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山西大学（中国）春季言語文化研修 

本研修は本学協定校である山西大学において、立教生のために実施される研修です。本学と山

西大学の交流促進のために、中国語や中国の文化に興味がある学生を対象に下記の通り参加学生

を募集します。中国語研修を通して中国語運用能力向上をはかり、また実際の中国を自分の目で

確かめ、中国の文化・歴史に対する理解をさらに深めてください。 

 

山西大学 

山西大学は 1902年に山西省太原市侯家巷で「山西大学堂」として

創設された、中国で最も早い時期に誕生した国立大学の一つです。 

学生数は約 30,000人（学部生：約 23000人、大学院生：約 7500

人）、専任教員数 2015人。 

国際化にも力を入れており、アメリカ、日本、韓国、フランス、ドイツ等、約 69の大学・教育

機関と交流協定を締結しています。本学との協定締結は 1985年です。 

 

◆研修概要 

日程 
2020年 2月 23日（日）～3月 15日（日） 

（2月 23日 羽田発、3月 15日 羽田着） 

研修実施校 山西大学（中国）※本学協定校 http://www.sxu.edu.cn/ 

募集人数 15名（最少催行人数：10名） 

 

 

 

 

研修費用 

*金額が入っている

ものは現時点での見

積額のため、今後変

更になる可能性があ

ります。 

授業料 協定校関係により免除（授業料・登録料・教材費） 

宿泊費 協定校関係により免除 

食費・生活費 自己負担（参考：1元＝約 15.09円 2019年 9月現在） 

課外活動費 研修として組み込まれている課外活動は協定校関係により

免除。ただし、個人的に参加する活動は自己負担 

海外旅行保険 大学が指定する海外旅行保険に加入（必須） 

約 10,000円（予定） 

＊加入する保険の詳細は、オリエンテーション時に通知します。 

航空券 往路復路とも飛行機指定（団体行動） 

約 120,000円（予定） 

＊空港使用税・燃油サーチャージも含みます。 

＊全員が同じ便で移動。大学指定の旅行会社を通じて手配しま

す。個人による手配は不可。 

ビザ代金 約 12,000円（予定） 

＊大学指定の旅行会社を通じてビザ申請手続きを行います。上記

金額にはビザ代行申請費用も含みます。 

Wi-Fiレンタル 約 23,000円（予定）＊大学指定の会社を通して予約 

＊4G回線 500MBで計上。VPN接続は各自スマホで設定。 

宿泊先 山西大学指定の留学生宿舎（2名 1室（予定）） 

※上記費用は目安で、若干の増減がありますのでご了承ください。 
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◆研修内容 

授業内容 

「精读」「听力」「会话」「阅读」（必修） 

＊上記のほかに、「二胡」「书法」「学生交流会」などの科目が開講予定です（内容

は変更になる場合があります）。 

クラス編成 
到着後に行われるクラス分けテストにより、初級零地点・初級・中

級・高級のいずれかのクラスに参加（3～4クラスに分かれます） 

単位等 
立教大学において単位認定は行わない 

＊成績表と修了証は山西大学より発行されます。 

 

参考：昨年度ベースのスケジュールベース 

日 月 火 水 木 金 土 

2/23 

羽田→太原 

2/24 2/25 2/26  2/27 2/28 2/29 

世界遺産等 

見学 

＜立教生のみの授業＞ 

午前：授業  午後：文化講座など 

3/1 

世界遺産等 

見学 

3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 

世界遺産等 

見学 

＜他国からの学生との混合班での授業＞ 

午前：授業  午後：文化講座など 

3/8 

世界遺産等 

見学 

3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 自由行動 

3/15(日) 

太原→羽田 

＜他国からの学生との混合班での授業＞ 

午前：授業  午後：文化講座など 

※2019年度の詳細は 10月中旬ごろに決定する予定。 

 

◆申込・選考方法 

申込資格 

以下の条件を全て満たす者 

（１） 立教大学に在学中の者（休学中の者は申込不可） 

（２） 中国や中国語に興味のある者 

（３） オリエンテーションも含め、全期間参加可能な者 

（４） 健康面において海外で生活する上で問題が無い者 

（持病がある場合は、かかりつけの医者の了解を得ること） 

申込方法 

別紙「山西大学春季言語文化研修申込書」に必要事項を記入の上、そ

の他の申込書類と合わせて、所定の期間に国際センターに提出（「申込

書類」「選考スケジュール」の欄参照） 

申込書類 

（１）山西大学春季言語文化研修申込書 

（２）成績証明書（和文） ＊2019年度春学期までの成績が記載されたもの 

（３）漢語水平考試（HSK）成績報告書もしくは中国語検定試験合格

通知のコピー ＊（３）は取得している学生のみ提出 

選考方法 応募者の多少に関わらず、申込書類による選考を行う。 

申込期間 

申込提出期間：2019年 10月 10日（木）～10月 22日（火）17：00 

提出場所：国際センター（池袋・新座） 

＊開室時間 平日 9：00～17：00／土曜日 9：00～12：30 
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結果発表 
2019年 11月 15日（金）14：30  

発表場所：国際センター掲示板（池袋・新座） 

オリエンテーション 

※参加必須 

※欠席の場合は、参加取

り消しになります。 

※場所は選考結果と合わ

せて発表します。 

※池袋・新座同時中継 

 

オリエン 

テーション 
日程 時間 

第１回 2019年 11月 20日（水） 19：00 

～ 

20：30 

第２回 2019年 12月 2日（火） 

危機管理 2020年 1月 10日（金） 

第３回 2020年 2月上旬 ＊日時は参加者に個別連絡します 

 

◆その他 

参加決定後の手続 参加決定後、パスポート未取得の者は、必ず申込書類の通りの氏名で

パスポートを申請してください。 

 

◆申し込みに際しての注意事項 

１．本研修は「旅行」ではなく「語学研修」と「異文化理解」を目的としたものであり、学生個人の自発的選択

と責任において行われるものである。また、オリエンテーションや説明会など全てに参加する必要がある。この

点をきちんと理解した上で申し込むこと。 

２．参加申し込みにあたっては、必ず保証人の同意を得ること。 

３．心身の健康に不安のある者、現在治療中で医者から海外への渡航を禁じられている者は参加できない。 

４．本研修は全員が同一日程で参加するものであり、渡航期間の変更や指定の宿泊施設の変更はできない。 

５．オリエンテーション期間も含み、研修中、通院または入院の必要が生じた場合や肉体的・精神的な理由によ

り研修の継続が困難となった場合は、国際センターと本人・保証人の相談により、継続の可否を判断する。状況

によっては参加費の払い戻しが行われない場合もある。 

６．滞在中はその国の文化や習慣を受け入れること。また、現地大学担当者および関係者からの指示に従うこ

と。自分で解決できるものは現地の担当者に相談し解決すること。 

７．大学の寮はホテルではないので過度の期待をしないこと。 

８．本学が指定する海外旅行保険に加入すること。 

９．本研修には添乗員や引率者は同行しない。 

10．レートの変動による費用の上昇、航空機の延着などの不測の事態により、費用を追加徴収する場合がある。 

11．病気等により出発もしくは帰国の日程を変更する場合、航空券の新規購入（または変更）が必要になること

があるが、手続き等は全て本研修の航空券を手配する旅行会社を通じて行う。また、新規購入（または変更）に

よる変更手数料、違約金が発生した場合は全て自己負担となる。 

12．原則としてキャンセル不可とする。やむを得ない事由（病気など）によりキャンセルする場合も時期に応じ

てキャンセル料が発生する。 

13．山西大学および近隣は点字ブロックが一切なく、エレベーターやスロープの整備が進んでおらず、車止めや

段差がいたるところにあり、バリアフリーが一切されていない。 
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◆よくある Q&A 

Q1：中国語の学習経験がなくても申込みできますか？ 

A1：申込みは可能です。現地の授業レベルは 4段階に分けられますが、最も下のクラスである初級Ａ班で

も、中国語学習歴が全くないと授業についていくのが難しいです。また、大学の近隣に飲食店は、英

語はほぼ通じませんので、渡航前の中国語の学習が必要です。 

Q2：個人で航空券を手配しても良いですか？ 

A2：個人での手配は認めません。参加者は全員一緒に日本を出発し、帰国します。 

Q3：海外渡航経験がありませんが大丈夫ですか？ 

A3：大丈夫です。過去にも、本研修が初めての海外という方もいました。また、山西大学には立教大学へ

の留学経験者が多くいます。空港の乗り継ぎでは立教大学中国オフィスのスタッフのサポートがあ

り、現地到着後 3日程度は中国オフィスのスタッフがサポートします。 

Q4：追試験が発生してしまったらどうしたらよいですか？ 

A4：下記＜（重要）追試験の実施期間と海外留学研修の日程が重複する場合について＞と履修要項の「追

試験」に関する該当ページを必ず確認した上で、必ず教務事務センターに相談してください。 

 

◆山西省の季候とネット環境 

山西省太原 2・3月の気候 平均最高気温： 11.5℃ 平均最低気温：－2℃ 

ネット環境：使えないもの Google、Facebook、Twitter、LINE (LINEは Androidユーザーは利用可) 

 

＜（重要）追試験の実施期間と海外留学研修の日程が重複する場合について＞ 

＊追試験受験申請者が参加する海外留学研修（本学が開催するものに限る）の日程が追試験実施

期間と重複する場合は、追試験受験申請時に申し出ること。 

＊追試験受験申請者が参加する海外留学研修（本学が開催するものに限る）のすべての日程が追

試験実施期間と重複する場合は、追試験受験上の特別措置（レポート試験での受験）の希望を

申し出ることができる。ただし、特別措置の許可も審査の対象とする。審査の結果について

は、追試験の対象者・試験方法・時間割発表で確認すること。 

＊本特別措置の希望を申し出る場合は、提出する追試験受験申請書の所定の欄に必要事項を記入

すること。なお、希望の申し出は追試験受験申請書の提出時のみ可能とする。提出後の申し出

は認められないので、注意すること。提出時に申し出がなかった場合は、いかなる場合でも本

特別措置の対象とはならない。 

＊特別措置（レポート試験での受験）が許可された場合、代理人による提出を認める。提出時の

注意事項については、履修要項の「追試験」に関する該当ページを必ず確認すること。なお、

追試験において定められたレポート提出期間以外での提出は一切認められない。 

 

＜個人情報の取り扱い＞ 

立教大学では、個人情報の取り扱いについて「立教大学における個人情報の取り扱いについて」で定め、適切な

取り扱いに務めています。そのうち「国際センターの個人情報の取り扱いについて」は、立教大学 HPまたは国

際センターでご確認ください。 

なお、この研修参加のために収集した個人情報は、研修実施のために必要な範囲で山西大学および本研修の往復

航空券を手配する旅行会社、海外旅行保険を取り扱う立教企画に提供されます。 


