語が話せるので、議論の際にしっかり英語で自分の意見を話せるようになると良い。
また、中国語も少しでもできるとかなり意思疎通が楽になる。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

中国に限らないが、モバイルネット環境を準備しておくとものすごく便利。（現地で手配することも可能かもしれな
い）
あと、VPNアプリを入れておくとよい。

③語学面での苦労・アドバイス等

锦江之星という現地のビジネスホテルチェーンに泊まった。
本プログラム指定のホテルで、宿泊費は大学側で負担してもらえた。
タオルを毎日交換してくれたりペットボトルの水を準備してくれたりして、居心地は非常に良かった。ただし、冷蔵
庫はなし。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

空気は、さすがに東大より汚い。時々少し遠くまで見通せない日もあれば、逆に雲ひとつなく日差しが痛い日も
あった。雨はほとんど降らない。
交通機関は、地下鉄の路線数も多く便利。バスの路線数も多い。
食事は、朝以外は基本的に各自でとる。みんな集まっていくこともあれば少人数で食べに行くことも有り、日と気
分による。
お金は、期間が短いことも有り一括である程度お金を両替して持っていけば問題なかった。

②学習・研究面でのアドバイス

いくつか予習資料が配られるので、しっかり読んでからプログラムに参加すると教授たちの話がよく理解できる。
また、予め現地で調査してみたいトピックを考えておくと最終発表のテーマが早く決まる。

北京大学の学生はかなり英語ができるのに対し、自分は自分の意見を英語で伝えるのにとても苦労した。
ただ、中国語が少し話せたので、なんとか意思疎通がとれた。
ちなみにジャパニーズアクセントはかなり違和感があるらしい。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

前半は、先生方の講義を受けたりしていた。日中間のビジネスの関係や国民感情の変化などのお話を伺った。
また、日系企業や団体を訪問した。（例：三菱商事、キューピー、ヤクルト、セブン-イレブン、日本大使館、中国
日本商会）
最後に、予め分けられた4人のグループでそれぞれが決めたテーマについて調査し、発表を行った。
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基本的には北京大学の構内には北京大の学生証がないと入れないので、設備を使うことはあまりなかった。
ただ、北京大の学生にくっついていれば中に入れるので、食堂で晩ごはんを食べたり洗濯機を貸してもらうこと
ができた。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空賃…約40000円
OSSMA+海外旅行保険…約10000円
WiFi環境…約5000円
現地で使ったお金…約1200元
授業料・教科書代…0円
宿泊費…0円

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSO…6万円/東大の紹介

毎週日曜日は休日で、自由行動だった。故宮やオリンピック公園に行った。
また、時々活動が早く終わる日もあったので、近くを散策した。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

海外旅行保険とかOSSMAでなにかあるらしいが、使わなかったのでよくわからない。
引率の先生方が日英中の3カ国語を話せたため、とても助かった。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

中国での生活もかなり体験でき、とても楽しかった。
また、中国の現状を理解したことで、中国で働いたりビジネスをしていくのもありだなと思った。

それと、北京大の学生は、中国トップ大学であることもあり各人の能力も高かったし、自分の意見もしっかりして
いた。
自分も東大に甘んじていないでしっかり努力していかないといけないと思った。
それでも、北京大の学生と観光地を回ったりおしゃべりをするのは楽しく、海外の学生と交流出来たのはとても
良い経験だった。

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

治安はそんなに悪くない。逆に警備員とか警察が多すぎて怖いぐらい。（杭州サミットが近かったことも関係ある
かも）
ただ、交通マナーはそれなりなので慎重かつ大胆に歩く必要があった。
運良く体調を崩すことはなかったので医療関係は分からないが、体調を崩した場合は海外旅行保険会社に連絡
すればなんとかなるみたいである。
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②参加後の予定

英語と中国語をもっと勉強したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←休日に訪れた北京の屋台（王府井）

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

短期でも海外にいって見知らぬ文化を体験してみるのも楽しいですよ。
そして、北京大の優秀な学生と議論したり交流したりすることはとても刺激になります。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

先生の準備した予習資料

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。
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学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

不要。

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

中国語：初級レベル、英語：中～上級レベル。

学部3

参加の準備

夏季休暇中のプログラムであるため、早期に予定を確認しておくことが肝要。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

2016　年　9　月　11　日

特に無し。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

特に無し。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

付帯海学。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

将来起業して、会社の経営をしたいと思っている中で、既に北京に進出し、成功している日系企業の経営戦略を
学ぶことは非常に意義があると考えた。

北京大学・東京大学合同サマープログラ
ム

東京大学での所属学部・研
究科等：

教養学部

中国の首都、北京に位置する国内トップ校の１つ。

参加した動機
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③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

指定のホテル。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

１年を通じて乾燥しており、少雨である。大気汚染は日常生活においてそこまで支障がなかった。多くの店で何
故かクレジットカード(Master)が使えず、キャッシングを使って生活していた。

特に無し。

②学習・研究面でのアドバイス

自分の価値観と現地の環境との間に生じる違和感を常に意識すると良いと思う。

特に無し。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

北京大学教授による講義と在北京日系企業・機関の訪問を通じて、何らかの発表をチームごとに最終的に行
う。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

10万円。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSO奨学

日曜は、北京周辺の観光地へ足を運んだ。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

特に無し。

学習・研究について

2 / 4



特に無し。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

主体的に考えて動けば非常に有意義なプログラムになると思います。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

特に無し。

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

中国経済の規模の大きさを度々痛感した。2週間注意深く人々の暮らしを観察していたため、ビジネスチャンス
を見つけることが出来た。

②参加後の予定

香港旅行、緬甸でインターンシップ。

使えなかった。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

自己管理が求められる。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

3 / 4



学年（プログ
ラム開始
時）：
派遣先大
学：

✓

2016　年　　9月　　21日

経済学部教務係に四回ぐらい行った。早めに準備すること。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

メンバーの中に蚊に刺されアレルギーにかかった人がいたので、虫除けスプレーを持っていた方が良いかもし
れない。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

東大の規定したものがあるので、指示に従っていれば大丈夫。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・論
文提出等に関して）

派遣先大学の概要

中国にいる若者はどんな環境でどんな内容を勉強するかを知りたいので参加した。そして、日本企業が中国市
場に参入する現状が知りたいため、参加した。

PKU-UT

東京大学での所属学部・研
究科等：

経済学部

北京大学は中国での一流大学で、優秀な人材が輩出している。北京のハイテク産業区に位置し、積極的に国際
化している大学である。

参加した動機

学部3

参加の準備

早めに準備すること。渡航前の手続きはたくさんあって、それぞれの期限と提出先は違うので、早めに準備した
ことがお勧め。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（　　　　　　　　　　）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

3. 公務員 4. 非営利団体

5. 民間企業（業界：      ）　 6. 起業

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

特になし

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：
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学習・研究について

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

2000人民元ぐらい

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

特になし

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

英語での発表があるので、電子辞書とパソコンはあった方が便利。

③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

ホテルで泊まっていた。北京大学の生徒は寮に帰る人もいるので、一人部屋になる可能性がある。ホテルは立
地が良く、ただ集合地点に少し距離があるので、朝は早めに出発した方が良い。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

信号を渡るとき周りに注意。

特になし

②学習・研究面でのアドバイス

最後の発表を真剣にやること。真面目にフィルドワークや調査をやると、自分の成長になる。

基本英語での交流するので、最初は慣れないかもしれないが、積極的に中国人学生と交流する方が成長する。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

講義は三回あった。三回とも英語での日中間のことについて貴重なお話を聞いた。企業訪問は三菱商事、セブ
ンイレブン、ASAKURA、キューピー、ヤクルトに行った。ほとんど東大卒の先輩に会えるので、とても良い体験
だった。駐中国大使館にも行った。日中関係の話が聞けた。全体的にとても充実で有意義で、無駄のない体験
だった。
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大学ではWi-Fiがない。携帯でデザリングするしかない。ラインに繋ぎたかったらvpnをダウンロードするしかな
い。これが不便だった。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

東大の6万円の奨学金をいただいた。渡航前の手続きと一緒に出す。

地元の料理をいっぱい食べた。果物が安かったのでいっぱい食べられる。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

特に感じなかった。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

いっぱい友達が作れる。日中間のことをもっと深刻に詳しく知る。中国への先入観が変わるかもしれない。そし
て、英語はとても大切なこと。

②参加後の予定

大学に戻って学業に集中する。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

絶対参加することに後悔をしない。企業訪問も講義も普段ないチャンス。園田先生はとてもユーモアにあふれな
んでも知っている方で、中国のことに詳しい。友達も作れるし、料理も安くて美味しい。絶対参加することをお勧
めする。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

 北京地図

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）
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学年（プログラ
ム開始時）：

派遣先大学：

✓

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）

卒業・修了後の就職（希望）先：

東京大学での所属学部・研
究科等：

②ビザの手続き（ビザの種類、申請先、手続きに要した時間、ビザ申請にあたってのアドバイスなど）

15日以内であればビザは必要ない。

参加の準備

中国人は思ってた以上に英語が話せないため、ある程度中国語を話せたほうがよいかも。

①プログラムの参加手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

参加プログラム： 北京大学

1. 研究職

7. その他（          ）

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）
3. 公務員 4. 非営利団体
5. 民間企業（業界：      ）  6. 起業

法学政治学研究科

2016年9月11日

特になし。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

常備薬は持って行ってた。

④保険関係の準備（加入した海外旅行傷害保険・留学保険等）

大学指定の保険に加入していた。

⑤プログラム参加にあたって東京大学の所属学部・研究科（教育部）で行った手続きなど（履修・単位・試験・
論文提出等に関して）

派遣先大学の概要

一番大きな理由が、日中関係が良好とはいえない中で、中国社会において自分と同じような立ち位置にいる北京
大学の学生がどのようなことを考えているのかを知りたかったから。また、日中間には様々な問題があり、中国
でビジネスをやっていくのが難しいというイメージがある中で、どのように日系企業がうまくやっているのかも
知りたかったから。

東京大学北京大学合同プログラム

北京大学の施設は使用しておらず、北京大学の学生が参加していた。（注・実際には北京大学燕京学堂（修士レ
ベルの大学院）にて行われています。）

参加した動機

専門職2
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③語学面での苦労・アドバイス等

③危機管理関係（留学先の治安、医療機関の事情、心身の健康管理で気をつけた点など）

北京大学の近くにあるホテルに滞在していた。宿泊費はタダで、ホテル自体もよかった。

②生活環境（気候、大学周辺の様子、交通機関、食事、お金の管理方法（海外送金・クレジットカード）など）

空気は思ってたほど悪くなかった。交通機関などは日本とほとんど同じで、英語表記がたくさんあったため、特
に不自由することはなかった。

水道水や生ものを食べることは気をつけた。

②学習・研究面でのアドバイス

どんどん積極的に質問などしていくべき。

中国語が話せるとより充実したプログラムになるとおもう。

生活について

①宿泊先（種類（寮・ホームステイ・ルームシェア等）、家賃、宿舎の様子、見つけた方法など）

①プログラムの概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている内容等）

著名な教授3名の講義、ヤクルトやキューピーの工場、三菱商事やセブンイレブンのオフィス、日本大使館等を訪
問した。また、最終日にグループプレゼンテーションがある。どれも面白かったが、中でも印象的だったのが、
グループワークである。私たちはセブンイレブンのことを扱ったため、北京のコンビニを10軒以上訪問して、イ
ンタビューなどしたことである。そのようなフィールドワークは海外ではもちろん、日本でもしたことがなく、
最初は勝手がわからず、なかなか大変であったが、徐々にやり方がわかっていき、プレゼンテーションでも好評
であった。

日曜は丸一日自由時間のため、ガイドブックがあると便利。

④要した費用について（航空賃、授業料、教科書代、家賃、食費、交通費、娯楽費などの概算）

航空賃が4万8千円、現地で使用したのが3万円ほど。

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

英語はある程度話せるため、中国語を少し話せるように事前に勉強していた。

⑦日本から持参した方がよいもの、その他出発前にやっておくべきこと・アドバイスなど

学習・研究について
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⑥学習・研究以外の活動（スポーツ・文化活動、ボランティア・インターン、週末や長期休暇の過ごし方など）

このプログラムを機に中国に興味を持ったため、引き続き中国語を勉強していこうと考えている。

③今後参加を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

北京大学の学生と徹底的に議論できるだけではなく、学生のうちでは普段見ることができない、様々な日系企業
のオフィスや工場に行くことができるため、機会があれば是非参加するべき。

その他

①準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト・出版物

特になし。

②その他東京大学のホームページ・出版物等に掲載してよい留学中の写真があれば添付してください。

プログラムを振り返って

①プログラムの意義、参加を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

れまで中国に行ったことがなかったため、本プログラムに参加するまでは、メディアやインターネットを通じて
しか中国について知ることができなかった。そして、メディアやインターネットでは、尖閣諸島を中心とした日
中関係や対日感情の悪化などネガティブなニュースを主に取り上げるため、日本人にとって中国というのは非常
に住みづらい場所であるのだろうというイメージを抱いていた。しかしながら、本プログラムの2週間を通じて、
そのようなことを感じる場面は皆無であった。中国人は日本人と同じくらい親切であり、私が日本人と分かって
も全く態度を変えることはなく、とてもわれわれ日本人に対して否定的な感情を持っている人たちであるとは思
えなかった。また、北京には日系の飲食店やコンビニや衣料品店が当然のようにあり、中国人の生活に深く入り
込んでいると感じた。確かに国という単位でみた場合、日本と中国は対立していることもあるが、個人や経済と
いう単位でみた場合、日本だからどうだとか中国だからどうだというのはあまり関係ないことのだということを
実感することができた。

②参加後の予定

大学の教室や食堂を使用することができなかったので、そこが改善すると良いと思う。

⑤奨学金（受給していた場合は、支給機関・支給額・見つけた方法など）

JASSOの奨学金。

週末は、観光に費やしていた。

派遣先大学の環境について

①参加学生へのサポート体制（語学面・学習面・生活面・精神面でのサポート等）

バスなど手配してもらった時があり、非常に便利であった。

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）
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