
学年（プログラ
ム開始時）：

派遣先大学：

✓

①留学前の本
学での修学状
況：

2018 年 修士2 年生の Ｓ１

②留学中の学
籍：

2019 年 1 月～ 2019 年 4 月

④留学後の授
業履修：

2019 年 修士2 年生の Ｓ２

⑤就職活動の
時期：

2019 年 修士2 年生の 6 月頃に

30 単位

0 単位

0 単位
⑦入学・卒業／
修了（予定）時
期：

2017 年 9 月入学 2019 年 9
月卒業／修
了

2 年 0 ヶ月間

卒業・修了後の就職（希望）先：

留学前の取得単位

留学先で取得し、本学で単位認定申請を行う
単位

留学後の取得（予定）単位

⑧本学入学から卒業／修了までの期
間：

⑨留学時期を決めた理由：

年時に出発

⑥本学での単位
数：

学期から履修開始

工学系交換留学

2019　年　6　月　21　日

学期まで履修

修士2

派遣先大学の概要

香港理工大学

東京大学　海外留学・国際交流プログラム報告書（３ヶ月以上１年未満）

Because it was the last semester that I can study abroad.

留学の準備

Check your visa for Hong Kong. If you are Chinese, you will also need a ID card from Chinese government.

①留学先大学への入学手続き（手続きにあたってのアドバイスなど）

東京大学での所属学部・研
究科等：

工学系研究科

参加プログラム：

留学

One of the best university in Hong Kong. Famous for Real Estate.

留学した動機

I haven't been to Hong Kong yet and I thought it was a wonderful chance to see Hong Kong at the last year of
my semester.

留学の時期など

③留学期間等：

行った

7. その他（　　　　　　　　　　）

1. 研究職

3. 公務員

5. 民間企業（業界： 金融     ）　

2. 専門職（医師・法曹・会計士等）

4. 非営利団体

6. 起業
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単位数
単位認定
の申請

単位
数

単位認定の
申請

2

2

②留学中の学習・研究の概要（授業・予習・復習のスタイル、印象に残っている授業等）

There will be a lot of case study. The project should be finished in groups. Just like case study classes in
Utokyo.

③１学期あたりの履修科目・単位数、週あたりの学習・研究時間（授業時間・授業以外の学習時間）など

Property law

Real Estate Case

For one week, one class will take 2 hours in lesson, and another 3-4 hours for project and self study.

④学習・研究面でのアドバイス

Talk with professors when feel something is difficult. They will help you.

授業科目名 授業科目名

海外旅行傷害保険に参加した。

⑤留学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）

I have sent an application letter and talk with professor.

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）

1 month

⑥語学関係の準備（出発前の語学レベル・語学学習等）

Toefl should be higher than 80.

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

Only English will be enough to stay in Hong Kong.

学習・研究について

①履修した授業科目のリスト（授業を履修した場合）
※そのうち、帰国後東京大学で単位認定の申請を行ったもの（又は行う予定のもの）に●をつけてください。

③医療関係の準備（出発前の健康診断、常備薬、予防接種等）

Have a health check will be better. But not compulsive.

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）
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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）

I often go to gym and hang out with my friends live in Hong Kong. It's also convinient to go to Shenzhen.

派遣先大学の環境について

①留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）

Although they didn't give too much help on living, they do help a lot in study.

②大学の設備（図書館・スポーツ施設・食堂・PC環境等）

Everything inside school is good. Just like in Utokyo.

④留学に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）

I think 50,000 yen will be ok if you don't eat too much outside.

150,000 for one month will be enough.

・毎月の生活費とその内訳

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）

I dind't get any sponsership.

It's super expensive to live in Hong Kong. Commonly it takes 80000 yen one month for a share room. Need to
prepare for it and look for a good place to stay.

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）

Just like in Japan, public transportation is mainly based on trains and buses. Taxi is a little bit cheaper than
Japan, but you need to pay the tips.

Everything you feel uncomfortable can talk with your school.

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）

・留学に要した費用総額とその内訳

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）

⑤語学面での苦労・アドバイス等

Because I can speak both Chinese and English so it is fine in Hong Kong.
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③今後留学を考えている学生へのメッセージ・アドバイス

If you would like to experience something new in a new country and you are interested in finance, it will be a
good choice to stay in Hong Kong.

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

Google

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。

留学を振り返って

①留学の意義、留学を通じて成長したこと、その他留学を通じての所感

I think it is a wonderful experience to stay in abroad alone. Because I have used to it, I think it’s nice to see
new place and meet new people. For me, I have known a lot of new friends who work in financial industry and
it's the most important point for me.

②留学後の予定

I will finish my master in Utokyo and may be think about working abroad.

①（就職活動を既に行った場合）留学が就職活動に与えた影響、メリット・デメリットなど

留学と就職活動について

It also gives a chance to find a job in Hong Kong.

②（今後就職活動を行う場合）留学が就職に対する考え方に与えた影響

I think I will have something more to say about my experience.

③留学中の就職活動への対策など（もしあれば）

6. 起業（分野：　　　　　　　　）　　　

7. その他（　　　　　　　　　）

5. 民間企業（企業名又は業界：　　　　　　）　

1. 研究職

2. 専門職（法曹・医師・会計士等）（職名：　 　　）

3. 公的機関（機関名：　　　　）

4. 非営利団体（団体名又は分野：　　　　　）　

④就職が決まっている場合は、差し支えない範囲で就職先をお知らせください
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