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SS プログラム参加者 9 名 (江南大学 中国江蘇省無錫市) 

 

江南大学日本語科 3 年  田 苗  TIAN MIAO 

 

 今度の訪日活動は短かったですが、とても楽しかったです。いろいろいい勉強になりました。 

 なぜこのプログラムに参加したかと言うと、私は実際の日本を自分の目で見てみたいからです。私は

ほかの学生と違って、中学校から、英語の代わりにずっと日本語を勉強してきました。日本語が大好き

ですから、大学に入っても、日本語を専攻しています。それなのに、この前は受験勉強に追われたとか、

時間の関係とかの原因で、日本に行ったことは一度もありませんでした。一人で日本に行くのは心細く

て、とても行けませんが、学校の先生や同級生たちと一緒に行けば、とても心強く感じます。前前から

ずっと日本に行きたくて、今度こそこの願いをかなえました。日本に行ってみて、本当によかったと思

います。 

 今度はいろいろなところを見学してきました。 

まずは横浜国立大学に行きました。校庭の中は木が多くて、緑でいっぱいで、とてもきれいな大学と思

います。一番印象に残っているのは図書館です。図書館の中はとても静かで、学生がみんなまじめに勉

強しています。書棚に各種類の本が揃っていて、コンピューターも多いです。コンピューターを利用し

て、勉強する生徒のほうが多いようです。もし、疲れたら、一階に喫茶店のようなショップがあって、

一休みできます。雰囲気が良くて、とてもいい感じです。 

 学校の食堂にしては、作られた料理は見た目がよかっただけではなくて、味もとてもよかったです。

値段もそれほど高くありませんでした。 

 横浜国立大学の学生との交流が楽しかったです。日本のこと、いろいろ紹介してくれました。日本の

交通が非常に発達していることとか、大学生が学校に住まないで、自分で住むところを探すこととか、

ほかにもたくさんあります。 

 学校で「孫文を支えた日本人 辛亥革命と梅屋庄吉」というドキュメンタリーを見ました。それに留

日広東会館での「孫文と横浜華僑」の展示も見学しました。それを通して、今まで知らなかったことも

分かりました。私は文科の学生ですから、中国の歴史を勉強していました。辛亥革命は中国にとって、

非常に大事な革命です。辛亥革命の各方面を勉強したつもりでしたが、孫文を支えた日本人を知りませ

んでした。いい勉強になりました。 

 また、学校で地震発生時の避難訓練をして、私たちも参加しました。日本は地震大国ですが、普段、

こういう避難訓練などを練習しているから、この前の東日本大震災もちゃんと乗り越えられるでしょう。 

学校が終わって、吉田拓真という日本人の学生が私たちを家で招待してくれました。お好み焼きを作っ

てくれて、みんなもチャレンジして、自分で作りました。吉田さんの家がちょっと小さかったですが、

必要なものが全部そろっています。一人暮らしには、もう十分だと思います。私たちは料理を作ったり、

食べたり、おしゃべりをしたりしました。それから、いっぱい写真を撮って、いい思い出になりました。 

 次は、川崎市高津区新作にある川崎市橘処理センターを見学しました。ゴミをどのように分類するか、

いつ、どんなゴミを出すか、よく分かりました。処理センターの機械はとても複雑に見えました。従業

員は機械を操作して、ゴミをどのように処理したかを見せてくれました。それを見て、ゴミの処理も大

変だなあと思いました。しかし、そのおかげで、日本はこんなにきれいになれるのではないでしょうか。 



 そして、NHK 放送センターを見学しました。私の思うより、ずっとおもしろかったです。 

 アニメの制作もあれば、大河ドラマの道具もあります。生放送も見ました。子供でも分かりやすいよ

うに、いろいろおもしろい質問を作りました。日常生活に役立つ質問もたくさんあります。あまり時間

がありませんから、ちゃんと答えが見られませんでした。 

 氷川丸を見学しました。第二次世界戦争をたってから、幸いに残った船です。とても立派に見えまし

た。船の中に入って、回ってみました。すると、この船に乗った人はきっと心地よく感じただろうと思

いました。海風に当たって、海を眺めて、とてもいい気持になりました。こんなきれいな海を見るのも

初めてですから、うれしかったです。 

 国立国会図書館、国会議事堂、霞が関、皇居などを見学したかったですが、予約が取れなかったから、

外を見学しただけで、中へ入れませんでした。ちょっと残念でした。 

 東京大学教養学部の「駒場祭」を見学しました。テレビドラマの中の感じでした。学生がみんな盛り

上がっていました。バンドとか、ダンスとか、食べものとか、すべては心をこめて、やっていたように

感じます。さすが東大生だけのことはあって、頭がいいだけではなくて、ほかに上手なこともたくさん

あります。 

 明治神宮にも行きました。菊の花がきれいでした。そこで、たまたま日本の伝統的な結婚式を見たり、

七五三の日で、和服を着ている男の子と女の子を見かけたりしました。ほんとうにラッキだと思いまし

た。 

 それから、鎌倉へ行って、円覚寺と建長寺を見学しました。町から離れた場所にあって、空が一層青

く見えました。この寺の歴史も聞きました。後は江ノ島へ行きました。そこの展望台からいい景色が見

えました。雲の中の富士山まで見えました。夕方になって、夕日の下の富士山がもっときれいに見えま

した。 

 今度は時間がきつかったので、いろいろなところをまわっただけでした。もうちょっとゆっくり見学

したかったです。日常生活からみれば、日本人の礼儀正しさが私たちの学ぶべきところです。道の両側

にゴミ箱がないのに、道をこんなにきれいに保っているのは日本人一人一人の努力があるからです。私

たちもそういう自覚を持って、町をきれいにするべきです。 

 もし、機会があったら、もう一度日本へ行きたいです。今度は関西地方へ行ってみたいです。日本の

違った風俗習慣を自分の目で確かめたいと思います。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  張 麗娜  ZHANG LINA 

 

前書き 

 言語は鏡のように、その国の多面を反映すると言われている。ある言語を身に着けたいなら、その国

の文化を深く理解しなければならない。日本語を二年間ぐらい学んできたけれど、それは、ただ本やイ

ンターネットから日本のことを理解することだけであった。私はずっと前からぜひ一度日本に行って、

この身でその国を感じたいなと思っていた。そして、今年その願いがようやく訪れた。研修は、きっと

中国を見直す機会となり、自分の見識を広げるチャンスになると思い、このプログラムに参加すること

を決意した。 

 以下は、私の個人的感想と考えである。ご批評、ご指摘をお願いします。 

 



私が目にした日本 

 日本の土を踏んだ時、周りにある多くの漢字を見て、親近感を覚えた。異国なのに、疎い感じがしな

いのは本当に不思議だと思った。行き交う日本人の姿から人々の生活の息吹が伝わってくるようで、ド

ラマや写真で見たことのある日本の姿と重なり合った。 

 

一．人と自然の調和のとれた日本 

 帰国して、クラスメートと日本での体験を分かち合う時、必ず触れるのは日本の環境が良いというこ

とである。日本の空はとても青く、澄んでいて、煙突から黒い煙が出る光景は見当たらない。都市でも

木が生い茂っており、多くの芝生がある。芝生は入念に整備されており、その上、人が踏んで出来た「道」

も無い。田舎の環境もとても良く、砂埃が舞う場所は基本的に見受けられない。また、カラスなどの鳥

が、人を恐れるようなこともなく、悠然と飛ぶ姿は、人と共存しているかのようにみえた。 

 人と自然の調和を取れるのは、日本人の環境保護と資源節約の意識が強いからだろう。ゴミの分別は

外国人の私から見れば甚だ面倒臭い。たとえば、ペットボトルを捨てるは捨てるのではなく、リサイク

ルの対象になっている。リサイクルするために、ふたを取り、プラスチック製の包装も引き裂いて、ボ

トルの中の液体をきれいに洗う必要がある。大変ではあるが、その細かな作業ひとつに、環境保護と資

源節約の理念と習慣が、もう日本人の日常生活に浸み込んでいることが窺い知れる。 

 

二．国民素養の高い日本 

 日本人の素養の高さは、他にもさまざまな場面で感じられる。たとえば、日本人はエスカレーターに

乗るとき、必ず右側に立って、左側に急いでいる人のためのスペースを作る。いくら急いでも、赤信号

を無視して、道を横断することはしない。そして、道端でゴミ箱を見かけることはほとんど無かったに

もかかわらず、路上にゴミが落ちていないのである。逆に、中国では至るところにゴミ箱が設置されて

いるが、日本ほどきれいではない。 

 日本人は全体的に見て、とても礼儀が正しい。日本で人に道を尋ねると、その礼儀の正しさにむしろ

自分が気まずくなってしまう程である。店の従業員は、いつも微笑んで親切である。買い物をする際に

は、店員の方が商品を持ってくれ、きちんと包装をしてくれてから支払いをする。これらの出来事がと

ても印象に残った。中国の国民素養は高まりつつあるが、先進国としての日本と比較すると、まだ差が

大きいと認めざるを得ない。 

 

三．科学技術が高度に発展している日本 

 科学技術は、交通や娯楽など日本社会の各方面に利用されている。その科学技術の高度さに感心せず

にはいられない。日本の鉄道ダイヤは世界一の正確さを誇り、それは技術力の高さを証明している。 

 しかし、日本人は科学がもたらす恩恵に過度に依存しているようにも思える。たとえば、日本では自

動販売機をどこに行っても目にすることができる。当然ながら、自動販売機を稼動するには、二十四時

間電気を提供しなければならず、そのために消費されるエネルギーの量は膨大だろう。恐らく、日本人

は自動販売機の便利さに慣れてしまっているので、もし自動販売機の数が少なくなると、大変不便に思

うであろう。節電の意識が強い分、大量に電力を消費することには目を背けているのかもしれない。一

方、中国では自動販売機はあまり普及していないが、多くの人は何か不便を感じることもなく、毎日の

生活を過ごしている。中国人の私としては、本当にそんなに多くの自動販売機を設置する必要があるか

と疑問に思った。 



 科学技術が人間に与える影響力を考えると、時に脅威さえ感じる。日本のように、科学技術が発達す

れば発達するほど、それを受ける影響は顕著であろう。人間は科学に「かわいがられる」と言えるかも

しれない。今後どのように科学技術の影響と応対していくのかは、世界各国が直面する課題だと思う。 

 

四．伝統文化をよく保つ日本 

 日本の伝統文化に対する意識は強く、今日に受け継がれている。町中で着物を着る婦人、日用品や食

品に至るまで伝統を感じられるものが多くある。明治神宮で、日本の伝統的な結婚式を見た。白無垢を

まとった花嫁は、厳かな雰囲気を醸し出し、その伝統的な結婚式の美しさに心を打たれた。 

 伝統文化の伝承は、若者にも引き継がれているようだ。東京大学の「駒場祭」で、華道や茶道や落語

など日本の伝統文化の展示も鑑賞した。学生たちの伝統文化に熱中する姿に感心した。うちの大学もい

ろいろなクラブがあり、クラブ活動が盛んであるが、残念ながら伝統文化についてのクラブは少ない。 

 

五．付き合える日本 

 滞在中、横浜国立大学の先生方と学生たちには、とても親切にして頂いた。言葉や国境を越え、海を

渡って出会った彼らとの交流は本当に貴重な体験であった。僅か九日間のショートステイではったけれ

ど、日本の魅力にひきつけられた。日本は人に好感を持たれやすい国だと思った。 

 確かに、中国と日本とは歴史認識や現実上の問題があるのは否定しようがない。また、相互の交流が

少なくて、マスコミがマイナス面を大量に流布し続けた結果、近年来、両国民、特に青年たちの間では、

相互に嫌悪の感情が日々増幅しているようにも見える。しかし、両国にはそれぞれの輝くところがある。

「一衣帯水」の隣国として、多くの利害を共有する両国が、協力し合い平和的に共存しなければならな

い。 

 

まとめ 

 今回の研修を通して、得たもっとも大きい成果は、新しい自分を発見したことである。以前の私は、

ただ日本語をしっかり身に着けて、卒業したら、良い仕事に就きたいという現実的な考だけえを抱いて

いた。しかし、日本に行って、私たちが学ぶべきところを発見した。将来、村田先生たちのように、自

分も日本と中国の文化交流のために貢献することができれば有難いと思うようになった。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  龔 穎  GONG YING 

 

 日本に行きたいという思いは昔からの夢だった。小さい頃から日本のアニメとドラマを見続けて、日

本のことを少しずつ了理解し、憧れてきた。今回はまるで運命の出会いの様だった。横浜国大には、私

達に日本へ行くチャンスを下さり、其の上、奨学金までいただいて、心から感謝している。 

 初日、日本に向う時、２時間半のフライングトリップ、また一時間半ぐらいの電車、梶ヶ谷留学生会

館に着いた。日本の交通施設はすごく発達だ。どこでも道路を整備している。一番驚いたのは日本の新

幹線だった。新幹線を利用して、早く快適に移動できる。また、運行回数もすごく多い。多くても、乗

り換えの時、面倒は感じられない。また、日本人はしっかり交通ルールを守っている。赤信号の時、交

差点に突入することが一回も見えなかった。運転手は通行人に道を譲ることも中国人の私にとって不思

議だった。運転手は手を振って、道を譲ってくれたことが何回でもあった。日本人の素質が本当に高い



と思う。 

 翌日の朝、横浜国大を見学した。公園みたいで立派な、きれいな学校だった。図書館には本がたくさ

んあって、学生は静かに勉強したり、本を読んだり、コンピューターでインフォーメーションを探した

りしていた。学習の雰囲気はすごく濃いと思う。放課後、学校は賑やかになった。男の子四、五人は天

台で御飯をしたり、話したりして、楽しそうだ。校舎を見渡すと、明かりがまだ灯っている教室もある。

窓の外から見えるのは、勉強を頑張っている学生達の姿だ。授業とは別に、放課後の時間を使って、自

主的に勉強している学生達。横浜国大の放課後から見えてくるのは、勉強に部活にと励む、学生達の生

き生きとした姿だ。非常に感心した。実は東大の学園祭にも行った。学園祭は学生たちが店を出し、皆

好きな料理や、デザート、お菓子とか作って学校の先生や学生たちに売ったりして、コンサートを開き、

無料映画、音楽会などすごく賑やかだった。 

 火曜日の日、渋谷に行った。横浜国大の留学生の王小凡さん達と久しぶりに会った。彼女達は私達を

案内してくれた。まず、ＮＨＫを見学した。放送センターの大きな建物と敷地の規模に驚きながら博覧

会を見るような楽しさを味わった。館内は、NHK の番組関連の展示のほかに、音響あわせ体験、体験

スタジオ、時代劇スタジオなどがある。少人数ずつで体験するものがほとんどなので、どこも人が並ん

でいた。アフレコ体験や、実際にニュースの原稿を読む体験スタジオなどここでしかできないものが多

いとおもう。とてもいい経験だと思った。 

 NHK の見学終了後、代々木公園を通って明治神宮に行った。景色は相変わらずきれいで、青空、道

路両側の並木の葉は赤くなっていて、見ると何となく平和な気分になりホッとした。明治神宮は南参道

入口の鳥居から入った。やはりここは凄い存在感がある。ほかの神社とは少し違う感じ。すごく日本ら

しい神社で、もうここは本物の日本だと確信した。 

 沿道に木々の生い茂る参道を進むと、明治神宮文化館という建物がある。ベンチに座り、神殿のほう

を見ながら座っていると、外国からの観光客が多く、物珍しげに写真を撮っていた。 

 明治神宮を通り抜け、新宿まで歩いた。銀座にも行った。銀座は、高級な街、洗練された大人の街と

いうイメージが強くある。実渋谷のある道は流行の前線と呼ばれ、若者の天国のようだ。新宿も、銀座

も、渋谷もみんな垢抜けて、賑やかな町だと思う。 

 中華街の見学は非常に面白かった。外国で自国の風俗を見、この近親感と異国文化と混在していると

いう新鮮感。そういう微妙なバランスは言葉でうまく説明できないが、中華料理がどのぐらい人気があ

ることかよくわかった。また、辛亥革命記念館を見、辛亥革命 100 周年記念シンポジウムに参加して、

「孫文を支えた日本人 辛亥革命と梅屋庄吉」というビデオを見てから、日本人と中国人は昔から仲良く、

お互いの文化と歴史を尊重してきて、共存していたこともわかった。其の反面、悲惨な戦争の歴史も有

った。歴史は変われるものではない、忘れてはいけない。だから両国の国民は歴史を正しく取り扱うこ

とは一番重要だと思う。今複雑な国際形勢を背景として、お互いのことを理解しあって、前に進むべき

だ。 

 翌日、鎌倉に行った。鎌倉は都心に近いのにお寺など古い建物がたくさん残っていて、見事な彫刻が

施された社殿に大変感心した。途中、樹齢 1000 年以上と言われる大銀杏にも出会った。そして、鎌倉

五山の第 1 位の建長寺に行った。普通禅寺の本尊は釈迦如来像が多いが、建長寺の仏殿に祀られている

本尊は処刑されて苦しむ人々の魂を慰めるために地蔵菩薩増になっている。見たらちょっと驚いた。 

 しかし、鎌倉と言えばやはり大仏様ではないか。一般に鎌倉大仏と呼ばれているが、正式には阿弥陀

如来坐像といい、鎌倉県下で国宝に指定されている唯一の仏像でもある。今でこそ青銅色をしているが、

完成当初は全身金箔を施した華麗な姿だったそうだ。といっても、青銅色の大仏もすごく立派で、仏の



威厳が感じられると思う。 

 午後、江ノ島に行った。そこは先の鎌倉とぜんぜん違う感じだった。江ノ島の一番高いところ、展望

台に登って、夕焼け、海風、船舶、青空、白鳥。忘れられないぐらいいい景色だった。富士山まで見え

た。気持ちがぱっと明るくになった。 

 実は一番印象に残ったのはやはり日本人の環境保護の意識だ。そういう意識を強く持っていて、日常

生活のささいなことも気をつけてる。中国人として、私は本当に感心させられた。日本人と比べ、する

べきことはまだまだ多い。 

 ゴミ処理の問題については、日本はどの家庭でも規則どおりに行動するそうだ。それは、ゴミを分け

ておいて、指定された曜日に出すことになっている。ゴミは普通古い新聞・空き瓶・プラチックなどい

くつかの種類に分かれてる。臭いもなくて、とてもきれいだ。大人だけでなく、子供たちはその分け方

もはっきり分かるのだ。小さいころから、環境保護意識がついているというわけだ。中国では、ゴミ処

理の問題がだいぶ深刻化になった。ゴミを回収する意識を持つ人も少なく、関連する法律もない。みん

なゴミを分けずには、そのまま外に出してしまう。すると、ゴミ捨て場は汚くなってくる。逆に、中国

より日本の処理場のほうがずっときれいだ。私たちは橘というごみ処理場を見学した。心から感心した。

それに、日本のどのごみ処理場でも分けられたゴミは大きな網で覆われて、周囲に悪い影響はすこしも

ないらしい。リサイクルの技術も非常に発達しているらしい。都会から離れた町でもそのように忠実に

行動すると聞いた。私は 初日本に来て、本当に慣れなくて、買い物するときごみが出てきたが、ごみ

箱は見つからなかった。どうしようと迷っていたところ、日本の友人に自分でごみを持って帰るように

いわれた。日本の皆さんはゴミ処理分別をはじめ，いい環境を守ることに力を尽くしていることに驚い

た。 

 楽しい時間はいつもあっという間に終わってしまう。今度の見学は本当にいい勉強になった。日本は

同じアジアで同じ色の肌、同じ漢字を使っている中国と永遠に縁が切れない。両国の人たちが、お互い

の国を理解する努力をしたらきっと今よりも両国の関係がよくなれるし、両国の発展した未来も開けて

くると思う。無論政治家の努力も重要だが、なによりも、国民たちの努力も必要だと思う。平凡な国民

一人一人の努力が集まって、新しい中日関係が開けると思う。私も帰国したら、私の体験した日本につ

いて、友達に伝えるよう努力するつもりだ。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  謝 健萍  XIE JIANPING 

 

日本の印象 

 今回の九日にわたる日本での研修は横浜国立大学の先生方、学生たちのおかげで円満に終わった。初

めて日本に来て、身近に日本人の生活を体験して、いろいろな美しい思い出が印象に残った。日本への

印象も新たにした。 

 日本は本当にクリーンな国だ。道路の両側にはゴミ箱がほとんど見当らなかったが、何処にもゴミも

全然見えなかった。清掃員の姿は一度も見たことがなかった。日本ではゴミを出す方法はとても複雑で、

特に外国留学生にとって捨てるのに苦労すると聞いていたが、いくら分類して捨てても、ゴミが出たら、

環境を悪くするに決まっているだろうと私は思っていた。やはり道路の両側にゴミ箱は設けられないの

は根本的にゴミの出す量を 小限にとどめるためだ。そして、ゴミを出す日もゴミの種類によって定め

られている。その厳しいゴミを出す方法が実施された 初、人々の日常生活に不便を起こすのは避けら



れなかったが、長年を経って日本人はもうそういう生活に慣れてきたから、自分からはできるだけゴミ

を出さないようにしているという原則が養われてきた。だから日本では、中国でのように歩きながら物

を食べる人はあまり見かけない。ゴミを捨てるところが少ないからかもしれないと思っている。食べて

も出したゴミを自分のかばんに入れて家に帰ってから分類して捨てるのです。それ以外に、駅のエスカ

レーターとか、観光地の施設とかは、毎日誰かが拭いたように埃はあまりついていない。道を走る車ま

で泥がついている車はほとんど見かけなかった。本当にクリーンな国だなあと感嘆させられた。 

 日本は環境の美しい国だ。その点について、一番印象に残ったのは日本の青空だ。空気があまり汚染

されていないから、毎日その美しい青空を見上げたら、気持ちはよくなるだろう。中国ではその様なき

れいな青空はめったに見えない。あまり汚染されていない田舎でも見えると言っても、毎日見える日本

とは比べ物にならないと思っている。それに、日本の道路の両側の樹木がきれいに剪定されているだけ

でなく、住宅の周りの植物も一定の形に整えられている。見るだけで芸術品を楽しめるような感じがす

る。日本の国土面積は狭いから、住宅はきちんど区画整理されている。空間を 大限に利用している様

だ。空は美しく、植物はきれいで、建物は立派で、乱れたところはあまり見えない。何れも整った様子

を見せている。本当に住みやすい美しい国だ。 

 日本は交通の便利な国だ。今回日本のバスに乗る機会はなかったのはちょっと残念だと思っているが、

電車と地下鉄から見れば、速くて正確だと思っている。日本のバスは中国のより少し小さくて、乗る人

もそれほど多くないようで中国のほど込んでいないようだ。しかし、朝と夜のラッシュアワーの時電車

は人でいっぱいで全然身動きもできなかった。だから、私たち一行の中で電車から降り損ねた人がいた。

幸いなことに、次の駅で降りて反対側の電車に乗ってすぐ戻ってきた。駅には乗車コースの看板が設け

られているから、帰る方法がすぐ分かる。日本の電車と中国のバス、地下鉄とは著しく違うところは日

本の電車の中についているテレビはただ画面を見せるだけで、広告の音は聞こえないところだ。それは

本当にいい事だと思っている。なぜかというと、車内のアナウンスがはっきり聞こえるのだ。地元の人

じゃなくても、行きたい所の名前をちゃんと聞けば行けると思う。それに、出口の上にその電車の運転

コースの地図もちゃんとついていれば、着く駅の名前も書いてある。そういう便利なところがあったの

で、御蔭で私たちは一度も迷子になったことはなかった。中国のバスの中にはテレビの中から流れてく

る広告の音と人々の騒ぎの音とがあいまって、車内アナウンスはあまり聞こえないので、特に外国人に

とって困ることが起こる恐れがある。中国人である私も中国のバス、地下鉄の中の広告の音はほんとに

騒音だと思っている。そのところはやはり日本を見習うべきだと思っている。 

 日本は本当に静かな国だ。電車の中では大きな声を出す人はほとんどいない。いると言っても、手で

口を遮って小さな声で電話をしているくらいだ。道を走っている車は渋滞の時にもクラクションを鳴ら

すことが少ない。信号ランプのついていない交差点でもいつも車が止まって、歩行者の私たちを先に通

させた。中国でのけたたましいクラクションの音は日本では一度も聞いたこともない。それに、横浜国

立大学の校庭も静かで、図書館の一階の喫茶店のような所もそれほど騒がしくない。だから、至る所カ

ラスの声もはっきり聞こえている。 

 日本の大学生の独立性は中国の学生より高い。日本の大学にはあまり寮がないから、大学生のほとん

どは学校の外のアパートに住んでいる。一人暮らしだから、洗濯や料理や部屋の片付けなど自分でやら

なければならない。自分の家に誘ってくれた吉田さんの部屋から見れば、彼の家事をする能力は私たち

の中の誰よりも高いに決まっている。それに、お好み焼きの材料の用意から、野菜の片付け、お好み焼

きを作る様子まで専門のコックのようで私は感心していた。料理に少し自信のある私もちょっと千切り

を試してみたが、やはり彼と比べ物にならないほど下手だった。もうひとつ印象に残ったのは東京大学



の駒場祭を見学した時、先生のような人の姿は全然見えなかったことだ。校庭の道の両側に建てられた

模擬店は全部学生たちが自分で作ったのだそうだ。ほとんどの模擬店は食べ物を作って売る模擬店だが、

それができたのは彼らの一人暮らしのおかげだろうと思っている。露天の模擬店以外に、室内の華道室、

茶道室、書道室、ゲーム室、折り紙室、メード喫茶店などいろいろな形式で自分の才能を存分に発揮し

ている。うちの学校は東大より面積も広く、学生数も多いが、ただ学生だけでそういう学園祭が行える

かどうかはまだ問題だろうとその時私はそう思っていた。ほかの才能は言うまでもなく、ただ料理ので

きる人はあまりいないと思っている。 後、日本の大学生は中国の学生よりもっと社会慣れしていると

思っている。一人暮らしとアルバイトをしているから、生活上自分で問題を解決する力が知らず知らず

についている。それに反して、中国の大学生は親に頼りすぎるから、親の援助がなくなったら、 初は

きっとどうすればいいか迷ってしまうと思っている。 

 日本人には親切な人が数多くいる。スーパーで物を買った時、よく聞こえたのは｢ごめんなさい｣と｢あ

りがとうございます｣。前の言葉は私のようなお客さんたちは私が道の邪魔になる時に言ったのだ。実は

私のせいなのに、自分は何も気づいていないうちに人に先に謝られたのは本当に恥ずかしいと思ってい

た。後のは店員さんたちが私を見た時に言ったのだ。飽きずに見るたびに言うのではなく、会計する時

も何度も言った。実は日本のどんな店に入っても、例えば、ラーメン屋や、薬局や、コンビにや、漫画

屋や、お菓子屋などに入ったら、店員さんはいつも親切に｢いらっしゃいませ｣とか、｢ありがとうござい

ます｣などと言って、感心させられた。どこの国のサービス業の人にとっても、｢お客様は神様になり｣

というのは原則として心がけているのだ。しかし、日本のサービスは世界中で 高なのだと言っても過

言でもないと思っている。中国でも人種差別、消費金額などによっては、違うサービスをしてくれる店

は多く有るには有るのだが。それに、横浜国立大学の先生方と学生たちは親切に話しかけてくれ、私た

ちの財布を思いやって安くておいしい食べのもを紹介してくれ、自分の家で料理を作るのに誘ってくれ

るなど、いろいろ親切にしてくれた。日本に来る前、日本で留学している先輩たちの話では日本の学生

はあまり外国人、特に中国人と付き合っていないそうだから、日本の学生は私たち中国人が嫌だったら、

どうしようと心配していたこともあった。やはりそれは必要のない心配だった。この間日本人は熱心に

辛亥革命の記念活動を行うということから、中日友好は両国人民の共同願望ということが分かった。や

はりあることは自分で経験してみないと、本当のことは何だか分からないだろう。 

 今回の短期交流は時間の制約が有って、日本の大学で授業を受ける機会がなくて、ちょっと残念だと

思っているが、日本の先生方と学生たちのおかげで、充実した毎日が送れてとても満足している。帰国

してから、もっとしっかり勉強しなければならないと思った。また機会があったら、ぜひもう一度日本

へ行ってゆっくり日本の魅力を楽しめたいと思っている。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  顧 夢黎  GU MENGLI 

 

 日本から帰ってもう二週間ぐらいたった。日本は本当に環境に恵まれ、礼儀正しい国だと思う。研修

時間が短かったが、いい経験だったと思う。では、わたしは日本での異文化体験を話す。 

今回のプログラムに応募したのは以下の理由があると思う。 

 一、実際の日本を自分の目で見たい。多様な価値観に触れて視野を広げたい。 

 二、もう二年以上日本語を勉強しているので、日本人と話すことができるかどうかチェックしたい。 

 三、本から習ったことはまだ少ないと思って日本の社会や文化に接してみたい。 



 四、専門を活かすために、語学力が磨きたい。 

 五、留学の可能性を探りたい。 

 今回のプログラムは私たち日本語科三年生の学生９人と教師二人は横浜国立大学へ行って一週間の学

習交流生活をすごした。今度のプログラムを通じて、日本に対する見方が大きく変わった。外国人とし

ての目で日本を見ると、わたしは毎日新しいことが発見できる。接触すれば接触するほど、さらに好き

になった。 

 日本に着いた 初の日、私は日本の青空に感動された。そんなきれいな空を見るのは初めてだった。

同じ空と言われるが、中国の空はそんな感じはしない。ちょっと残念だと思う。そしてわたしは何度も

空を見た後、面白いことを発見した。日本のカラスが多いことだった。初めて気づいたときただ偶然だ

と思った。ただし、これからの毎日、わたしは飛んでいるカラスが見えた。これはきっと偶然ではない

と分かった。日本人に聞いた後、日本ではカラスが普通だ。、神話によって日本人はカラスがいいと思う。

中国人のわたしにとっては新奇で不思議だ。 

 一週間の中で、横浜国立大学の村田先生はわたしたちを導いて横浜大学を紹介した。学校を見学して

から中国の大学とかなり違うと感じた。たとえば、図書館の一階は喫茶店が配置されることがあげられ

る。これは学生への関心の一つの表しだと思う。正直に言って、中国の大学はたくさんの点で日本の大

学に勉強すべきだと思う。学校見学の後は自由交流だった。実は日本人の学生と会う前、わたしはでき

るかなとずっと心配した。でも、日本人の学生たちと交流した後、心配が全部消えた。そして、わたし

の前の知っている印象とかなり違うのでちょっとびっくりした。皆友達みだいにわたしたちと挨拶した。

わからないとき、日本人の学生たちもゆっくり説明してくれた。中国に興味を持っている日本人も多い。

そして、ある日本人と交流してから、また一つのことを知った。あれは横浜国立大学二年生の下宿に行

ったことだ。彼の家で一緒にお好み焼きを作って食べた。みんな、飾らない気さくな人柄で、それが「あ

りのままの日本人」の姿なんだと感じた。ちっとも初対面の感じがしなかった。日本では大学に入って

からほとんどの学生が両親のそばから離れて一人暮らしになった。社会に入る前の準備として自分の力

で暮らすことにした。それは中国と相当違うと思う。彼らの自立に感心するとともに、もう三年生なの

に、まだ両親に頼って生活している自分に恥ずかしい。 

 学習交流以外の時間は、外国人としてのわたしたちが日本のこともっと了解するために、日本人の学

生たちはいろいろな町や遊覧地を案内してくれた。一週間なんだが、行ったところは多かった。渋谷、

浅草のような町や江ノ島、東京タワーなどの遊覧地を見学した。毎日たくさんの人があるが、路面上で

はごみがほとんどないことに感心した。この間、わたしたちは留日広東会館での「孫文と横浜華僑」の

展示を見学してまた孫文と梅屋庄吉に関するドキュメンタリーを見た。正直に言って、この前、わたし

は梅屋庄吉のことについてぜんぜん知らなかった。帰国してから彼のことを詳しく調べた。涙が出るほ

ど感動した。昔、あんな動乱の時代においてもあの二人は支えあう親友になれたから、平和の今におけ

る中日がきっといつか壁をつぶして新しい時代を迎えると信じる。 

 日本にいたとき、外出さえすれば、きっと電車を利用した。中国のバスと同じように、日本で一番利

用されるのは電車だ。「百聞は一見しかず」という俗語の言ったように、今回のプログラムを通じて日本

電車の便利さを体験した。まとめて言ったら二つあると思う。第一、一度行ったこともないところでも

電車の路線に従って到着できる。第二、乗り過ごしても向こうの電車に乗り換えて無料で前の駅に戻る

ことができる。それは乗客への思いやりだと思う。電車だけでなく、駅の内部設置もそんな感じを与え

る。私が行ったどこの駅でも全部コンビニーや保健室や新聞売り場などが付いて便利だ。サービスの点

から見ると、中国はまだ日本に及ばないと思う。 



 今回の日本の旅は毎日疲れても充実だった。その短い日々から、わたしはたくさん収穫した。特に命

への思いやりのことだ。それに、知らない国の人と交流するには、やっぱりお互いを知ることがもっと

も大事であることだと認識できた。中国と日本は昔から近隣だから、お互いに勉強し合って前に進むは

ずだと思う。これからはわたしはもっと頑張って日本語を活かして、将来は中国の日本大使館で働くよ

うな日本と関係のある機関や会社で仕事をしてみて中日友好を深める力になりたい。もしいいチャンス

があったら、もう一度日本に行って日本のそれぞれの地方文化を了解してみたい。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  蒋 含艶  JIANG HANYAN 

 

 いいチャンスに恵まれて、今回の横浜国立大学短期交流活動に参加した。この一週間あまりのまとめ

は次のとおりである。 

 

一、 プログラム参加の動機 

 日本語を勉強してから、もう二年間経った。この二年間の授業では先生から教わるのはほとんど日本

語の単語とか文法とか基本的なものだった。私は日本語だけでなく、日本の経済や社会についても知り

たい。本当の日本の社会はどんな社会か知りたい。そして、日本の社会を理解することは私たち日本語

科の学生がすべきことだと思う。一方、先生は中国語で授業を進めるし、学校では日本人の友達があま

りいないし、私は日本語がぺらぺらになりたくて交流の機会を探している。周韜先生からこのプログラ

ムを聞いた時、やっと機会がきたと私は思った。日本の社会や風俗などを理解し、日本語が上手になる

ために、私はこのプログラムを申し込んだ。 

 つまり、参加する動機は次のようにまとめられる。 

 第一、 日本語がもっと上手になるため。 

 第二、 日本の社会をもっと深く理解するため。 

 第三、 外の世界を見て、見聞を広めるため。外の世界はどんな世界か、中国とどんな違いがあるか

を知るため。 

 

二、 学習成果 

 ８泊９日の短期訪問だが、習ったことはいっぱいだ。成果は以下のようである。 

 １、 日本語は以前より上手になった。 

 この９日間は毎日村田先生あるいは横浜国立大学の学生たちがお供をしてくれて、東京や鎌倉など違

うところに行った。電車を乗った時でも、レストランで注文をした時でも見るのも聞くのもすべてが日

本語だから私はだんだん日本語になれた。以前より日本語をすらすら話せる。 

 ２、 日本の社会をより深く理解した。 

 中国と日本の日常生活の違いという点からまとめたい。 

（１） 日本は優しい国だと思う。 

 日本に行った時一番感心したのは電車を乗る時、どんなに込んでもみんな静かで、ほとんどの人は持

っている本を読んでいる。たとえ話しても小さい声で話す。これは中国とまったく違う。中国ではもっ

とも使われるのはバスだが、バスの中はいつもうるさい。みんな大きい声で話し合っている。本を読む

人がほとんどいない。 



（２） 日本は思いやりのある国だと思う。 

 日本人はできるだけ他人に迷惑をかけないように生活している。例えば、エスカレーターを乗る時、

みんな順に並んで隣に場所を空けて急いでいる人に道を譲る。あるいは、一般的には、室内や車内では

禁煙する。もしタバコを吸いたければ特定な場所がある。 

（３） 日本人は生活テンポが速い。 

 日本のサラリーマンが毎日残業したり仕事が忙しいことを聞いたことはあるが、今回日本にいってそ

のような状況を見た時、やはり驚いた。ゆっくり歩いている人の姿があまり見えない。とにかく、毎朝

ほとんど急いで走っている。みんな時間を大切にする。通勤時間でもばかにならない。しかし、残念な

ことに、本当の日本の会社を見学する機会がなかった。 

（４） 日本人は国民意識を持っていると思う。 

 みんな知っている通り日本のゴミ処理はすごい。ゴミ分類だけでなく、捨てる日もそれぞれ違う。例

えば、月、水、金曜日は普通のゴミを捨てる日なのだ。そんなに面倒なのに、みんなまじめにこういう

規則を守ってゴミをちゃんと分類してから捨てる。なぜかと言うと、日本人はゴミも資源だと思ってい

る。確かにそうだ。ゴミは高い経済価値がある。回収再利用も発電もできる。もっとも不思議だと思う

のは道ではあまりゴミ箱がなくてもとてもきれいなのだ。身のまわりにゴミ箱がなければ必ず家に持っ

て帰って捨てる。だれでも勝手に捨てない。また、部屋や教室から出る時必ず電気を消すかどうか、窓

を閉めるかどうかを確認してから出る。私はこういう意識に感心した。 

 ３、 上記のほかに、私は別なことも気がついた。細かいが、われわれが勉強するに足りる。 

 日本人の学生たちは普通鞄の中にペンと紙を持っているようだ。見学するとき、必ずメモをとる。例

えば、辛亥革命記念堂を見学した時、横浜国立大学の学生たちはみんなメモを取ってまじめに勉強して

いった。「いい習慣だな」と私は思った。 

 日本の大学には寮はない。大学生のほとんどは一人暮らしだ。独立性が強い。みんな料理とか生活上

のことは何でも自分でやる。そして、アルバイトをする人が多い。これは社会と接する形式のひとつと

言えると思う。その日、東京大学の駒場祭を見学したとき、学生たちはみんな料理や手工芸品など自分

で作ったものを売って楽しんでいる姿を見た。また、バンド演奏もやっていった。その時、私だったら

たぶん無理だろうと思った。中国の学生はこんな能動性こそ不足かも知れない。大学に入っても親から

離れられない人がたくさんいる。 

 どんな店に入っても必ず優しい声で「いらっしゃいませ」が聞こえた。勘定する時には、店員は必ず

笑顔で「ありがとうございました」を言っていった。もし何か買った時「プレゼントです」といったら

きれいに包装してもらえる。中国の店はこんないいサービスを勉強すればいいのではないかと思った。 

 

三、 今回の経験を今後どのように生かすか 

 １、「郷に入っては郷に従え」と言う諺がある。今回の短期間訪問活動のおかげで、私は日本の風俗や

生活習慣を理解した。例えば、ゴミ分類。完全に正しく分類できないが、だんだん慣れてきた。もし今

度日本で留学や仕事ができれば、この一週間日本で生活してきた経験があるだけにまごつかない。 

 ２、いい習慣をつけて、そのまま続けたい。何かを見て、メモを取ったり勉強したりすべきだ。見る

だけでは足りない。よく考えさえすればいい人間になる。 

 ３、自分の能動性と独立性が不足だと言うことは気がついた。今後私は社会活動にもっと多く参加す

る。今回のように経験を積んで人生の大切な宝にする。 

 



四、まとめ 

 今回のような訪問活動はお互いに勉強する機会だ。私は今回の訪問活動のおかげで自分の不足してい

るものが見つかった。今後、その不足しているところを補うために頑張る。一方、日本語を勉強する情

熱も奮い立たせた。日本語も日本の経済、政治、文化などももっともっとまじめに勉強しようと思う。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  柴 亜寧  CAI YANING 

 

 ２０１１年９月日本への交流のお知らせを聞いて、躊躇なく申し込みました。 

 ずっと日本に興味があったから、高卒した後、日本語課を選びました。日本は精緻な島国だというの

は前からの印象です。面積は小さくても、あらゆる面に手を尽くして建設されていて、今は発達して先

進国になりました。そして、ポスター、テレビなどから麗しい日本の景色を見て、「行きたいなあ」とい

う気持ちになりました。日本語を勉強してからというもの、こういう気持ちはだんだん強くなりました。

日本が大好きで、そして日本語課の学生のことゆえ、ぜひ日本へ一度行こうと決心しました。もし、日

本へ行ったら、そのユニークな景色が自分の目で楽しめるだけでなく、日本の社会や文化に接すること

もできて、語学力も強化できます。ですから、今度の機会を逸したくなくて、思い切って申し込みまし

た。幸運なことに、私は選ばれました。日本へ行くことができるようになりました。うれしさに感極ま

りました。 

 慌ただしく準備して、ようやく出発日がきました。２時間の空の旅で、日本につきました。 

飛行機から降りてすぐ日本の新鮮な空気を感じました。日本の環境は非常に綺麗だというのは本当でし

た。空は紺碧で、日差しも暖かくて、町も綺麗でした。こんなよい環境にいて、すべての疲れが取れて、

気持ちいいと感じました。 

 日本にいた８泊９日間は、とてもいい勉強になりました。いろいろなことに接して、身をもって実感

して、日本への理解はより一層深くなりました。 

 まず、日本を社会や文化の面から言えば、次の五点にわけられます。 

 第一、上記の日本の綺麗な環境についてです。道端にはゴミ箱はあまりありません。そうだとしても、

道路はきれいで、何もゴミがありません。そして、私たちは鎌倉へいって、円覚寺、建長寺などを見学

しました。自然そのまま風景は心に深く刻み込まれました。そこは心を浄化できるような美しさと静け

さをもっています。私は日本人の環境保護への努力をかんじました。 

 第二、日本の便利な交通手段という点です。日本の主な交通機関は電車です。電車線路は全国を結び

つけるようです。どこへ行くとしても、電車で行けます。速くて便利です。なお、日本の電車は多いか

ら、独特の電車文化を持っています。たとえば、電車はレジャースペースみたいです。電車の中で、漫

画や、新聞などを読む人が多いです。かつ、音楽を聴いたり、携帯で遊んだり寝たりする人も少なくな

いです。私たちは電車に乗った時、よくこういう現象を見かけました。しかし、電車の中は静かです。 

 第三、日本人はマナーを重んじています。みんな意識的にルールを守っています。あいさつをしたり、

お辞儀をしたり、列をつくったりします。日本人はトイレへ行く時も列をちゃんと並んでいて、ドアの

外で待ちます。日本はさすがに礼儀の国です。 

 第四、日本文化の独自性と吸収性です。日本は外来文化をちゃんと輸入して、それから学んでいます。

明治時代に、「文明開化」という活動が広められました。日本は外来文化に対して、しっかり吸収してい

ます。テレビ、エアコン、自動車、海外旅行など現代的な物事が次々に現れました。一方、日本の伝統



的な文化をうけ継いでいます。生の冷たい食べ物とか、集団意識とか挙げられます。これは日本文化の

独自性だと思います。 

 第五、外来文化の日本化を感じました。日本は外国の物を参考にして、改造して、新しい日本の独特

のスタイルに変えます。たとえば、私たちは横浜中華街へ行きました。そこは中国のレストランがいっ

ぱいです。肉まんじゅうとか、ギョーザーとかいろいろあります。ところが、食べてみたら、中国との

味は全然違います。でも、日本人の口に合っています。中国の外見、日本の中身だと言えると思います。

日本化されました。 

 それから、日本の学生についていえば、中国の学生とは大きく違っていると思います。 

日本の大学生はみんな全部おしゃれという点は言うまでもなく、日本の大学生は自立能力が強いです。

大学には学生の寮がありませんから、学生たちは自分で外で借家ずまいです。ほとんどは一人です。で

すから、料理、片つけも全部自分でしなければなりません。そして、彼達は大体バイトをしています。

生活費を稼げますし、体験もできます。寮に住んでいる中国の大学生および家に住んでいる大学生と比

べると、彼達はもっと自立して、成熟しています。 

 さらに、日本の大学生は創造力に富んでいると思います。１１月２５日、私たちは東京大学教養学部

の駒場祭を見学しました。その豊かさと創造性に驚きました。学生たちは自分で独自の料理を作ったり、

茶道、書道などをしたり・コスプレーをしたり、コンサートを開いたりしました。ゴミを回収する人も

いました。規律もよくて、賑やかでした。 

 この度の短期間の訪日活動で、いろいろ勉強しました。そして、いろいろな成果を得ました。 

まず、実際の日本の姿を知ることができました。自分の目で観察して、自分の心で考えて、鮮やかで豊

かな日本のことを知るようになりました。ほかに、日本に学ぶべき点があると思います。たとえば、ゴ

ミ回収の面で、ちゃんと分けてから捨てるのはもっと環境にいいですから、私たちは学ぶべきだとおも

います。 

 次に、日本の学生と交流ができました。日本の学生はやさしくて、親切に私たちと交流して、日本の

ことを教えてくれました。ほんとうに有難かったです。こんな交流を通して、語学力も向上し、学習意

欲も向上しました。日本語を勉強して、それを生かして、もっとよく交流できますようにもっとがんば

りたいと思います。 

 後に、いい海外体験をしました。これは私の初めての海外旅行です。視野が広くなりました。体験

も豊かになりました。これから、もう一度日本へいって、もっと多くの日本のことを知ろうという気持

ちになりました。今後同様なプログラムがあったら、また参加したいと思います。 

 このプログラムを通して、私は日本への理解は深くなって、いろいろな成果も得ました。非常に素晴

らしい体験だと思います。このような活動で、両国の学生たちはもっと交流できるし、若者代の関係も

良くなれると思います。今度の活動は一生のめずらかな記憶として大切にしていきます。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  張 同  ZHANG TONG 

 

 中国に帰ってからもう一週間になった。普通な大学生活がまた始まったが、日本での九日だけの研修

がとても懐かしい。私は中国と違う国へ行ってそこで暮らしたことは夢のようだった。今日は夢から覚

めて平凡な生活を続けている。 

 



一、プログラムに応募した動機 

 １、日本語科の学生にとって、日本に行くのはまるで夢みたいだ。日本語を話す国へ行き、自分の耳

で日本語を聞いたり、自らに日本人と交流したり、テレビで映した日本の画面と風景を自分の目で見た

りすることが楽しみだ。それらのことを考えてみるだけでも、ずいぶん憧れる。 

 ２、私は様々な日本の映画とドラマを見たことがある。 近、毎日「名探偵コナン」というアニメを

見ている。主人公のコナンが大好きだから、コナンの故郷、すなわち日本に行って、日本の社会や文化

に接してみたいと思う。 

 ３、日本に行ったら、語学力を強化できると思う。日本の学生と交流すると、日本語が必ず上手にな

る。そして、今回８００００円の奨学金をもらえるので、経済的負担が少なくて、いい機会だ。この機

会をよく利用したいと思う。 

 

二、学習成果 

 １、実際の日本の姿を知ることができる。 

日本が私に残った印象を簡潔な言葉でまとめたら、「きれい」、「驚く」、「静か」という三つの言葉だ。 

 （１）きれい 

日本はとてもきれいと知られている。何も不純物はなく、純粋な青空と白雲は恐らく中国のチベットに

しか見えない。どこへ行っても、すこしゴミは見えない。きれいな街を散策すると、気持ちがよくなる。

川崎市の橘リサイクルコミュニテイセンターでごみ処理を見学した。かつて大学の授業で先生は日本の

ごみ処理方法を紹介したことがあった。しかし、ごみを捨てる規則がわずらわしいと思っている中国の

学生がたくさんいる。細かな点さえ及んだ日本のごみ処理方法を見ると、驚きを禁じえない。また、ご

みを捨てる時、日本人は自分の物を扱うように軽くごみを置いたんだということにも気づいた。 

 ごみ処理のほかに、日本人はハンカチをよく使う。道理でスーパーで中国のように豊かなペーパータ

オルは見えないわけだ。ハンカチを使うと、紙の無駄遣いを減らす上に、環境も保護する。 

 （２）驚く 

 実は、驚かさせることはたくさんある。ごみ処理が一つだが、日本の物価はかなり高いということも

驚かさせることだ。全日本に張り巡らせれている電車と地下鉄の便利さに驚いたが、毎日の交通費はば

かにならない。 

 （３）静か 

「静かさ」という点のうえで、恐らく中国と日本の差がはっきりしているかもしれない。日本はとても

静かだ。日本の人口は中国より少ないが、人口密度はかなり高いそうだ。日本はそんなに静かだのは秩

序や礼儀や思いやりなどさまざまなことに関するからだと思う。毎日、何千何万の人が電車に乗って全

国各地に行くので、電車の中で社会の実状が現れる。日本はさすが新聞を読む人が一番多い国だ。電車

の中で新聞と本を読んでいる人がたくさんいる。新聞を読まなくても、しゃべる人もいない。ですから、

電車の中でとても静かだ。 

 そして、日本人は何をしても順番にしている。これも日本の至るところに静かだの理由の一つだと思

う。 

 日本人はよく他人を思いやるということは も重要な原因だと思う。日本人はいつも人を思いやって、

自分のせいで他人を迷惑してしまったことに気づいて謝る気持ちを持つ。日本人にとって、「ありがとう」

より、「すみません」を言ったほうが自分の気持ちがよく表せる。それで、人間関係はよくなり、社会の

雰囲気もなごやかになる。これはたぶん調和の社会を建設する前提でしょう。 



 

 ２、日本に学ぶべき点があると実感した。 

 （１）自分のわずかな手間で人の面倒を少なくすることができる。私はいい勉強になった。中国に帰

った後、ある日、インターネットにごみ処理に関する内容も見た。それはごみを捨てる時、もし皆さん

は危険なものをよく包んで捨てれば、ごみを整理するおばさんはけがをしないという提案だった。今後

私たちはこのようにすれば、大学にこの習慣は必ずだんだんつけられる。それから社会まで伝わる。 

 何日かの観察を通じて、そんなにきれいな日本は日本人の個人の努力と分かれないということはつく

づくと感じる。すべての国民がいい習慣があるからこそ、きれいな国を建設することができる。私たち

はこれを学ぶ必要がある。 

 （２）公的の場で静かにする習慣は短期間につけられない。中国にはそんなに静かな雰囲気を作るな

ら、多くの努力が必要だ。 

 （３）列を並ぶのは些細なことみたいが、実は国民の素養を表すことができる。誰でも順番にすれば、

人と喧嘩する確率は必ず下がる。それで、公的の場で終日静かだ。私たちも今後何をしても列を並ぶべ

きだ。 

 （４）細かい点だけで日本人は儀礼がいいと感じた。中国は古代から「儀礼の国」と知られている。

中国から日本まで伝わったものはたくさんある。伝統文化も日本に伝わった。しかし、今まで多くの伝

統儀礼が中国に消えてしまったが、かえって日本によく伸ばされた。私たちに日本人は儀礼がいいと感

心するとともに、どうして伝統儀礼は中国に消えたかということをよく考えるはずだ。 

 

 ３、学習意欲が大幅に向上した 

 実際の日本の姿を知っているので、私は日本にもっと大きな興味を持っている。これから、日本の社

会、文学、経済など様々な分野に関することも勉強したい。そして、日本にいった時、日本の学生とよ

く交流して、友たちになった。綾さんは私の日本語の発音がきれいだという評価を言ったから、私は日

本語を言うことがもっと好きだ。今回の日本研修は日本語を勤勉に勉強する動機になる。日本語をぺら

ぺらと話せることを私の目標とする。今後同様なプログラムがあったら、参加したいと思う。見識を広

めることになるし、語学力向上に役立つことができるし、特に、私は日本への関心が高まり、もっと多

くの所に行ってみたいと思う。  

 この不思議な旅行が終わったが、私にもたらした嬉しさと驚きさはなかなか忘れられない。その時、

毎日足取りが軽やかで、顔に微笑みを浮かべた。皆さんは花盛りの時に日本へ行って日本の文化を自ら

体験できるのは本当によかった。日本語を勉強する途中で日本へ行って、日本語をもっと勤勉に学ぶ動

機を見つけたのは本当によかった。そんなにすばらしい経験を皆さんに分かち合うことができるのは本

当によかった。 

 近い将来、私はもう一度日本の土地を踏むかもしれない。その時、桜の花がちょうど満開になるさわ

やかな風景で、今度と違う感じが出てくると思う。 

 

 

江南大学日本語科 3 年  王 樹永  WANG SHUYONG 

 

「やっと、日本に着いた」、飛行機が成田空港に到着した時，私はこう言った。なぜかというと、やっと

三か月の準備が 後まで目的に達成したから。そして、今回の見学会は私にとっていいチャンスだと思



う。正直に言うと、卒業まで日本へ行けることは思わなかった。幻みたくて本当に信じられない。昔、

このような国際交流活動は江南大学日本語科外国語学院ではありませんでしたから。だからこそ、自分

は今回の初めての海外の旅を殊に惜しんでいた。 

 ２０１１年１１月２０日——２８日、研修が短いけれども、いろいろな事を学びになった。 

 も印象を残るのは日本人の「速い」と「遅い」だ。では、速いってなんでしょうか。 

 毎朝、私たちが会館から梶ヶ谷駅までは歩いた。途中で、日本人の学生とか、社員とか、OL とか、

たくさんの日本人が走って駅に殺到した。それから、地下鉄のエスカレーターに乗る時、エスカレータ

ーを走る人も少なくないのだ。中国で、私はこのようなシーンを見たことは今までない。普通の中国人

はこのシーンを見ると、びっくりするべきだ。中国人は急いでもせいぜい速く歩く。では、「遅い」言う

のはなんですか。駅で、電車が到着すると、乗る者は下りる者が全部下りた後で順番に乗ることだ。こ

の点も日本人の素質の現れだと思う。実は、日本に学びたりることが多いと思う。中国の孔子は「敏而

好学，不耻下问」、「三人行则必有我师」と言った。日本でも、「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と

言う諺がある。実は、多くの若者日本へ学びに行きたい感じを持っていますが、歴史問題、などのせい

で、普通民衆はいまだに日本に深く悪感情を持ちがちだ。だから、今回のような研修は、日本にとって

も、中国にとっても、非常にいいと思う。両国はお互いにの交流が多ければ、客観的相手を知ることが

できる。 

 次ぎは日本のごみ箱の「多い」と「少ない」だ。21 日、私たちは川崎橘ゴミ処理センターを見学した。

日本では、ゴミ処理センターを見学するのは小学４年生の受けなければならない授業だと言われている。

見学を通して、ゴミの種類，出す方法からゴミ処理方法、リサイクルなどまで、詳しく勉強した。中国

ではこのような見学はありませんから、皆が小学生ではないけれども、真面目に参加した。中国と比べ

ると日本では、ごみ箱の種類はず一と多いだ 。まことに感心された。一方、日本のごみ箱はずっと少な

いだ。ある日、横浜の大通りを歩く時、私はコーラの瓶を捨てようとしたが、残念ですが、ゴミ箱は見

つからなかった。どうして大通りでゴミ箱もないの？どうしてゴミ箱がないでも通りがこんないきれい

ですか？日本は外国人の私にいろいろな疑問を与えた。単なるゴミ処理から見て、中日の間のギャップ

を深く感じられた。確かに、日本のごみ出す方法が面倒臭いですが、環境のために、ごみの出す方法を

守らなければならない。だれでもいい環境に生きたいと思うんでしょ。だから、ごみの分別について、

その政策は中国でも実施したらいいと思う。 

 もう一つの気づいた違いは環境だ。江南大学日本語科は無錫に位置している。江南という言葉は、中

国人の頭の中に、簡単に長江の南とは言えない。中国人にとって江南はロマンチシズムのシルシだと思

う。中国の詩や詞の多くは江南の美しさと豊かさを描きます。無錫は山と湖が両立して、そして経済が

発達しますから、中国の珍しい都市だ。でも、日本の偽物みたいキレイな空を見た後、無錫の環境破壊

の深刻を気づいた。望ましいことに、政府や民衆がだんだんに環境の重要性を重んじ始めた。 

 中国で「莫谈国事」という諺がありますけど、政治は言えないわけではないと思う。自分の不足を認

める以外に、進歩ができない。折よく、２３日、東京で私たちは一生の始めのデモを出会った。興奮の

あまり皆がホラの声を呼び出した。日本に滞留の間に、共に三つのデモを見た。即ち、日本ではデモは

有り触れるものだ。 

 日本は無縁社会だと言う議論を聞いたことがありますが、交流期間は身をもって経験した。私たち住

んでいた梶ヶ谷はあまり静かで、皆が慣れませんでした。日本人は退勤したら、家でいるばかりそうだ。

それから、普通の日本人は礼儀の正しい人ですが、水臭く感じる。中国で、もしある人はあまりの礼儀

を持ったら、皆から敬遠されているかもしれません。でも、これも中日の風俗の違いからかもしれない。 



 以上は簡単に述べた中日の間の主たる格差だ。これからは中日関係について自分の微かな考えを述べ

たいのだ。 

 見たデモの中に、渋谷駅での「尖閣を守ろう」のデモがある。確かに、中国人として、私は異国でこ

のシーンを見て気が済まない。、でも、同時に中日関係の未来に心配はより強く感じる。横浜国立大学の

学生と交流会があった。その日、中国の留学生は悔しい事実を私に言った。それは日本で中国人の地位

はとても低いで、欧米人を言うまでもない、韓国人やアフリカ人より低いだ。中日の間にいろいろな紛

争がありますけど、中国で中国人はすべての外国人に熱心を持って、差別がないのだ。中日関係を改善

するために、両国がもっと努力を上げる必要があると思う。 

 今回の研修はちょっとみじかいですから、もし機会があると、もう一度日本をもっと詳しく体験した

いのだ。私は日本へ留学するつもりはないですけど、将来は日本のことに関心を持って、中日友好の橋

渡りになるつもりだ。 

 八日間の研修は短かったですが、一生の美しい思い出になると思う。横浜国立大学、村田先生、横国

の学生同士に心から感謝いたします。来年の春、江南大学でまた会いましょう！ 

 

  



 

2012 年 1 月 8 日～1月 17 日に実施した SS の学習の成果に関するレポート 

SS プログラム参加者 23 名(うち 3名は自費参加) (大連理工大学 中国遼寧省大連市) 

 

 

大連理工大学日本語学科 3 年  李 芸  LI YI 

 

 日本への十日の交流が終わって、いろいろ体験ができ、日本に対する印象が様々な実感によって多少

は変わりました。もとは、日本に行く前、知り合いとか授業とかから隣国としている東洋の発達国の状

況がもらえ、自分の想像も加え、目で見なかった日本に先入観が入りました。「目で見たことは、聞いた

ことより確かだ」という中国のことわざがあって、今回ももう一度確かめました。 

 一月八日、 初に日本に到着した午後でした。飛行機から降りて、中国であまり当たりないきれいで

澄んでいる空気を吸いました。 

バスで東京都を抜け、夜の東京を見ました。大都市とされている東京は、生活のリズムも速いし、そこ

に働いている人々もテキパキと仕事を対応していると言われていました。あの町は、どのように賑やか

であるのか、上海よりも、香港よりも、私は想像もできませんでした。実に目で見ると、夜の東京は静

かで、なかなか輝いている光も見えませんでした。東日本大震災による全国の節電活動のためか、もと

もと全民の節電意識が持っているのか、と私は考えていました。節約は全民意識にする民族は、いくら

強いになるのか、中国の国民はまだまだ長い道があるでしょうか。 

 梶ヶ谷に住んでいることも、想像に比べ少し違っていました。日本の狭さはテレビやビデオとかから

見ていたが、実に投宿すると、中国と全然違う気味で、よく言えない感じが生みました。ひとり暮らし

としての部屋で、生活用具が整備していて、トイレとバスルームも気持ちよくなるものであります。「や

っぱり人が一番だ！」と私は心から感嘆しました。町も、空も、自然の様子に見えました。 

 東日本大震災のとき、インターネットから日本のエスカレータや、段階の映像を見ました。人々は秩

序を保て、管理者がいなくても、一つの列に並んでいて、急いでいる人の通るため、ほかのところを空

いておきます。実際でも同じことです。 初の私たちは、ルールを守らなくて、勝手にエスカレータに

立って、人の気持ちぜんぜん考えたことないように道を遮断しました。だんだんと慣れて、気を配るよ

うになりました。これは日本に来たの得るではないでしょうか。 

 日本は自由の国度だと思います。自分の好き嫌いが論評されなく、思うように行動することができま

す。人が「必ずこれをする」を言わず、夢を追い続ける人、適時に行楽する人がよく見えます。みなと

未来に見学した日も、大道芸人が見ました。飲み会の日も、駅も前にギターを弾いて歌っていた芸人も、

有名になるためではなく、お金ももらっていない、自分がしたいことをするだけの単純ではないでしょ

うか。中国では、名利に関係ないようなこと、いくらもいないと思いました。 

 ほかのも食べ物があります。日本は狭いから、自国産の作物は少ないので、食物の物価が中国より大

変高いです。そして野菜の種類も少ない、料理方式の多様もなかなか見えませんでした。日本の食べ物

は量も不足し、生に弱いから食べられなくて、大変な時がありました。「中国の土地が広大で資源も豊富

だ」といわれても、そこにいることのため、ありがたさが弱くて、愛する気持ちも、感謝の心もあまり

持ちませんでした。今回の経験がしたら、広い中国に生まれたことを、豊富な資源をめぐることを、ほ

んとに深く幸福感が上がります。 

 交通もそうです。朝部屋に出るときから、夜に帰るまで、一日中道に歩くことは機嫌がよいほど気軽



なことであります。信号灯を守らないことも心配せず、信号灯のない場合も、車が来ると自然的にスピ

ードが減り、道を通り過ぎる人がないことを確認して通りかかります。今の中国は、交通事故が多くて、

規則に守らないだけでは少なくありません。飲酒運転も、信号無視も、短気の中国人はいつでも速いこ

とを追求しています。人の前に進みたいの勝とうとする気持ちがいつでも一目に置きます。だから「人

を一番にしよう！」とスローガンに叫んでいても、中国の現状は「車の先」としています。これは、わ

れわれの世代から頑張りましょうと私は強く呼びかけます。 

 後は環境の差別です。帰国してからの四日間、中国の空気の質はまだまだ慣れていません。梶ヶ谷

に帰る道の青い空、夜も見える雲と月、消しない記憶になりました。町に覆われた緑と、埃のない街と

氷川丸のそばのハトの群は、日本を暮らしやすいところに大幅に彩っています。自然のありもままの様

子求めている中国人の手本になるわけです。 

 以上で、日本の十日間は人生のいい思い出になりました。友達もいっぱい作りました。今後も、この

ような活動をもっと多くなるように先生たちをお願いします。 

 

 

大連理工大学日本語学科 3 年  張 晨  ZHANG CHEN 

 

 1 月 8 日～1 月 17 日の横浜国立大学訪問活動に参加し、大変勉強になったと思う。私も今回のプログ

ラムのおかげで、初めての外国体験をした。この十日間で、私たち大連理工大学の学生は横浜国立大学

からの世話を受け、本物の日本を見て、実際に異文化コミュニケーションを体験した。 

 

 一、応募した動機について 

 日本語専門としての私は実際の日本を自分の眼で見たい、実際に日本で暮らしてみて、身をもって日

本の文化を体験したいと思った。更に、自分の視野を広め、多様な視点や柔軟な考えを養成し、語学力

のみでなく、考える力や問題の発見・解決能力を身に付けたい。そういう動機で、今回のプログラムに

応募した。 

 

 二．得られた成果について 

 今回のプログラムを通して、数え切れない成果が得られた。今、自分の目で見た日本について、感想

を述べたいと思う。 

 １．日本の街 

 この十日間、私たち東京都内、横浜中華街、みなと未来等に行って、やはり思うとおりに、日本の街

は非常に綺麗だ。ただ地面にゴミがないだけではない、紙も一枚ないほど綺麗だ。そして、夜になると、

町に人がいないほど完全に静かになった。私たちも毎日住宅に帰る町を通して、静かさを破らないよう

に小声で話した。そして、日本の街には中国のように高いビルを並んでではない、人間にふさわしい住

宅が隅々まで見えるように並んでいる。その結果、たとえ遠いところから見ても、自分が泊まっていた

会館も見えるようになった。 

 ２．日本の空 

 今回の日本見学で一番印象深かったのは日本の空だ。日本の空は中国より高くて青い。到着した日に、

飛行機で見た日本の全空の映像は私の頭に今まで残っている。 



 
 この写真は泊まっていた国際会館から見た夜空だ。私が一番気に入る日本のモノだ。なぜかというと、

中国は夜になると、空が真っ黒になってしまい、雲も見えなくなってしまうからだ。 

３．電車の風景 

 もし日本にいった十日間で一番仲良いヒトと聞くと、考えずに答えたのは電車だ。実は日本に行く前、

日本の電車の風景に関して、いろいろなうわさが耳に入った。特に、日本人が電車の中でほぼ喋らない、

みんな静かに本や新聞などを読むことがよく聞いた。今回の機会で自分の目で確認したのは日本人が本

当に本を読むことが好きだ。電車の中で、たとえ立ってても、みんな必ず本を持って、立ち読みする。

そして、みんな携帯をマナモードに設定し、大声で喋る人は一人ともいない。これを見ると、やはり日

本は相手を思いやる国だ。その一方で、中国のバスの中で他人の思いを考えず勝手に喋る人が少なくな

い。この現象から見ると、やはり人間が暮らしている雰囲気に影響を与えられると思う。相手を思いや

る雰囲気に溢れている人間は自然に他人を思いやるようになった。だから、国がどのようにいい雰囲気

を営むのかは大切だと思う。 

 

 三、今後について 

 今回のプログラムを通して、実際に日本の生活体験ができた。これは私に対して、まるで人生の宝物

のような大切な思い出だ。今回の短かった日本生活のおかげで、私は卒業してから、日本に行き、大学

院に進学することを決めた。将来長い時間に日本に暮らしたいと思う。そのほか、中日の差もしみじみ

に感じ、これから、どのように勉強すらば、中国は日本のような先進国に追いつけるかという問題点を

抱いて、中国の自然でも人文でもの環境を改善するよう、力を尽くし、自分なりに努力しようと思う。

また今後はこのようなプログラムがあれば、必ず積極的に参加するに違いない。 

 

 

大連理工大学日本語学科 3 年  張 成  ZHANG CHENG 

 

 一月八日から１７日まで私どもは日本に行って見学した。その旅は大変勉強になった。日本語学部の

学生として、日本に行ったことがなければ何と無く残念だと感じた。日本の実情は自分の目で見なくと

ちょっと悔しいと思いました。そして、横浜国立大学から８万円の奨学金がもらえるのはいいチャンス

だと思いました。だから、私はこのプログラムに参加した。元々の目的はただ日本のことをちょっと了

解し、日本人の友達を会い、語学力を向上させるということだ。 

 しかし、私は実際に得るのはそういうことだけではなかった。語学力を向上させたのはもとより、新



しい日本人の友達もできた。日本人の友達は横浜国立大学のこと、日本のことなど色々紹介してくれっ

た。そして、私どもを連れて、日本の様々なところに行って見学した。日本は中国と違うところが多く

あると感じた。 

 一月九日は日本の成人式である。私どもは村田先生と日本人の友達に連れられて、ＮＨＫ放送センタ

アを見学に行った。そこで私は感動した。ＮＨＫ放送センターは主に子供に向けている。数多い子供は

両親の伴いでそこに行った。そこで子供は色々見て、前より世界を知るようになった。それは子供の教

育には大変役立つと思った。子供は楽しく色々学んだ。それに対して、中国はそういう子供のためのも

のはまだない。子供のために、私どもは一体何をすべきなのか今考えなくてはいけない。中国の子供に

比べって日本の子供は本当に幸せである。それから、私ども一行は明治神宮に行った。途中で着物を着

ていった女の子を会った。その前日本の着物は綺麗だと聞いたけど、あまり信じていなかった。実際に

見れば本当に綺麗だと感じた。私どもは一人ずつ着物を着ていった女の子と写真を撮った。 

 十一日、横浜国立大学の学生さんどもは震災後の地域経済・政策について発表してくれた。日本の学

生は発表のために力を入れて色々資料を調べた。その点で日本の学生は中国の学生より真面目であると

思った。発表から感じたのはそれだけではなく、やっぱり先進国である日本でも社会には色々な問題が

あると思った。そして、客観的に言えば、日本は中国より先進しているが、途上国である中国は日本よ

りよい点がある。 

 翌日、私どもは『嗚呼 満蒙開拓団』という日本映画を見た。そして、その映画に感想を述べた。そ

の映画と感想会から私は歴史上の全然知らないことが分かった。中日戦争では日本が中国に災難をもた

らしたのは事実であるけど、実は日本の国民もひどい災難を受けた。日本政府或いは軍隊の意思は日本

全国の意思であるわけではなかった。実は、その戦争は日本の国民がほしかったものではなかった。元々

中日は深く絆が連なっていった。しかし中日戦争から中日には色々問題が出った。それは中日の発展の

障害になっていった。まず両国は歴史のことを認めるのは重要であると感じた。良いことも悪いことも

過去のことになった。今どうやっても変わらなくなった。私どもはできるのは将来のために、平和を作

ることだ。だから日本政府は過去の罪を認めると中国はきっと日本人を恨まないようになる。しかし、

政治上には色々難題があるから、それは今すぐできるものではない。村田先生が言った通り、両国の国

民の協力で両国を仲良くするのは中日の発展にすごく重要であると思った。実は今両国の国民は互いに

了解しているわけではない。多くの日本人は知っているのは中国の悪いところ、一方中国人は知ってい

るのも日本のよいことではない。両方が大変誤解している。今度のような短期交流訪問はすごく役立つ

ものだと思った。 

 十三日、村田先生は私たち一行を富士通川崎工場に連れて行った。日本の技術は確かに先進している

と感じた。そして、エコ暮らし未来館は子供には大変勉強になれるものだと思った。そういうところか

ら私どもはどうやって自然と調和して暮らすのは分かるようになった。 

 日本の中華街はやっぱり賑やかであるけど、実際売っているものは高いし、中国の本物ではないし。

しかし、そこで中国風を本当に感じた。そして、面白いのは中国の一食はやっぱり日本の一食より量が

多いと分かった。翌日は浅草の商店街に行った。そこでの雰囲気はやっぱり中華街と違った。同じよう

に賑やかであるけれど、日本風と深く感じた。特に人力で動かす車は浅草の一つの特徴だと思った。 

 日本国立博物館で私は色々本物の古代の物を見た。日本の物は言うまでもなく、中国の物もたくさん

見つけた。そのものは面白いと感じていた同時に、どうしてそんなに多くの中国の物は日本の博物館に

あるのかと悔やんでいった。そして、私は化石から人類進化史のことをちょっと詳しくなった。大変勉

強になった。 



 もう一つ深く感じたの日本人は中国人よりもっと他人のことを関心しているということだ。駅も空港

も客のために効率を上げて、客の時間を無駄にしないように力を尽くしていると感じた。中国はいつそ

ういうようになれるのか今困っている。 

 今度の短期訪問は色々見て、大変勉強になった。日本のこともあれ程度で分かるようになった。しか

し、全部分かるわけではない。私はもう一度日本に行ってみたい。その十日間、村田先生は大変世話に

してくれた。本当に感謝いたしている。そして日本学生の友達も色々してくれて本当にありがとう。孟

先生も私どものために色々してくれるのは自分の目で見て感動した。 

 

 

大連理工大学日本語学科 3 年  左 豊愷  ZUO FENGKAI 

 

 今度、留学生交流支援制度（SS & SV）プログラムに参加したのは本当に嬉しかったです。日本にい

たこの八日ぐらいは一生も忘れられない記憶になりました。 

 私が今回のプログラムに参加した動機はとても簡単でした。2011 年 9 月に大連に来た横浜国立大学の

学生さんともう一度会えるかもしれないと思っていたからです。また、日本語学科の学生として自分の

目で日本を見ようと思っていました。大連に来た日本の学生さんと大連で一緒に食事したり、ショッピ

ングしたり、動物園にいったりして、いい友達になりましたけど、もう会えないかなと思ったところ、

今回のプログラムのチャンスが来て、迷いなく参加することを決めました。日本に行って、大連に来た

学生さんとほとんど会いました。本当に嬉しかったです。 

 日本に行って、日本はさすが先進国だなと感心しました。生活にはオートメーションが多くて、便利

です。 

 私は一番気になったのは住んでいた部屋の便器です。その便器に座ると自動的に暖かくなります。便

後自動的に掃除洗い流します。部屋外の鉄のカーテンもボタンを押すと開きます。 

 また、日本では電車、地下鉄、バスに通用する PASMO があって、本当に便利です。 

 日本の道にはあまりゴミ箱が見えない。 初はびっくりしました。ゴミをどこに捨てるかと思いまし

た。後私は分かりました。ゴミ箱がないからこそ、日本の道はいつもきれいです。皆はゴミを自分の家

まで持って行って、付近の集中ゴミ箱に捨てます。中国の道にはいっぱいゴミ箱があっても地面がなか

なかきれいになれないのはゴミ箱が多すぎるかもと思っています。また、日本の食事用油は下水道に直

接洗い流されてはいけない、ちゃんと容器に入れて、凝固させて捨てます。牛乳パックは必ず洗って干

して捨てます。ゴミの処理は国家の文明程度を表明することができると思います。 

 日本人の物事を十分利用する考え方に私は感心しています。私たちは 1 月 13 日にエコ暮らし未来館

を見学しました。日本では燃えるゴミは燃やされて発電します。燃やして残っている物は埋められる。

エコ暮らし未来館の外にはゴミを埋める用地があります。この用地ではビルを建てるのはできないです

が、多くの太陽光発電装置が立たられています。発電量は少ないですが、ゴミを埋める用地をちゃんと

利用しています。またエコ暮らし未来館の中で、ゴミを分解したものを利用して作られた衣類もありま

す。本当にびっくりしました。ゴミで衣服を作るのは想像もできなかったです。 

 日本の大学教育方式も中国と違います。私の大学では学部生に面するゼミがないです。ぜんぜんない

です。しかし、12 日の午後、私は二つのゼミに参加しました。一つは村田先生の感想会のゼミでした。

もう一つは于臣先生のゼミでした。メーバーは自分の意見を自由に述べることができます。自分が何か

質問しても大丈夫です。皆は笑ったり、冗談したりしてゼミは楽の気分で進んでいました。このような



ゼミは人のコミュニケーション能力や、考えの急速転換にはすごく役に立つと思っています。 

 私は冷たい飲み物が大好きです。日本のレストランやお店などが全部無料で冷たいお水を提供するの

は気になるんです。飲み会に行った時、お酒の中にもアイスが

あります。刺身の下にもアイスがあります。大好きです。 

 富士山を見ました！住所のところでは富士山の頂上が見えま

す。少しだけですが、見ました。また、帰国の飛行機から、空

から、富士山の全貌を見ました。興奮しますた本当に。李芸さ

んが取った写真を添付いたします。きれいでしょう。 

 レポートの 後は一言だけ－日本に行ってよかった。ありが

とうございました。 

 

 

大連理工大学日本語学科２年  陳 潔  CHEN JIE 

 

 一月８日から１７日まで、私たちは日本へ見学に行きました。親切な村田先生のおかげで、この十日

間はとても充実で楽しかったです。 

 日本語学部の学生として、深く日本を知ることは非常に大切です。ですから、このチャンスはすごく

珍しいと思って、日本にいきました。 

 この十日間で、私たちはたくさんのところへ参観したり、いろんな活動を参加したり、日本人の友達

と交流しました。 

 空港から宿泊先までの途中で、村田先生は十日間のスケジュールを説明してくれました。スケジュー

ルはとても詳しくて分かりやすかったです。そのほかに、ごみの回収することについての資料もありま

した。中国語で書いてありました。こんな細かいところから見ると、先生の優しさや周密な態度を実感

しました。 

 

 次は今回の経験の中に、印象深いことを簡単に述べたいです。 

 

 一、 発達な交通 

 私たちが泊まった梶ヶ谷国際会館は川崎市の西北方向にある梶ヶ谷であります。 

 梶ヶ谷はそんなに大きな町ではないですが、東京も横浜も行くのは便利です。電車や JR や地下鉄な

どを使って、いきたいところはどこでも行けます。大きな駅には乗り換える線路がたくさんあります。

違い改札口に入って、違い線路に乗られます。東京の周囲の交通地図から見ると、四方八方に通じてい

る道路は複雑な網みたいです。ですから、こんな公共交通は便利ですけど、私のような日本語がまだ下

手な外国人にとって、非常に難しいです。 

 プラットホームの掲示板に、次の電車の到達時間は正確に表われます。前後の二輌電車の間隔の時間

は一般的に五分もかかりません。 

 不思議なことは電車などおろか、バスも予定の時間どおりに到達します。誤差はほとんどありません。

中国で道路はいつも渋滞ですから、バスはいつか来るのは運転手さんでも知りません。２０分も待って

も来られないのは普通です。日本のこんな定刻な公共交通は市民にとって、時間を無駄つかないように

便利です。 



 中国の公共交通の事業はここまで数十年の発展が必要だと思います。 

 

 二、 親切な日本人 

 日本のサービス業はとても良いと感じます。この感覚は ANA の飛行機に乗った時からでした。 

 客室乗務員一人ずつは乗客に微笑で挨拶しました。サービスをしたときは優しくて周到です。飛行機

を降りる時乗務員も一人一人に軽く礼をして、“ありがとうございました”と言いました。こんなサービ

スを受けて、気持ちがよくになって、旅程は十分に楽しかったです。 

 旅客機の乗務員は特例ではないですが、心を温めてくれた挨拶はどこでも受けられます。どの店に行

くにもかかわらず、店員さんは“いらっしゃいませ”と挨拶しました。何か質問を聞くと、親切に応答

しました。もし私たちの要求に満足しなかったら、何度も詫びてくれました。 

 あるとき、私たち三人は電気屋でデジタルカメラを選びました。あの店員さんは私たち外国人と思っ

て、もっとゆっくり、詳しく説明してくれました。１０分も経って、私たちはほかの店に行って見よう

と思って，買わなかったです。私たちの意味を知って、あの店員さんは少し不満も表れず、まだ挨拶し

てくれました。こんな優しい態度をしてくれて、ちょっと恥ずかしく感じとともに、日本人のいいサー

ビスを実感しました。 

 そのほかに、普通の日本人も優しくて親切です。道を聞いた度に、どんな相手でも根気を持ってはっ

きり説明してくれて、私たちが分かりやすくように教えながら身ぶりを交えていました。私たちを目的

地まで案内してくれた相手も数人いました。本当に嬉しかったです。 

 

 三、 忙しい都市 

 東京は世界の有名な大都市で、市民は大きなストレスをたまっているところだと聞いたことがありま

した。 

 町にはのんびり歩いている人は本当に珍しいです。大分の人はいつも、いつも走っているようです。

ハイヒールを履いた女性は携帯などを見ながらエスカレーターを登るような危ない行為も普通らしいで

す。 

 電車やバスなどに乗ると、周囲の人と喋る人はほとんどいない、仲間同士でも小声で短く話します。

大勢の方は新聞や本を読んだり、携帯など電気製品を見たりします。 

 車輌の中に読書するなどは視力に損害ではないですか？ここまで時間を大切にしますか。少し分かり

にくいです。 

 中国人は公共交通を使っている時、よく周囲の人と喋ります。大きな声を出してしまうのはうるさい

のに、ある方面から見ると、人間関係は親しくなるかもしれません。 

 でも、日本は人に迷惑をかけない立派な国です。公共の場合は声を出さず、静かに自分のことをする

のはいい選択だと思います。 

 

 四、 多元な国 

 日本は厳密な国だと聞いて、ちょっと融通がきかないではないだと思いました。でも、今回日本に行

って、違い観点が出きました。 

 町にはきょとんと装って方もたくさんいますが、個性的な若い人も少くなくではないです。しかも、

女性のような御洒落の男性も多いです。 

 茶道など伝統的な文化は今までもちゃんと保存しています。漫画のような新しい産業は世界中に大変



人気があります。 

 色んな方面から見ると、日本人は昔からの行事などを守っていると同時に、新興のことに興味も大き

いです。 

 日本は伝統的な文化を守っている国だとともに、新しい文化を良く包容する能力も持つ国です。 

ですから、日本の流行は世界の代表的なファッションの一部になるはずです。 

 

 五、 横浜国立大学について 

 横浜国立大学で見学の三日間にはいろんな勉強になりました。 

 横浜国立大学は広くてきれいです。学校の施設はうちの大学のよりもっといいと思います。特に、図

書館の一階です。学生たちはそこでコーヒーなどを飲みながら、友たちと討論することもできます。小

さい会議室のような部屋もいくつがありますから、学生たちのグループ活動には便利です。 

 日本人の学生とほかの国の留学生と交流を通して、私はほかの国の若い人の考え方をもっと理解にな

りました。 

 

 私は今二年生ですから、日本語はまだ下手です。簡単な日常会話は大抵大丈夫ですが、長くて速い日

本語は理解しにくいと感じました。でも、十日間の聴解の訓練を通して、私は本場の日本人のニュアン

スをもっと感じて、聴解に自信が少し大きくなったと思います。日本語の水準は本当に上げるか上げな

いは分からないですが、日本での生活を実感して、楽しかった体験です。 

 きれいな町、発達な交通、親切な日本人は私にとって、いつまでも忘れない感心のことです。 

 後、私は村田先生、またお世話になった方にもう一度感謝な気持ちを伝えたいです。今回の感じは

浅くて不足ですから、チャンスがあれば、日本を深く知りたいです。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  孟 小渓  MENG XIAOXI 

 

 私は大連理工大学の学生として 1 月 8 日～1 月 17 日の横浜国立大学訪問活動に参加しました。今度

のプログラムはとても有意義な活動だと思います。私は本当にいろいろ勉強になりました。 

 私は日本語学科の学生なので、日本語能力は私にとってとても重要です。私は以前日本についてよく

知らなくて、日本の漫画やドラマなどにもぜんぜん興味がありません。したがって、学習意欲は強くな

いし、今の成績もそれほどよくないのです。応募するときには私は「もし今度の横浜国立大学訪問活動

に参加できたら、実際の日本を自分の眼で見ることができる。本当の日本の社会にもよく分かることが

できるだろう」と思いました。それで、今回のプログラムに応募しました。 

 今回の訪問活動は大抵東京や横浜の近くに観光することと横浜国立大学を訪問することの二つの部分

で構成されていました。日本の有名な明治神宮、ＮＨＫ放送センター、横浜中華街、みらとみらい、秋

葉原、浅草などいろいろなところへ行きました。美しい景色を見たり、賑やかな商店街を歩いたり、美

味しい日本料理を食べたりしました。私の見識を広めることができました。 

 横浜国立大学の授業を受けた体験がありました。日本の授業方法はゼミで、学生たちはよく検討して

から、自分の意見を発表しました。その形で、学生の学習意欲と自律学習能力はだんだん強くなるだろ

うと思います。私はゼミの研究方法を中国で提唱すべきだという感じがします。日本人の学生と村田先

生の「満蒙開拓団」についての授業をうけてもらて交流しまして、日中戦争時代の民間交流の歴史はも



っと分かるようになりました。とても有意義だと思います。 

 ラッキーのことはちょうど横浜地区中国留学生学友会との公催の春節晩会が開催された、私たちはそ

れに参加して留学生と一緒に楽しく遊びだけではなく、日本に留学生活についても交流して、きっと得

るものがたくさんあると思います。それに、日本の伝統的な茶道文化の体験と富士通株式会社へ見学の

機会もありました。このような経験は私たちの大学生にとってとても有意義です。 

 私にとって一番印象深くのは日本の国民性です。日本人の生活はとてもまじめです。彼たちはごみを

分类する制度を作りました。私たちは日本のゴミ回収工場に見学したことがあります。工場はハイテク

で回収物を廃弃物ではなくいろいろな宝とします。本当に不思議なと思います。そして、日本人は日常

飲食の栄養分もとても重視しています。日本人の公共秩序を守る意識は大変強くて、特に交通秩序から

強く感じることができます。彼たちの交通秩序と比べて私たちのは大幅に公共秩序を守る意識を高める

必要があると思います。そして、日本人は礼儀の方面で大変重んじていることが分かりました。サービ

ス業だけではなく、日常交流のときにもそうです。たとえば、私たちは道を迷って日本人に聞いたとき、

日本人は私たちのガイドとして親切に正しい駅へ連れてくれました。私はこのような多くの「優しさ」

に感动しました。でも、日本の若い人は多分どんなに寒くても短いスカートをはくとたくさん高校生は

こってりした化粧をしているのは可笑しいなあという感じがあります。中国てはそんそのようなことも

あるかもしれないですが、确かに小さいと思います。 

 実は、以前私にとって日本の印象は歴史や政治の方面からのは多いのですが、今度実際の日本を自分

の眼で見ました。しかも日本人と話をして友達にもなりました。日本への関心が高まりました。そして、

日本に対する見方が大きく変わりました。これから、ぜひ一生懸命勉強しようと思って、中日間の友好

交流に力を入れたいです。今回のプログラムはとてもいい経験なのでこのような機会が多くなってほし

いのです。村田先生にいろいろお世話になりましたので、本当にありがとうございました。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  何 莹  HE YING 

 

 今回のプログラムに参加していろいろな感想があります。語学力を強化し、実際の日本を自分の眼で

見るし、日本の学生と友人になります、とにかく大変勉強になりました。日本語学科の学生として、一

回日本へ見学して、とても有意義な事だと思います。実際な言語環境の中で日本語を練習する機会がた

くさんあります。たとえば、日常的な会話をよく練習しますし、電車の中でよくリスリングを練習しま

す。そして、日本人の真実な生活が少し分かりました。日本でいろいろなところへいきました。例えば、

国内でいつも先生の話から秋葉原は日本の有名な電気製品なところなんですが、今回は真実にみました、

とてもいいと思います。私にっとて一番好きなところは浅草です。たくさん日本の代表的なものがあり

ます、そしてとても安いです。 

 私は今まだ二年生ですので、日本語はまだ上手になりませんでした。今回のプログラムに参加して日

本で短期の見学しますから、語学力を強化しました。今新学期がそろそろ始まりますが、日本語の学習

意欲が大幅に向上します。二年生の私として、こんなことは一番重要な事だと思います、今後もっと真

面目に日本語を勉強しようと思いまいす。 初は日本語はとても難しいと思いますが、だんだん好きに

なります。ですから、日本語の学習意欲が大幅に向上します。今回のプログラムに参加して、もっと日

本語に対する興味が増加になります。 

 実は、今回の見学からとても有意義なことは真実な日本に近くになりました。国内ではずっと日本の



事を追求し、日本の事はいつも優秀な事だとおもいました、各国にはいいことがありますので、これか

ら、各国のいいものをうけるようにします。私は昔のことを聞いて日本の国民性はとてもすばらしいと

いうことですから、私は昔の見方と比べて日本に対する見方が少し変わりました。例えば、日本の国民

性は昔よりだんだん強くなりませんとおもいます。電車の中で席を譲ることは想像のことより少なくな

りますと思います。もちろん、私は日本の一部分しかがみませんでしたから。 

 私は日本の授業が一番好きです。とても自由的と思いますから。ゼミの形式通して、学生たちはいろ

いろ弁論したら、いい見方が分かりました。ほかのグループに自分たちの意見を交流したら、大変勉強

になりました。とても自由的な形式通して、学生の勉強能力がだんだん強くになりました。私に対して

こんな形式は一番有意義な勉強の方と思います、ですから、私は奨学金支援がある場合はもう少し長い

期間の訪問・交流活動に参加したい、あるいは、将来は留学したいとおもいます。日本の大学はとても

好きなんですけれども、機会があければ、きっと日本にもう一度行きたいと思います。それはいい経験

と思いますね。 

 私は日本人の学生と交流ができて良かったと思います。いつも日本人の学生と交流して、いろいろ勉

強になりました。現在、日本の大学生の 90 パーセント以上がアルバイトを経験しているという。そし

て、アルバイトのために、大学生たちはいつも忙しいそうですね。私はこれから、時間があれば、アル

バイトをしようと思います、こんなことは自分の人生に対して素晴らしいことと思いますから。私だけ

ではなく、自分の友達や中国の大学生もアルバイトをもっとしようと思います 

 とにかく、今回のプログラムに参加していろいろ勉強になりました。村田先生に大変お世話になりま

したので、とても感謝しております。横浜国立大学はとてもいい大学と思います。今回のプログラム通

して、日本の社会や文化に接してみますし、中国と日本との共通点・相違点を知りました。これから、

もっと真面目に日本語を勉強しようと思います、日本での真実な感想、とてもいい経験です。私の人生

に対して、今回の見学は一番有意義な事です。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  顔 迪  YAN DI 

 

 大学で日本についてのものをいろいろ勉強しましたが、日本に行くのは初めてです。今回のプログラ

ムは本当に楽しくて有意義でした。本物の日本を見て、たくさん感想があります。日本の国民性とか、

日本の文化とか今回のプログラムのおかげで、よく理解しました。 

 戦後、日本の経済が速く発展し、日本の総合国力がつよいです。先生はいつも、日本人はとても丁寧

だと言います。ですから、日本は本当に先生の話のようなですか、どうして日本はそうなんですかとお

もいます。二年生ですから、日本語はまだまだですけど、本当に日本へ行ってみたいです。そして、日

本語学科の学生ですから、今回のプログラムは日本語をよく練習するチャンスだと思います。 

 成田空港で飛行機を降りったら、いろいろな検査があります。でも、会社員はとても優しいです、分

からない所、間違い所、よく説明しました。そして、買い物をする時、店員たちはいつもにこにこして

います。電車の乗り方が分からない時、いつも警察に聞きました、いてでもどこでも警察たちは優しく

て教えて、時々案内しました。本当に感動しました。 

 日本の交通はとても便利だと思います。東京の中にどこへ行きたくても電車で行くことができます。

でも、道路で車は少ないです。みんなは全部電車やバスなどを利用します。どうな理由が分かりません

が、ガソリンが高いかもしれません、それは環境によいだと思います。でも、中国ではいろいろな車が



ありますから、交通渋滞はとても普通です。日本によく勉強したほうがいいと思います。 

 電車の中に、みんないつも本を読んだり、新聞をよんだり、寝たりよく時間を利用しています。物理

の問題をしている学生もあります。これから私はぜひもっと時間を利用します。電車の中に、もう一つ

感想があります。日本人はいつもひとりで、だいだい話しないで、ちょっと寂しいと思います。 

 日本で、 も驚いた所はごみ分別です。あちこちで三つ以上のゴミ箱があります。燃えるごみとか、

燃えないごみとか、いろいろな分け方があります。でも、どうして違い所で分け方が違いですかと困っ

ています。例えば、プラスチックごみはプラスチック類、一般ごみ、および燃えないごみです。ときど

きどうしたらいいなあと思っています。どうして統一じゃないのはなかなか考えません。 

 今回のプログラム、私たちは授業もあります。自分自身で日本の授業に参加しました。日本の大学の

授業は中国のと違うだとおもいます。ゼミに参加することは初めてです。みんな授業でどうな話をした

くてもオーケーです。本当に面白いです。みんな一緒に相談したり、自分の考えを交換します。いろい

ろ勉強しました。 

 日本のドアはだいだい自動的です。便利ですけど、電気が多く利用します。経済学科の学生たちの発

表を通して、日本の電気は太陽とか、核を発電します。よく利用したほうがいいかもしれないと思いま

す。 

 日本人の学生たちと交流しったら。日本人は中国の文化とか、中華料理などが大好きなのはわかりま

す。日本と中国は本来、友好な国でした。でも、戦争のせいで、今は日本人と中国人は相手の物はだい

だい知りません。将来、私は日本と中国の橋になりたいんです。国と国の間の交流がおおくなるのがほ

しいです。もっと勉強しなければならない。 

 日本の茶道も体験しました。それはとても面白いとおもいます。そんな丁寧な真面目な情感は感動し

ました。もちろん、大変でした。それを通して、日本の文化の一部分かるようになるかもしれません。 

 日本はとてもきれいといわれています。今回行くと、それは本当なのと思います。あちこちで公園の

ようです。木が緑で、花がきれいです。見ると気持ちがよくなりました。 

 日本と中国はいろいろな違うところがあります。 も慣れない所は飲食です。 

 １０日だけですが、日本のいろいろを見て習って、本当によかった経験です。将来、チャンスがあれ

ば、日本へ留学したいんです。今は日本語はまだまだです、これからぜひもっと頑張ります。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  孔 麗穎  KONG LIYING 

 

 1 月 8 日～1 月 17 日、私は横浜国立大学訪問活動に参加しました。実は、以前私は日本にそんなに行

きたくないですが、日本語を専門として、どしても日本に行った経験があったほうがいいと思って参加

しました。 

 始めて日本に着いて、日本のビルは高くなくて、そんなに発達ではないと思います。でも、村田先生

のおかげで、いろいろの所に見学して、日本の社会現状をよく分かりました。 

 

見学の感慨： 

 １月９日、ＮＨＫ放送センターに行って、日本の教育の仕方が印象深いでした。子供から天気予報の

表現とか、日本の歴史とかを見学の方式で教えて、とてもいいと思います。 

 それに、日本のお茶の楽しみ方に体験して、日本の茶道の規則は本当に厳しいと感じます。２０分も



跪いて、大変ですね。でも、それからこそ、日本人の主義はとても敬服しております。 

 １月１２日にＤＶＤを見て、戦争の時、日本と中国の関係は心から深く感じます。日本と中国は一衣

帯水の隣国です。両国の人民の間には深い感情があります。それを見て、横浜国立大学のゼミに参加し

て、日本と中国の教育方式とか、日本人と中国人の結婚感の区別についての交流をして、新しい方式で

いろいろ勉強しております。 

 そのほかに、未来館とか、富士通とかで見学して、日本の工場は太陽能率とか、リサイクル能率とか

の使用を理解して、日本の科学は発達で、環境にも優しいと感動します。  

 それに、みなとみらいや、中華街はほんとにきれいですね。そこで、自分の願いを祈って、本当に感

謝の気持ちを持ってます。 

 私たちはいろいろ写真を撮って、とても楽しかった。  

 

自分の体験 

 見学の後、私たち一緒に商品店でぶらぶらして、日本の公共施設はあらかた完備していると心からか

んじます。自動門とか、サービス施設とか、全部素晴らしいです。 

 そして、日本人は本当に優しいです。道に迷ったときや、公衆電話の使い方が分からないときなど、

いつも親切に教えてもらいました。それに、日本の国民性もとても優しいと思います。例えば、電車に

乗るとき、毎人はいつも謙虚します。それだけではなく、公衆場合にはいつも静かです。でも、そんな

生活は少し寂しいじゃあないと思います。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  徐 暢  XU CHANG 

 

 １月８日から１７日までの十日間で、私は大連理工大学のみんなと一緒に横浜国立大学に学習に行き

ました。今度は初めて日本に行ったので、楽しみしていたとともに、ちょっと緊張していました。どち

らかというと、１０日後に、いろいろを勉強してくれました。 

 八日の午後に、東京成田空港に着きました。空港で、私たちを迎えにいただき、村田先生を拝見しま

した。 初の日は、いろいろな感動をくれました。その日は、八時半に泊まるところー梶ヶ谷国際会館

に着き、みんなの便利のために、村田先生は夜１０時までずっと同行して、いろいろ手伝っていただき

ました。 

 九日の午前は先生に連れて、NHK 放送センターを見学に行きました。私は前、中国でテレビ放送セ

ンターを見たことがないので、今度は初めて番組の作ることを見て、ちょっと分かりました。すばらし

かったです。それから、東京市内の代表的な建物の中のいくつかの、明治神宮、東京駅、国会議事堂、

国会図書館などを見学しました。こういう建物は中国能登ちょっと違って、名前を小さい字で書いてあ

るので、立派さと静粛さを表してけれました。夜、国立大学の学生たちと一緒に日本の一番高いの銀座

を観光して、日本の繁華を見ました。 

 それからの３日間は、横浜国立大学で授業を受けて、色んな活動を参加して過ごしました。中国の授

業と違って、日本のには、ゼミが多いようです。ゼミでは、みんなが自分の調べたことを自分なりの言

葉で発表して、色んな質問を出してくれ、そしてみんなで一緒に討論して問題を解くという形式はもっ

とアクティブで、もっと緩和をしています。そして、留学センターでの授業はほかの色んな国の学生と

交流することができるので、ほかの国の文化などができるようになると思いました。その間、日本の茶



道を体験したこともあるので、日本の文化をもっと理解してなりました。 後の日は、横浜地域の中国

留学会に参加して、面白かったです。そのどうりに、日本での留学生活は聞いたのそんなに大変ではあ

りませんでした。逆に、とても面白くて、有意義です。 

 １３日と１４日は、日本の現代化を表す工業を見学に行きました。日本の工場は大体環境保護な技術

を使用して、排気します。それはなぜ日本の空は大連よりもっと青いのです。富士通を見学する通り、

日本の電子技術の上の先進さを見ました。そして、１５日東京国立博物館の見学に対して、日本の歴史

はあまり長くではないので、工業化を始めたのは早かったのため、そんなに短い間で発展してきて、本

当にすばらしかったです。そのからこそ、今まだ二年生の私は日本の歴史に興味があるんです。 

 今度の日本での見学旅行は、国民の生活、文化、精神を見て、新しい日本を見ました。まず、日本人

はいつも熱意を持っています。もし私たちは困難にあったら、担当の村田先生から普通の国民まで、全

部力を入れて、手伝ってくれます。そして、日本のポケット本がたくさん出版られているので、日本人

はいつでもどこでも特に電車を乗るとき本を読みます。だから、なぜ日本人は毎年一人ずつに４０本ぐ

らいの本を読むことができるがわかります。それから、日本の文化と中国のは共通することが多いよう

です。たとえば、竜のようなものです。以前は竜は中国だけのものだと思うので、東京国立博物館にと

って、日本も長い竜の歴史を持ってきました。面白かったです。日本の文化とか精神とかもっと尊敬に

なりました。 

 今度はいろいろありがとうございました。学習旅行の通して、いろいろを勉強しました。将来もっと

日本に留学したいです。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  高 慧  GAO HUI 

 

 今回のプログラムに参加していろいろな成果ができました。心から感謝します．十日のプログラムが

珍しい経験です。先生のおかけで、１０日には、順調に過ごしていました。本当にありがとうございま

した。 

 今回は、私の初めで日本に行った。八日の夜、東京に到達のとき 、東京の平和、きれいはとても好き

です。住むところもきれい、雰囲気もいいし、生活が便利と思います。 

 このプログラム参加の動機は、本当の日本が自分の目で見てみたい。高校のときから、日本が好きに

なっています。だから、日本語学部に選びました。日本に行くという機会がほしかった。今回の機会は

本当に珍しいので、この参加機会に聞いたとすぐ応募しました。ラッキーでした。 

 成果は、本当の日本の生活もっと了解しました。年少者はどのような様子、日本の国民は同のような

感じがわかりました。 

日本は、街がきれい、人と人との間で、とても尊敬です。泥棒とか悪い人が少ないから、電車内、道路

上、安心ができます。食料品が中国よりもっと高いけれど、とても細かく、おいしいです。だから、楽

しむ食べることができます。そういう生活がとても簡単で、うれしいです。今回のプログラムによると、

日本に住むという意欲もっとつよくになりました。だから、もっと勉強がんばなきゃならないという感

じがしました。日本人の素質は本当高いです。これに対して、国力はＧＤＰだけでなく、国民の素質も

必要です。このグラムのおかけで、中国は、GDP のほう注意のとき、国民の高さも注意しなければなら

ない。 

 今回の活動に参加ていない時、日本が単純好きですが、今回の後、日本に行きたい、日本で暮らすこ



とがほしい。そして、その夢を抱いていきたいです。海外の留学も注意しました。日本の１０日が印象

深くし、一生の中で忘れないという感じがしています。次回、機会があれば、必ず参加したい。 

 今回のプログラムによって、いろいろな見学があります。例えば、富士通会社で、さまざまなすごい

技術が知ってくれた、本当にありがたいです。そちならでは、こういうすばらしいものが見えました。

それだけでなく、富士通会社の社員は、みんな優しいし、笑顔がしていました、暖かい感じがしていま

した。将来、そうなふうに人になりたいに決めました。パソコンの開発、進歩、富士通の力が大事です。

本当、すばらしいと思いました。自分は強くなりたいという気持ちも持っていました。 

 日本人は、やさしいし、礼儀正しいし、日本は、平和などいろいろ長所があります。将来必ず日本に

仕事をしたい。今回のプログラムの機会で本当の日本が自分の目で見て、とても感動しました。もし、

次回いければ、京都、奈良などもっと町が行きたい、もっと日本が知りたい。もっと、日本の美を感じ

たい。 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  喩 一楠  YU YINAN 

 

 「光陰矢のごとし」とは申しますが、九日中の留学生生活が終わった、いろいろな感想がある。初め、

私は日本のことを知りたかったために、このプログラムを参加した。日本語勉強を始めてから、約一年

半になる、将来留学するかどうかもずっと考えてきた。前は日本の環境や留学の生活など、心配したも

のがあったが、横浜大学へ行ったから、留学生の生活を了解して、留学する決心がある。 

 私たちは村田先生から大変お世話になりました。ありがどうございます。先生から安いアパートを借

りできたにかぎらず、心が込めっているタイムテーも作った。アパートは駅から少し遠いのでですが、

静かで環境の良いところです。その際に、毎朝早く起きて運動したように駅へ行きました。空気がとて

もきれい、気持ちもよかったになる。 

 初めて日本へ行ったにつき、きれいな町、やさしい日本人、便利な交通、おいしい料理などは私にと

って新鮮なものだ。その中で一番感動なのは日本の安全だということだ。夜、一人で歩いていても、こ

わくありません。ハンドバッグを召すまれ足り、財布を取られたりすることもめったにない。ですから

日本は住みやすいところと思う。 

 日本の施設や交通などを了解したとともに、日本語を練習も目的のひとつだよ。そして、私はできる

だけ日本人と交流した。日本人は私たちに勉強するべき性格がたくさんあります。日本の人々はとても

親切だという印象が受けた。ある日、友達と一緒に買い物へ行った、帰る時は遅くなったので、駅はど

こがあるかぜんぜん分からなかった、そしておばあさんに道を聞いたのですが、そのおばあさんは、わ

ざわざ駅の入口まで連れて行ってくれた。私たちは本当にうれしくなった。 

 横浜国立大学は約６０年の歴史がある、日本の有名な大学だ。横浜国立大学は、教育人間科学部・経

済学部・経営学部・理工学部の 4 学部と、実学的色彩の濃い学部構成となっていて、本学は、貿易と商

工業で栄えた横浜の歴史と伝統に根ざしている。快適な学生生活が送れるよう、各種の設備や制度を充

実させ、体と心のサポートを含めたキャンパス支援を行っている。留学生センターは、正門を入ってか

ら左側の階段を登ったことがある、すばらしい建物だ。施設はとても全くだよね。私たちは留学生と一

緒にクラスをした、先生は面白い、いい先生だとおもう。そのクラスはインタネットのいい点と悪い点

を弁論した、みんなは自分の考えるごとを説明して、交流します。座った隣の韓国人の日本語はとても

じょうずだ、羨ましいなあ。留学生センターの中で、中国人のほか、韓国人や、アメリカ人もある。そ



して、クラスは面白いだ、生活も豊富だ。 

 幸せのこともあるよ！私たちは横浜国立大学の中国人留学生と一緒に新年を迎えた。毎年、大学の中

国人は新年を迎えるために、春節の交歓会を挙行する、みんなはおいしいものを食べたり、歌を歌った

り、ダンスを踊ったり、とても楽しかった。私たちは熱烈的な観迎をもらたが、うれしかった。その後

見えるかどうか分かりませんが、その夕べの記憶は一生忘れられなかったの事とおもう。 

 日本の物価は中国より高いですから、自分でアルバイトをするのは必要だ、コンビニや宅急便など、

いろいろ選択もある。懸命に勉強したら、奨学金をもらう可能もある、ですから、生活を心配する必要

がない。 

 日本人はほかの人にやさしいだけてはなくて、地球にもやさしだよ。川崎で、工場がいろいろありま

す、毎日、たくさんエネルギーが使う、しかし、川崎の海はとてもきれい、そらも青いだ。みんなは「ど

うして、そんな重い工業をするとともに、環境もそんなきれいが？」と先生に聞きました。川崎エコ暮

らし未来館を見学した後、その問題がわかりました。川崎は大規模太陽光発電所がある、自然から、太

陽や、風など再生可能エネルギーを利用する、地球の力をうまく使う。その上で、資源を循環チャレン

ジゾーンもじゅうようだ、物は分別をきちんとすれば、再び資源となって利用できる。みんなが出した

資源物が、どのような流れて、どんなものになるがみえる。いろいろな面白い体験があった。 

 日本の地理、気候の条件は、生活様式、風土文化の相違などの方面と大連の差が大きすぎず、しかも

距離も近く、飛行機よりも日本国内のいくつかの航路はまだ近だ。日本国内の交通は便利で、電気鉄道、

四方八方に、日本のスーパーは林立して、商品がそろっていて、選択の余地が大きい、多くの 24 コン

ビニなど、ですから、生活はとても便利だ。日本が１つの巨大な入社留学生の計画では、その前提の下

で、日本へ留学する潜在力が大きく、担保手続きに、日本語のレベルは、文化の程度など、さまざまな

方面の要求は「高」この無形向上したビザ率から、「行く」で日本やすい保険だ。 

 日本で修士試験（修士）難度小さく。多くの日本人の意識はしたくないのではなく早く稼ぎたい、日

本の本科生で修士の割合は 7%下回って、他の国に留学をしたい、留学生にとっては、多かれ少なかれ

いくつかの機会が増え、特に日本の多くの大学院に本硕连读、四年本科の 2 年の修士のなり、ある国立

大学優等生に与える三年本科の 2 年の修士の特殊な政策。も日本に留学でき食べたいいっぱい食べたい

のですが、食べてもいいのいいのがいい。 

 とにかく、日本に行って留学して総合的にメリットがある、他の国より多いにもかかわらず、日本留

学の良さである国もありますが、日本ほど全面だと思う、今度の体験があったら、日本語をもっと勉強

して、日本で留学がいいだ。 

 後、もういちどう横浜国立大学の先生と学生に「ありがとうございます」と言いたい、機会があれ

ば、ぜひ大連へ行こう！ 

 

 

大連理工大学日本語学科 2 年  張 寧  ZHANG NING 

 

 平成 23 年１月８日～１月１７日横浜国立大学訪問活動に参加されたが、とてもありがたいと感じし

ました。 

 今回のプログラムに応募した動機については、まず、日本の社会や文化に接してみたい。それから、

留学の可能性を探りたいと同時に語学力向上に役立つので参加したい。日本の学生との交流として、中

国と日本との共通点・相違点を知りたい。日本語学科の学生として、いつも実際の日本の姿を知ること



にしようと思いましたから、横浜国立大学と大連理工大学の交流する機会があったら、参加しました. 

 初、日本に行った時、あちこちでもきれいだと思います.日本の社会は中国より安全もいいし，環境

もきれいし、とてもいいところだと思います。日本は能源を節約することがよくできました。たとえば,

電器を有意義に使って、太陽能を利用して,ごみを再処理して、能源を節約とともに環境にもいいです。 

 買い物をした時、品物の上には税率を表明しています、これも中国と違います.こういうことは日本人

の公民意識の表現だと思います。 

 日本の茶道は日本文化の中でとても重要な部分です。茶道の礼というのは何ですか。この言葉は、広

い意味では,一定的の規則を守ることです。中国語では、「克己复礼」という語が、ちょうどこれにあた

るとおもいます。 

 中国にも茶道があります。でも、中国の茶道は日本の茶道と全く違います。中国の茶道は中国の伝統

文化の中には有名でも、今中国の社会ではあまり人気がありません。これは中国の伝統文化の保存、新

しい文化の創造によくないことだと思います。それと同時に、日本の伝統文化は日本の現在の社会に重

大な影響がしているとおもいます。 

 日本の学生と話するとき、日本人はあまり自分と違うことが好きではありません.日本人のやり方と考

え方から見ると、日本の文化が内敛だと思います。でも、日本は昔から、ほかの国に先進的な文化や科

学や技術を習ってもらいました。日本の文化の中に開放性もありますし、保守性もありますし、とても

複雑だと思います。 

 中国は長い歴史もありますし、近代は西方の影響もありますし、中国の文化は日本の文化と多分同じ

状態にしています。でも、中国の伝統文化の保存は日本よりよくないだと思います。 

 日本人は自分の外観が大切にしています。特に日本の女性は全部化粧しています。男性も自分の着物

などが別に注意しています。これは中国とまたく違います。これは経済と文化ともにの影響だと思いま

す。 

 今回のプログラムに実際に参加して、実際の日本を自分の眼で見って、いろいろ感じました。 

 日本で日常生活を過ごすとき、よく自分の変の日本語を感じます。さて、よく自分にこれから絶対よ

く日本語を勉強にしようと思います、学習意欲が大幅に向上しました。 

 短期に日本に住んでいたので、毎日日本人と話しっていましたが、語学力向上に役立ちました。 

日本への交流のはいい海外体験だとおもいます。もっと世界を知ろうという気になりました。いろいろ

国に行くと、よく世界に知ることができるとおもいます。 

 日本の学生と交流ができて良かった、これと同時に日本の学生と友人になれた、お互いに意願や理想

を交流しった、とても嬉しいを感じました。 

 横浜国立大学で日本の学生と一緒に授業をしってもらて、日本の大学の環境や先生が好きになりまし

た日本に学ぶべき点があると実感した。 

 今後同様なプログラムがあったら、見識を広めることになるので語学力向上に役立つので参加したい

です。日本だけでなく、他の国にも行ってみたいです。 

 でも、日本の経済は中国より発達ですから、日本での生活費や学費は私に対シテ、ちょっと高いだと

思います。 経済的支援があればほがいいとおもいます。 

 奨学金支援がない場合でも、魅力的なプログラムであれば参加したい。 

 今回のプログラムについて、とても満足を感じます。これから、よく日本語を勉強して、日本文化も

よく理解にして、日本へ１年の留学する機会を取って、日本へ留学に行きたい。 

 



 

大連理工大学計算機工学 3 年  王 文曦  WANG WENXI 

 

 村田先生をはじめとしての先生方のおかげで、私は語学力も強化できるし、実際の日本を自分の眼で

見た、そして、日本の社会や文化に深く接することや日本の学生と交流することなどもできて、本当に

ありがたいんだな。  

 今度のプログラムに参加する動機はまず日本を自分の目で見たいということ。次は将来日本に留学す

るかどうかを探りたいと思っていた。このプログラムのおかげで、いろんな特別な機会をもらえて、実

際の日本を大体的に知るようになったうえに、日本へ留学しようと決めて本当にありがたい。 

 そして、今回の交流では、自分の言語力はやっぱり足りないなとつくづく感じた。話し言葉と敬語は

特に強化すべきだと思う。しかも、日本文化や儀礼などももっと知るべきだと思う。とにかく、今まで

の自分は日本、日本語に関する能力はまだまだだと思う。今後はもっと頑張らなければならない。 

 だが、時間はちょっと短くて、もっと日本を知りたいなと思っていた。それに対して、交流はもっと

深くしたら、いいと思います。ただの参観だけでなく、形式がもっと多くすればいいと思う。とにかく、

日本文化、制度や日本の大学などもっと深く知りたいんだ。 

 以上です。 

 

 

大連理工大学計算機工学 3 年  陳 浩  CHEN HAO 

 

日本東行記——横浜国立大学へ十日の見学の感想 

 

 平成 24 年 1 月、私達大連理工大学の一行は村田忠禧先生の誘いに、横浜国立大学または東京都内の

各地で、１０日間という短い期間で短期交流見学活動をしていただいた。第一次飛行機を乗り、海外に

行き、こんなに大きなショックを受けることが、どれでも初めて。さまざまなはじめて見た感じたこと

は、多少でも自分の人生観と世界観を変わった。 

 日本に行く前に、実に言うと、日本という国にあまり好感を抱いていないのだ。出発する前夜、僕は

自分のブログで、「明日には、半分尊重半分敵視という国の土に踏むか……」でもやはり、否認できない

のは、日中両国の間には、両国とも触れたくない歴史があるけど、中国人としての僕は、それらを忘れ

たくない。それは問題はないと思うけど、もう過去となった歴史を現在の日本と繋げるべきではない。

幸いに、今度日本に行った経験は、自分の認識を変わり、だんだん日本を好きになった。 

 この１０日間、私達は横浜、東京などのところに行って、明治神宮、NHK 放送センター、横浜国立

大学、廃棄物処理所などで見学した。感慨は数多くと言っても過言ではない。大和民族は規範、緻密ま

た人に対する尊重に注力をすることを深く感心した。 

 

規範 

 大和民族は規範を重視する民族で、色んな規範は布告となり壁に貼られ、スローガンとなり口に出さ

れるではない、実際の行動となるのだ。 

 日本に来た初日、日本の学生さんの伴いに渋谷で見物したとき、道路の両側にロックしていない自転

車は多いと発見した。それは中国ではまったく想像できない景色だけど、日本人は心配なくそれを放置



したままで、それに近くには警察もいなった。デパートでも、財布を勝手にポケットに入れて、盗まれ

る恐れもない。 

 それに、日本人の交通意識もかなり強い。車のない道路でも、通行人もドライバーも赤信号を突破す

ることが見えないことに、日本人はもはや他律的から自律的に変わり果てたことをわかった。道理で警

察の督促は要らないのだ。 

 日本のエスカレーターでの風景も中国のとはまったく違う。中国では、二人がエスカレーターに同列

に並んで立っているままのが普通で、日本は人たちが左側に立っていて、右側に急いでいる人に道をあ

ける。 

 日本の地下鉄と電車も僕にショックを与えた。とてつもなく規模の大きさに、東京に来る前には本当

に想像できないものだ。どの線路でも秩序だったパターンを示して、どこに行きたいとも便利。それ上、

地下鉄は全部厳格に時間どおりで、交通問題で遅れることは心配ない。 

 

緻密  

 大和民族は緻密な民族だ。 

 食べるのが緻密。渋谷の美食街でも、浅草の町沿い小食でも，辺鄙で静かな梶ヶ谷のラーメンレスト

ランでも、食べ物の種は多い。そればかりでなく、色、香り、味全部は緻密。各種の食器でも心をこめ

た的緻密さを感じ、完璧に内容と形式を融和したものだ。 

 住むのが緻密。日本は狭くて人口の多い国のゆえか、米国の広々としている部屋とはまったく違って

いる工夫を入れた緻密な部屋を感心しました。泊まっていた梶ヶ谷国際交流会館はちょうど手本になれ

る。日本の民居でも独特なスタイルを有し、居心地のいい感じをした。 

 環境も緻密。どこに行っても木を見える、新鮮な空気ずくめの感じだ。梶ヶ谷で、小さい庭でも緻密

だ。道路はふさわしいに狭くて、車二台だけに並んで走れます。遠くから見れば、道路、車そして両側

の民居は、調和な感じがある。 

 

尊重 

 中国は「礼儀の邦」と自称することもあるが、もう何世紀以前のことなのだろう。中国人の僕でも、

中国と比べて、日本はまさに礼儀正しい国のだ。 

 はじめて日本に来て、道を尋ねるのは免れないことだ。毎度道を尋ねると、あの方は必ず熱心に、ど

のバスを上がりそしてどのロードで行くと詳しく答えた。自分が僕を目的地まで導いた方さえいる。そ

れは本当に僕を感動させた。 

 中国で、パブリックで大きな声で喋ることは普通に対し、日本ではない。日本人は人の迷惑をかけな

いように終始注意しているからと思う。 

 またひとつ感じたのは、日本人みんなは情熱を入って仕事をする。その仕事に対する尊重は、人に対

する尊重というほうがいい。仕事を愛してこそ、もっと愉快に高効率に働くものだ。でも、中国の人は

やむを得ず仕事をする気がする。それは受身的な働き方だ。無論、それはいい効果を収められない。 

 

 １０日間は矢の如く過ぎ去った。この短期間で日本を十分にわかるわけがないけど、自分の目から見

た日本は、確実に僕にショックを与えた。僕は本当の日本を、先進で緻密に規範的な日本を、礼儀と尊

重を尊ぶ日本を自分の目で認識した。 

 



 

大連理工大学機械工学科 2 年  陳 露白  CHEN LUBAI 

 

 １月 1７日の朝、私は成田空港のターミナルビルに到着しました。出発口前で帰国の飛行機を待って、

再びその広い空港を見ると、来日時の気持ちを突然に思い出しました。興奮とか、焦りとか、どんな感

じも言えなくて、その時の私はこの新しい国への体験を期待していたんだ。そして、私の思ったとおり、

日本での生活は奇妙、感動、そして魅力的だったと思う。 

 

 この 10 日間の訪問が終わって、私はいろいろを勉強になりました。特に、日本文化も、国民性も、

こころから深く感じました。日本語の勉強を始まったから、もう１年半になりました。日本にの興味を

持って、自分の未来を考えて、私はこの学習活動に参加しました。そして、村田先生のおかげで、日本

の社会の文化もよく理解しました。 

 

 １月８日、二時間の飛行機のあとに、この未知な国に踏む時の私はやっと落ち着いた。初めて飛行機

に乗った時の感じと同じ、日本で生活できるようになった私は抑えなくて興奮しました。クラスメート

たちを見ると、みんな興奮しているようだった。 

 川崎にきたばかりの時、毎日もすごく寒いでした。でも、久しぶりの青空とキレイな空気は私にとっ

て、なんと言う大好きだった。私たちが住んでいた場所は高津区梶ヶ谷の国際会館というところだった。

あんまり大きくないアパートだけど、建物の前に小さな庭があって、とても綺麗だと思いました。 

 １日目に、私たちは自分で電車用の PASMO を買い、電車に乗って、NHK 放送センタ－、名治神宮、

国会図書館などに見学しました。２日目、朝早く起きて、電車で横浜国立大学を訪問に行きました。そ

して、この大学での生活を体験しました。茶道を見ないと、日本に行くことがないという話があります

ので、茶道を一度体験しました。そして、私たちは専門によって、横浜国立大学の教授のＭＢA 授業に

参加しました。そろそろ中国の伝統的な祝日春節なので、横浜国立大学中国留学生会に主催した春節パ

ーティーに参加しました。日本の中国留学生がほんとに大勢です。後に、工場を見学して、富士通も見

学すると、日本の先進的な技術には興味がありました。 

 10 日はさすがに短かったんだ。残念ながら、体験できたことはそれほど多くなくて、今回は以前と違

って、新しい日本を体得しました。日本人の厳しくてまじめなやり方を見て、計画から実施までどんな

に細かいところでもきちんとやることをよく感じました。参加者全員の行動の一致を求めるために、何

度も説明会やミーティングを開催しました。そして毎朝、村田先生も当日のスケジュールを確認して、

ほんとに感動されました。そんなに細かいところに注意しなくてもいいのに、日本人の皆はルールを守

っているんです。その拘りがあるからこそ、日本のバスや電車がいつも時間厳守し、電車に乗り込む人

以外慌てている人があまり見えなくて、このような安定な生活があるんだ。 

 日本に行ってから、毎日この国の雰囲気を感じて、以前教科書から勉強した「礼儀の国」という言葉

をよく体得しました。エレベーターではみんな右側に整然と一列になって、用事がある人のために左側

通路を開けること、バス駐車場で秩序を重視し一列に並んでいる人たちのこと、ゴミを厳格に分類する

こと、街にゴミ箱は少なくても、道はきれいになっていること、犬をつれて散歩する時にフンの後始末

をすることなど、どこでもこの国の人たちの責任感を感じられます。「申し訳ありません」が日本で一番

よく使っている言葉であり、皆は自分の行為を他人に迷惑をかけないように注意しています。 

 今回の見学生活によって、私はいろいろを勉強になりました。とても珍しい体験として、忘れられな



い思い出はこころにいっぱいのこしました。満足していながら、日本への好きさが今でも消えなくて、

次回にこのキレイな国にくることを期待しています。 

 この１０日間、先生にいろいろお世話になっておりますので、どうもありがとうございました。 

 

 

大連理工大学機械工学科 3 年  田 之楽  TIAN ZHILE 

 

 一月八日から十七日まで、私は大連理工大学の代表として横浜国立大学を訪問した。今回二十三人の

学生代表団の一員になり、十日間にわたり横浜国立大学を見学した。私にとってきわめて貴重な経験で

あった。今回のプログラムに参加する動機について、日本の事情を更に知りたいからである。教科書で

習った内容だけでは語学の学者にとって本当の外国の生活を知るために不十分ではないかと思われてい

る。しかも日本人の生活習慣とライフスタイルは中国人相当違っているわけである。これを知るために、

日本へ来て身をもって体験しなければならない。私は大学を卒業をしてから、日本に留学するつもりで

あり、国立大学の大学に通いたい。２０１２年の１２月から交換留学生として東京の国立大学に留学す

る予定だ。今回のプログラムを通して、日本について何らかの経験をつんで、これからの留学生活に役

に立つのではないかと考えていた。 

 今回のプログラムの感想について、私は二つの感想を述べたいと思う。 

 一つは日本のごみ分類は私の想像より細かい。ゴミは普通ゴム、粗大ごみ、紙、新聞、瓶缶類に細か

く分けている。横浜市のルールでは月曜日、水曜日、金曜日で普通ごみを出すことになっている。私と

ルームメートは毎日ごみを捨てるとき、国際会館のマニュアルを見ながら、分類してから捨てていた。

初のときはとても面倒くさい、と思っていたが、日本の街を歩いていると、町がきれいである原因は

ごみ分類にあることが分かった。日本についての本では、日本の街ではあまりこみ箱がないと書いてあ

る。しかし、日本行く前に思っていたより日本の道でのゴミ箱が多い。中国では細かくごみを分類する

ことはない。だからこそ日本のごみについてのことに印象深い。 

 もう一つ日本の５パーセントの消費税があることに驚いた。中国で買い物をするとき、ラベルに書い

てある値段を払えばいいが、日本ではラベルの定価のほかに５パーセントの消費税を払わなければなら

ない。中国人の私にとってはじめて知るので、実に驚いた。たとえコンビにで百円の食べ物を買うとし

ても、５円の税を払う。したがって、たくさんの品物を買う場合では、相当の税金を払っていた。秋葉

原で電気を買うとき、もし２万円以上の場合では、税金を払わない。しかもカードで支払ったら、更に

一割引することができる。秋葉原で電気屋さんへ行ったときに、「たとえ値段が高いものを買ったとして

も、税金を払わない。しかも商品が丈夫なので、中国人のお客さんが多い」ということが分かった。中

国で消費するときは税率という言葉は出てこない。だからこそ日本で５パーセントの消費税があるとい

うことに気になっている。 

 十日間の見学でも、 も関心を持っているところは横浜国立大学の授業である。私は機械学部の学生

として、横浜国立大学田名部先生のビジネスゲームの授業に参加した。大変勉強になったと思った。

初は経済についての専門知識がないので、授業が難しいのではないかと思っていたが、実際でやってい

たら、面白くて、楽しかった。コンピューターを使って、ゲームの形で授業を行うことは私にとって初

めだ。 後での締めくくりとして、先生を経済学の原理と知識を説明してくれたので、印象深かい。ク

ラスの全員で互いに競争したり、チームを組んでパートナーを戦略を立てたりして、チームワークの大

切さをしみじみ分かった。もし私はこれから日本へ大学院に入ることができるなら、大学で学ぶ専攻の



機械工学だけではなく、機械工学以外の学科にも進めたいと思っている。 

 日本での見学で日本語しか使えないので、日本語を練習した。普段の日本語の勉強は大抵単語を暗記

するとか、文法を使うというようなものだげである。現地の人とコミュニケーションをするには会話の

能力が必要だ。私は習った日本語を強化するには日本で生活することは大切だと思っている。更にこれ

から一年間日本での留学生活を楽しみにしている。自分の日本語の能力を高めるために日本に寮岳した

いと思っている。 

 東京と横浜のいくつの名所を尋ねて、更に日本は多彩な文化を持っている国であることが分かった。

それに日本の独特な料理を味わったことができ、大変よかったと思った。本場の刺身を食べて「おいし

い」と思いながら、多少でも日本人の食の文化に接することができる。これは日本へ見学ならではの感

想であり、日本に来ないなら分からないでないかと思っている。本当の地元の文化を体験するために、

そのところに来ないでははっきり分かるものではないと考えている。 

 もしこれからこのような日本の国立大学への見学のチャンスがあれば、私はぜひもう一度参加する。

そしてこれから一年間の留学生活とを通して、もっと日本の事情が分かるだろうと思う。更に大学を卒

業してから、日本に留学することにした。今回このプログラムに参加することができて、本当にうれし

く思っている。そしてプログラムの担当の村田先生に「ありがとうございます」といいたくて、感謝の

気持ちを表したい。 

 

 

大連理工大学金属材料学科 4 年  鄒 杰  ZOU JIE 

 

 日本語を習った以来、もう３年になりました。日本人とスムーズに交流かどうかがまだ分かりません。

そして、日本についての印象はただテキストに表していると感じっています。日本の詳しい状況を知る

ために、日本に行きたいなあと思っています。先生のおかげで、この夢を実現しました。 

 １月８日の午後５時半ごろ、飛行機で日本に着陸しました。みんな興奮している気持ちを持っていま

した。バスで先生のお宅に行きました。疲れていましたが、カラスを通して日本の夜風景を観賞してい

ました。交通ルールは左側優先であるので、一時に適応できなかった。 

 １日目に、朝みんなそろって、電車で渋谷駅に行きました。日本の生活を体験するために、私たちは

自分で電車用 PASMO を買って、電車を利用して、目的地に向こいました。 初エスカレータを乗ると

き、私たちはばらばらで立っていましたため、急いで行きたい人に迷惑をかけてしまいました。日本の

文化における、エスカレータを乗るとき、左側は普通に立っているというふうになっています。駅から

出たとき、高いビルが聳えています。人が多いですが、みんな交通ルールを守っています。道路が中国

よりすごく綺麗と見られています。 

 日本人の学生さんたちが駅で私たちを迎えました。挨拶をした後、先生に連れて、各観光地に出発し

た。一日中 NHK 放送センタ－、明治神宮、国会図書館などを見学しました。 初から 後まで、歩い

ていたから、みんなもう疲れきっていた。先生がお年寄りといわれましたが、私たちより元気なさそう

です。 

 ２日目、朝早く起きて、電車で横浜国立大学を訪問に行きました。横浜国立大学は緑がいっぱいある

ので、キャンパスがすごく奇麗です。大学の食堂で食事をした。国内より値段が高いですが、おいしい

と思っています。教授と学生が一緒に食事をして、別々じゃなかった。食事をした後、残る食べ物があ

りましたら、おいしくないと考えています。日本人にとって、失礼なことなんです。日本人は食べ物が



残らず全部食べ終わって、いいといわれています。中国と違います。中国で食べ物が全部食べ終わった

ら、食べ物が足りないという意味です。お腹がいっぱいでも、食べ終わらなければならないと思います。

食べ物を無駄にしないほうがいいと思います。 

 横浜国立大学の教室がすごく奇麗です。エアコンをインストールしますので、 初に入ったとき、寒

い感じをしましたが、だんだん暖かく担ってきます。そうしたら、教室に人がいないなら、省エネルギ

ーができます。キャンパスの中で、あちこち自動販売機があります。とても便利です。 

 茶道は日本の代表的なものと言われています。茶道を体験していないなら、日本に行くことがないと

いう話があります。畳みの部屋に入って、跪いて４０分ぐらいなんで、私たちにとって、我慢できない。

男性たちが胡坐をかいてもいいですが、女性たちは跪いてならない。１０分間ぐらいほど、足の感知が

失ってしまいました。茶道について、いろいろな規則があります。茶道を習った後、精神修養が向上に

することができます。日本の女性たちは茶道をしなければならないと思います。私から見ると、茶道を

習うことが大変なことなんです。 

 私たちは専門分野によって、横浜国立大学の教授のゼミに参加しました。教授と言っても、とても親

切な感じがしました。金属材料を研究する教授が私たちに量子力学について詳しい紹介しました、いろ

いろ勉強になりました。ゼミのあと、教授が私たちを連れて、電子鑑微鏡を見て行きました。 

 そろそろ中国の伝統的な祝日春節です。横浜国立大学中国留学生会の主催する春節パーティーが起こ

いました。私たちを誘われていました。歌を打ったり、食べ物を食べたり、ゲームをしたり、楽しんで

いました。ゲームをして、優勝したので、プレゼントをもらって、うれしかった。日本で中国の留学生

が数多くですが、出会ったとき、親切な感じがした。 

 工場を見学した後、日本はさすが先進な国です。ごみを処理場所も想像できない奇麗なところなんで

す。ごみを回収して、何十パーセントリサイクルことができます。ごみとすると、日本でごみ分類がも

のすごく大変なことです。細かい分類して、出す時間も制限します。ごみ分類について、ちょっと心配

していました。 

 横浜中華街へ行って、中国に戻りみたいと思っていました。中国のお土産がいっぱいあります。店員

さんが大部分中国人です。中華料理も正統的、おいしいです。 

 １０日間が短いですが、日本人の生活を体験しました。日本人にとって、大事なものはほかの人に迷

惑をかけないように自分のことをする。人口の素質がたかい。自分に関係しないものに関心を持ってい

ない。私から見れば、文化によって、人生観や価値観が違います。日本人の曖昧な言葉を使って、中国

人は認められない。日本人の電気節約意識が私の印象深いものです。そうすれば、人類持続発展可能性

ができます。 

 この間、先生からいろいろお世話になっております、ありがとうございます。感心を持って、感謝し

ます。 

 

 

大連理工大学金属材料学科 3 年  趙 闖  ZHAO CHUANG 

 

 日本へ行く前に留学は本当に不思議的で非常に難しいことだと思いましたが、今回のプログラムに参

加した後、特に竹田先生を訪ねた後、留学ということは私とそんなに遠くないことだと思いました。留

学したいという願いさえあれば、また、それを向かって努力して、留学が実現できます。勉強の方、私

は日本の大学へ行った後、日本の大学の一回の授業を受ける人数が少なくてディスカッションはほとん



ど授業を貫いているということを感じできま。こんな授業でみんなは授業の中を参加できます。これに

対して、中国の大学の授業で学生は先生の話を聞くだけ、授業の中は参加できないから、効率は日本の

ようなやり方と比べて、もちろん低いです。しかし、同じことはひとつあります。つまり、どこでも努

力は大切だと思います。 

 初めて国を出るので、確かに日本の独特な文化を感じできましたが、日本と中国の文化どちらはよい

という話ができない。どちらでもいいところと悪いところがある違いがありませんでした。だらか、大

目に見るというのは必要です。 

 私は今回の交流プログラムを参加した前、留学ということはある人だけのことで、私たちのような普

通の学生はそのチャンスがありません。でも、日本へ行った後、日本で留学している中国人はそんない

少ないということが感じできます。だから、私も卒業した後日本へ留学に行くつもりがあります。その

ために、それから、私は平日で日本の留学の方のことをもっと注意します。そのほかに、今の大学で私

の趣味とか、成績とか、就職の状況などということに注目します。 

 それから、私の心の日本の印象を言います。日本は優しい国である。バスは乗客がきちんと座ってか

ら動き出す。電車には冬になると座席にも暖房が入る。トイレには、予備のトイレットペーパーがいつ

も置いてある。それに、赤ちゃん連れのお母さんのために、オムツ替えのシートもある。そういう細部

に至るまで人のために考えているところがすごく優しいと思う。日本のサービス業界の「顧客第一」の

考えもすばらしいと思う。買い物に行ったら、店員さんの笑顔がいつも素敵だ。釣りを出す時は、ちゃ

んと一枚ずつ数えながらお客さんに渡す。それはどんな店に行っても同じである。それに、販売される

ものにはいつもサンプルがついている。アイスクリームの場合、各味各サイズ、全部サンプルとなって

羅列されていて、実物とほとんど同じように作られている。包装のある商品もちゃんと中身を示すサン

プルがついている。それに、試食できるものもよくある。お客さんがその品物をよく知ってから購入す

るため、騙されることも少なくなる。 

 後に、この長いようで短かった旅の間に出会ったみんなに一言。本当に楽しかった。ありがとう、

そして、またね。 

 

 

大連理工大学日本語学科修士 1 年  肖 瑶  XIAO YAO 

 

 今回の「日本と中国とのハイブリッド型教育による人材育成プログラム」のおかげで、私は十日間日

本で生活、横浜大学の学生さんたちと一緒に交流することができました。実は、このプログラムはずっ

と前から聞きまして、とても参加したかったのですが、プログラムの対象は殆ど二年生で、院生の私が

もともと参加する予定がなかったのです。しかし、ある学生さんが病気などで急にいけなくなってしま

って、彼のかわりに他の一人の学生が参加することができるそうでした。それに、急いでいましたから、

パスポートの持つ学生しか参加できなかったのです。おかげで私が参加できました。今から見れば本当

に心より「参加できてよかった」と言いたいです。 

 実は私が二年生の時に一度交換留学で日本に滞在したことがあるのです。ですから、今回は二回目に

なりました。日本の生活や文化は私にとって慣れないところは殆どないです。しかし、今度の交流はや

はり二年生の時とちょっと違います。わずかの十日間でしたが、私はたくさんのところに行って、多数

の人と交流して、たくさんのことを感じましたからです。 

 滞在していた時私は国際理解や中日文化の違いに関して、一層深く理解できました。『鳴呼 満蒙開拓



団』という映画で、私は始めてハルピンに日本人のお墓があることを知りました。映画の中の泣きなが

ら実話を話していた奥さんやその戦争の時代を経験したおばあちゃんやおじいちゃんの姿は今でも忘れ

られません。今中国と日本の間で、まだまだ誤解があります。その源は歴史に対する知識が不十分やお

互いの理解が不十分ではないでしょうか。確かに、過去日本は侵略という成分があるので、中国人が日

本人のことを恨むのも仕方がないことだと思います。しかし、その映画の中にその普通の人々の話のよ

うに、実は彼らは本当のことが知らなかったのです。彼らも政府にだまされたのではないでしょうか。

両国の人民の交流は政府や政治問題と混ぜるとはいけないと思います。普通の人たちはいつも平和と友

好を求めているのです。ですから、この映画を見て、私は帰ってから、ぜひ多くの人にその歴史を話し

て、少しでも人々の誤解を解けたいと決心しました。ただ 120 分ぐらいの授業でしたが、私への影響が

一生かもしれません。私は将来ぜひ中日友好のために自分のささやかな力を尽くしたいと思うようにな

りました。 

 また、「震災復興の地域経済・政策にかんする日中比較」という授業で、震災後のエネルギー需給と対

応、財政、震災後の対応の速度などの視点から中国と日本の状況を紹介してくれました。私はいろいろ

勉強になりました。とても、視野が広がったという感じです。今新エネルギーや自然災害に対して人々

の関心がますます高まっています。横浜国立大学の学生さんたちはとても細かいデータを収集して、き

れいな図や表などにまとめて、分かりやすく発表してくれました。それを通して、中国と日本のそれぞ

れのいいところ、不足点に関してより理解が深くなりました。それに、お互いに補うことができるでは

ないでしょうかと私はそのとき思いました。質疑応答のとき、私は今日のエネルギー供給の現状と消費

税の引き上げについて質問しました。そして、横浜大学の学生さんからとても全面的で、分かりやすい

回答をいただきました。実は日本の少子高齢化や保険制度などに関して、もっともっと交流したかった

んですが、時間の制限でできなかったのです。それは本当に意義のある授業だったと思います。 

 また、お茶も体験しました。 後足はしびりましたが、その茶室のすばらしい雰囲気や、先生の熟練

な動作を見て心より感心しました。東京国立博物館で、たくさんの文物や普段本だけで見られるものを

いっぱい見ました。歴史に苦手な私はずいぶん知識が増えました。 

 実は、今度のショートステイで得たものはこれだけではないのです。生活の隅々まで先生が工夫して

設けてくださった感じがしました。例えば、私は交換留学の経験があっても、方向音痴で、どのように

日本の JR や地下鉄などを利用して、自分で行くのかはなかなか自身がなかったのです。しかし、今度

のショートステイで村田先生が毎日私たちと一緒に歩いたり、電車に乗ったりしてくださいました。そ

れに、どの駅でも、路線図を見ながら詳しく説明して、乗り換えの方法を教えてくださいました。です

から、先生が教えたのは日本文化や歴史等の専門知識だけではなく、それは日本で生活する能力と知恵

だと思います。以前の私は方向音痴の原因で留学するなど考えるだけで自身がなくなります。しかし、

今回の交流のあと私はずっと自信が高まりました。院生が卒業した後私も留学しようかなと思っていま

す。 

 これからも、今回のショートステイで習ったものを生かして、普段の勉強や生活に生かしていきたい

と思っています。ありがとうございました。 

 

 

大連理工大学金属材料学科 4 年  李 坤  LI KUN 

 

 平成 24 年Ⅰ月、私達大連理工大学の一行は村田忠禧先生の誘いに、孟慶栄先生の担当で、9 泊 10 日



の短期間の訪日活動をしました。はじめての海外体験だから、いろいろな感想があって、私にとって絶

対一生忘れられない経験でした。 

 大学に入って、日本語強化の専門として、もう４年ぐらい日本語を学びました。日本語だけではなく、

日本の社会、文化、そして日本人の生活、いろんなことを勉強しました。だから、日本は一体どのよう

な国でしょうか、日本人は一体どのような生活を過ごしているのかは、私の心の中にずっと思っていま

した。その理由で、今回のプログラムに参加しました。この 10 日間通して、自分の目で日本をよくみ

ました。 

 感想深いのは二つあります。 

 まずは日本の綺麗さ。それは一番印象深いのものであります。街でも、駅でも、全部非常に清潔にし

ている。ゴミがよく分離して、処理しましたから、汚れたものはぜんぜん見えない。国民全員が環境に

優しくするから、このような効果があるのだ。これは確かにわれわれ中国人が勉強すべきものだと思っ

ています。 

 日本の空気は本当に綺麗で、私は毎日朝起きた後、窓を開けて、静かな町を見て、綺麗な空気を呼吸

して、気持ちがすぐ非常によくなりました。こんな時、私は「このような所で生きたいな。。。」と言う気

分が出てきました。 

 これからは日本人緻密さ。「日本は緻密な国で、日本人が規範的な生活をして、絶対にほかの人に迷惑

をかけないようにいきているのだ」と聞いていました。自分で見てから確かにそうです。電車の中に喋

っている人はほとんどないんですし、みんな全員が交通ルールきちんと守っています。小さなものです

が、国民の素質をよく反映しています。 

 今回の旅初めての海外体験だから、私にとって、とても重要な意味があります。みんなと一緒にこの

たびを感じしましたから、本当によかったと思っています。私ももっと世界を知ろうという気になった。

先生たちにもいろいろお世話になって、本当にありがとうございました。これから、私は絶対もっと勉

強して、豊かな生活を過ごすように努力します。 

 

 

大連理工大学金属材料学科 4 年  李 聡  LI CONG 

 

 今年１月８日から１７日までの横浜国立大学の短期留学プログラムを参加して、たくさんの豊富な活

動を参加して、たくさんの親切な友達と会って、話し合って、たくさんのことを自分自身で体験して、

そして、たくさんの言いたいしかし言葉で言い出さない感想を書きたいのです。 

 参加する前に、卒業後日本への留学が進路の一つの選択肢にするかどうか、自分でもよくわからなか

った。日本の大学の様子が想像するだけで体験したかった。ですから迷わずに今度のきっかけを掴んで、

迷わずに今回のプログラムを参加して、迷わずに日本の留学環境を自分の目で確かめることを心から決

めました。 

 今回の短期留学プログラムは成田国際空港から始まりました。とても広大な国際空港だと思います。

世界各国の人々はここに会って交流します。 

 そして、今回のプログラムの一番大切な人、村田先生に「ありがとうございました」といいたいです。

今回の留学は村田先生が住所の問題を解決していただいて、大変助かりました。二人はひとつの部屋を

もらいました。留学生活を自分で感じました。毎日朝から自分でご飯を作って、部屋を掃除して、一日

の生活は始まりました。とても便利な家だと思います。日本の部屋はよく空間を利用しています。そし



て、よく留学生たちのことを考えています。たとえば、お風呂と化粧室は別れていました。二人がいま

すから、もしお風呂と化粧室はひとつになったら、不便だと思います。 

 日本の生活は NHK への電車から始まりました。私たちは日本普通の人々と一緒に電車を乗って、９

日の見学が始まりました。電車の中は静かに、話したい人が言っても、とても小さいな声で話し合って、

ほかの人に迷惑はかけないように、そして自分のことも進めます。NHK の社員たちも親切です。 

 みんなはひとつグループですから、特別の招待をもらいました。この中で、テレビ番組はどういうよ

うな方法で作るのもわかりました。 

 今回の目的はやはり横浜大学の見学です。ここも村田先生に「ありがとうございました」と言いたい

です。先生はみんな自分の専門の先生を連絡を取りました。私たち材料学部の先生は竹田先生です。竹

田先生は横浜大学大学院生の入学申請の要求もコピーして、私たちに上げました。そして、私たちは材

料科学はどういうような程度を勉強しました。竹田先生は中国材料科学の授業について私たちに聞きま

した。先生は日本のテキストを私たちに見せました。日本のテキストは中国より、もっと細かいだと思

います。 

 

 

大連理工大学金属材料学科 4 年  鄧 志莹  DENG ZHIYING 

 

 大学に入ってから、もう三年半、日本語を勉強してきました。この間、日本文化とか、日本生活とか、

日本経済とか、いろいろな方面を接触しました。もちろん、先輩も同級生も私より早く日本の土地に踏

んできました。ただし、彼たちが日本にいった見聞をみんなに説明する時、心の中に疑問をどんどん出

てきました。日本は本当にそうなのか。自分の目で見たい、自分の耳で聞きたい、自分の心で感じたい。

だから、今度のプログラムに参加しました。 

 日本にいって、一番印象深かったのはやはり静かさと綺麗さです。電車の中に喋っている人はほとん

どないんです。青少年を除いて、二人の話なら、第三人者は聞きたがっても聞こえない状態です。だか

ら、電車の中にいつも静かです。その雰囲気を守るように、大きい声で話すことを止めました。十日ぐ

らい日本にいって、ごみを捨てる時、ずいぶん前に聞いた面倒くささを感じました。本当に大変ですね。

ただし、町の綺麗さを見て、心から文句を言うつもりが消失しました。町をもっときれいにするように、

少しでも自分の力を入れたいっていう感じがどんどん出てきました。 

 そして、日本人の親切さに感動されました。日本にいって第一日、住むところに到着した後、一番し

たいのは両親と彼に電話をかけることです。彼たちに心配してくれたくないからです。同級生と一緒に

電話を探す時、いろいろな人を聞きました。どの人も親切に説明してくれて、連れてくれた人もいます。

しかし、日本の公衆話は本当に少ないですね。国際電話をかけられる電話はもっと少ないんです。携帯

を日本で利用できない外国人にとって大変です。遠いところにいって、国際電話をかけられるところに

見つけたが、使用期限をもう越えたので、利用できない状態です。みんなはがっかりして、寮に帰りま

した。 

 中国人にとって勉強しなければならないこともいろいろあります。写真が示すように、これは洗濯機

のモニターです。私が言いたいのは、洗濯機の機能のすばらしさじゃなくてボタンの回りの点字です。

普通生活に利用する電気器具は全部点字を付いています。生産者がこんな細いところまで盲人のことを

考えてあげて、感心しました。 

 このほかに、バスの中の装置について説明したいんです。



初めてこのボタンを見た時、く好奇心が出ました。真面目に見た後、分かりました。バスが予定どうり

に目的地に到着する前、ボタンの中の案内トランプが全部赤くなって、お降りの方はこのボタンを押し

て、運転者は降りの方がいるって言うことを知り、駅に到着する時、バスのドアを開けます。本当に便

利ですね。中国でまだこのような物はないんです。 

 中学校の時、地理を勉強する時に、日本の緑化面積が大きいっていうことを知りました。本当に日本

にいって見た後、感心しました。私はもともと木が大好きですが、初めてこんなに多て大きい木を見る

時、胸がどきどするほど興奮しました。 

 そして、写真が示すように、人間は木に所を譲るのは当然です。中国では、この木が伐られたかもし

れません。 

 理解できないこともあります。この写真は博物館に行

く時に撮ったんです。その日は本当に寒かったんです。

女の子はただ短いスカートを着て、寒さを感じられない

の。どうして厚いズボンを穿くないの。 

 耐えられないことも二つあります。一つは、東京駅で

二回も町を迷いました。東京駅で人の流れは本当に怖い

です。乗務員も少ないし、入り口と出口も多すぎるし、

私のように地図を理解できない外国人にとって、本当に大変です。夏休みに広州にいった時、地下鉄の

入り口と出口で制服を着ている乗務員がそこに立っているので、迷った時も安心です。どの線を乗れば

いいのかを聞くと、詳しくて親切に説明してくれるので、地図を理解できなくても大丈夫です。そして、

渋谷のある店でカメラを買いました。不幸なことは、日本を離れる前の日、地に落ちました。レンズの

外殻が壊れました。その店に戻る時、店長さんの態度は悪く、新しいのを変えられないって言いました。

私は元々そんなつもりはないんです。少しだけの問題なので、修理してくれればいいんです。店員さん

は修理費は 1 万 5 千円ぐらいって言いました。信じられないんです。私のカメラはただ 1 万 7 千円ぐら

いですよ。心が傷つけられた感じを持って、その店を離れました。もう二度と日本で電器を買いたくな

いです。 

 以上は日本での体験です。行く前に、桑原先生は日本の良いところも悪いところもよく見てください

ねっておっしゃってくれました。だから、日本にいった十日間、どんなことに遭っても、ただ客観的に

日本を評価します。この体験は私にとって珍しいです。視野を広げるのはもちろん、もっと世界を知ろ

うという気持ちになりました。北海道大学に留学するチャンスを諦めた後、もう海外に留学するつもり

はないんです。将来、どんな事に合っても、どこに行っても、自分の目で見ること、自分の耳で聞くこ

と、自分の心で感じることは大事です。今度、日本だけじゃなくて、他の外国にも行きたいです。 

 

  

  



 

2012 年 1 月 19 日～1月 28 日に実施した SS の学習の成果に関するレポート 

SS プログラム参加者 11 名 (東北大学 中国遼寧省瀋陽市) 

 

東北大学都市企画学科 4 年  崔 澤倫  CUI ZELUN 

 

 Frist of all,I should show my great thankfulness to North Eastern University Yokohama National 

University and Japan Students’ Help Association for provide me the chance visit Japan.I learnt 

many things there. 

 From the very beginning,I participated in this activity aimed at research Japanese culture and 

see the real Japan and Japanese in my own eyes.However,in these ten days I found that there are 

many points interested me in Japan.Such as the development of the country the construction of the 

cities the people’s idea of morality the growing of the kids and so on.I will come to Japan the next 

time surely. 

 After the visit I think for a long time to work out my conclusion.The Japanese culture is complex 

which cannot be fully nuderstand in such a few days,but I felt that there are many similarities 

between Japanese culture and Chinese culture.Japanese culture once has absorbed nutrients from 

Chinese but it has grown up into another. 

 Through long history we still can see the connection between us. 

 I should admit that Japan has made many great achievements in science and technicology as a 

developed country which we should learn from.For example Japan did a good job in environment 

protection and the resources circulation technique was also amazing.Actually we still have a long 

way to go. 

 The Japanese cities are different from Chinese cities.There are not so many big buildings in the 

center and the living areas are not so crowded.The squares and parks are living in the slots of the 

buildings instead of taking a important place in the city.The subway system is very developed in 

Japan and people can arrive at their destinations fastly and conveniently. 

 At last,this visit left me a very good impression of Japan and I wish the friendship between 

Japanese people and Chinese people last forever. 

 

 

東北大学金融学科 4 年  沈 健  SHEN JIAN 

 

 The exchange went to Japan for 10 days, at, led by the the help of teacher of Northeastern 

University and Yokohama National University and our line of 11 students came to the way to 

Japan. 

 

 The trip to Japan, our schools and teachers respond to the call of the spirit of promoting 

Sino-Japanese  cultural and academic exchanges, and strengthen China's Northeastern University, 

Yokohama, Japan friendly exchanges between the National University and a close contact, broaden 



their international perspective to further enhance students' practical ability and experience of social 

purpose. We are, after nearly three months of preparation, took a passport, visa, air ticket booking 

an appointment with the Japanese side of the course and other sectors, and finally in January 19, 

embark on a plane to Japan, the Japanese began the exchange trip. 

 The exchange trip we mainly as the center of Yokohama National University, visited the 

Yokohama City, Kawasaki City and Tokyo. Through the past 10 days, exchanges and visits, our 

in-depth under standing of Japanese culture, economy, customs, geography, and technology 

development and other relevant circumstances, the development of Japanese society has a basic 

under standing. 

 

 In Yokohama National University, by visiting and participating in lectures and seminars ，we  

deeply  felt in  higher education in Japan is  unique. In the academic atmosphere, the professors 

and students to study rigorous  attitude deeply  touched  us. Located on the hill side of Yokohama 

National University, under the shade of trees in the Castle seems quaint quiet, so we walk in which  

each student from the minds exudes quiet learning mood. 

 

 By visiting a city located in the industrial area of Kawasaki waste treatment plant, we personally 

observed by the Japanese high-tech modern enterprise management technology allows the 

production of waste paper can be instantly turned into the normal use of toilet paper. In our 

environmental awareness and industry knowledge, we can think that this is almost a miracle, 

through the garbage, waste transport, waste paper and then turning waste into wealth, the 

Japanese government and the environmental protection industry work together to make this series 

of processes is particularly smooth, particularly natural. It makes me sigh deeply in the city of 

Japan has made environmental protection and resource conservation for outstanding achievements, 

I think China's relevant government departments and environmental protection industries should 

not only be in-depth study of this high-tech process management tools and advanced production 

technology should be even more publicity to the public such an advanced concept of environmental 

protection, environmental protection and conservation so embedded in our lives every bit by bit, to 

make environmental protection and conservation is no longer just in slogans and documents in the 

books. 

………… 

 10-day cultural exchange trip to Japan and finally ended the matter, the trip of Japan has 

changed many of my past ideas. I find many of those are not correct and objective ideas and 

knowledge. Japan's culture, customs and human gave me a deep impression, do not know since 

there is no opportunity to once again set foot on this land, but I think I will never forget this short 

journey of 10 days. 

 

 

東北大学ソフトウエア工程学科 3 年  高 祥  GAO XIANG 

 



 This is my first time to come to Japan and also my first time to go abroad.Thank you very much 

for Japanese students support institutions and yokohama national university can give me the 

opportunity to exchange the short-term, and let my life leave an unforgettable experience 

exotic.Through the 10-day short-term exchange, let me have a true understanding of Japan. 

 First, the Japanese have very strong innovation consciousness, especially in science and 

technology. They always continuously research. At the same time, their environmental protection 

consciousness is very advanced. the recycling of waste, and further use is very worth learning, 

which we visit the reprocessing plant waste paper  is will "junk" into again use resources, create 

economic benefits. 

 On the other hand, I think the Japanese live is very delicate. Their food is very delicate, not only 

pay attention to food samples and taste, but also pay more attention to the nutrition is tie-in. 

Japan's streets are really very clean.Although the automatic vending machines are everywhere, but 

you can't see the empty bottles  thrown away. In addition, Japanese people are really very polite. 

Although the life in Japan is only 10 days, but through I contact with them at stores, schools or the 

station , I feel very impressive. No matter where and when, they are very polite. This is worth 

learning. Japan's consumption is very high, may because the Japanese monthly salary is high. A lot 

of things are not cheap, especially in after converted into renminbi. 

 Above is what struck me most of the two sides.In some ways, our society still needs to go further 

perfect.As a citizen, we should take action to support the change. Finally, thank you again for Japan 

to give me the opportunity to short-term exchange 

 

 

東北大学熱能・動力工程学科 3 年  李 懿  LI YI 

 

 Very honored, in this holiday, we have the opportunity to visit Japan in our Chinese Spring 

Festival period ，and Yokohama National University, also have the opportunity to visit Tokyo, 

Yokohama and Kawasaki. In this first of all ,I want to thank Yokohama National University for 

giving us the opportunity, and also thank to cuntian teacher’s care this several day. This is the first 

time for me to go abord to feel the foreign culture, the trip to Japan to give me great chance, prior to 

the Japanese impression remained at Mount Fuji, cherry, Tokyo Tower, earthquake, tsunami, and so 

on a number of TV coverage. I have the chance to personally arrived in Japan, Japan's real 

experience and the Japan's real culture. 

 In Japan, the most two points feel,one is a Japanese underground traffic, the other one is a 

Japanese high-quality in public places. From the arrival in Japan, Our transportation has been the 

subway, railway, Japanese mature railway traffic gave me a great feeling, in China, we want to 

implement the national coverage of the high density of metro train traffic network is of great 

difficulty, depending on the geographical factors and level of science and technology, in Japan a few 

days in our tour, in Tokyo, Yokohama and Kawasaki three between the city, during the subway 

makes me feel the traffic convenience. 

 At each railway station, each car export, people automatically line up, orderly bus is a major 



bright spot, but we usually because of various reasons in public places, we pay more attention to 

some of our own interests of the time, and ignored us some basic order.As our development, this 

aspect also has been greatly improved, in public places of public order also had very big change, I 

believe in the joint efforts of both sides will be a state of ceremonies. 

 Japanese is a place very deserve for us to study, such as the environment, industrial waste 

recycling and so on,I hope to have the opportunity to go to Japan study tour. This visit to me there 

are still many want to visit the place but unfortunately no time and no chance to see, this also 

caused my strong interest to go abroad for further education and development. If I have a chance I 

will try hard to study abroad, to learn advanced culture and science technology, make the 

development of our country . 

 

 

東北大学車両工程学科 3 年  黄 冠霖  HUANG GUANLIN 

 

 This was my first time to the foreign country in the special time of Spring Festival. As a student of 

Northeastern University, I was honoured to have this opportunity to Japan having this exchange 

with YNU.  

 At first, I aimed to have this opportunity travelling around Japan. When I came here in Kajigaya 

I found I liked Japan more than I had ever been. Japan especially Tokyo is opened to the whole 

world, but at the same time, it has the atcient Cultural Exhibition. Subway and the custom in 

Japan made the deep impression in me. The subway connect the north and south make the whole 

land convenient. 

 From this communication, I absolutely admired with the efforts that Japan have done for 

environmental protection. This is a shining example for the whole world to action more than say. 

Furthermore, it did make me a strong desire to study in a developed country. If I can learn 

something that useful for our country, I would do my best to contribute to our motherland. 

 Through this meaningful trip, I did found the motivation to study advanced science and 

technology. It was the power that human beings can live comfortable life. I am planing to use this 

experience to study in the foreign universities. It will broaden my mind and value. 

 I love this experience and I will come back to Japan to use it culture for reference. These ten days 

will leave deep impression for my future. Thank you my motherland, thank you my teachers, thank 

you my friends, thank you for the warm welcome of Japan. 

 

 

東北大学日本語学科 3 年  孫 芸洺  SUN YIMING 

 

 先ず、私達は横浜国立大学からのお呼びかけがあったので、本当にありがとうございました。今度の

日本に行ったチャンス、私にとって、非常に貴重です。同時、このチャンスも大切にしっていました。 

日本へ行くのを選ぶ理由はいろいろがあります。日本語を専門にする学生として、語学力向上に役立つ

ため、日本へ行くのは本当に必要があって、自分自身で、日本の文化と社会を体験することも重要です。



だから、このチャンスをよく見定めねばならないです。 

 日本へ行ったので、いろいろな収穫があります。語学力向上のを言うまでもない、もっとも重要なの

は私は現在日本人の生活状態、社会に発展過程を体験しました。特に、日本横浜国立大学の見学をきっ

かけにして、日本の大学教育制度とキャンパスのふんいきを感じしました。東芝科学館の見学を通じて、

日本の科学技術をもっと感心します。日本は、先進国として、確かに勉強に値するところがあります。 

 今度、日本横浜国立大学を訪問する期間の中で、一番印象深かったのは、中国の伝統的の春節に、村

田先生のお宅で、日本の中国留学生と一緒に、餃子を作ったり、食べたりしました。海外で春節を過ご

したのははじめてです。でも、村田先生と家族の優しさは私達の心を温めてくれました。本当に感動し

ました。 

 今度の日本への旅は忘れがたいです。このような中日大学の交流機会はもっと密接になるのを期待し

ています。 

 

 

東北大学自動化学科 3 年  李 抒  LI SHU 

 

 一月十九号，我们搭乘南航的航班顺利抵达日本东京的成田机场，历经近四个小时的飞行终于踏上了这

个国际大都市。东京是日本的首都，全称东京都，位于列岛中部，本州岛关东平原南端，是日本的政治、

经济、文化中心，是日本的海陆空交通的枢纽，是现代化国际都市和世界著名旅游城市之一。东京总面积

2155 平方公里，人口约 1229 万，是世界上人口密度最大的城市之一。 

 日本有世界领先的，十分发达的公共交通系统，刚下飞机的我们就乘坐地铁，游览沿途风景来到我们位

于川崎市的公寓，正式开始十天的日本之行。 

 十天里在日本横滨国立大学村田老师和两位带队老师的正确领导、关心帮助下，我们终于顺利地完成了

这次交流任务。在此期间，我们向日本人民和日本大学生展现了中国青年学生的风采，同时也客观地认识

了日本，加深了对日本人民的了解，感受到日本在环境保护和经济发展中的努力和成果，通过这次访问，

必将促进两国人民之间的友好关系向前发展。  

 让我们感受最深的，是通过此次日本之旅，看到了真实的日本。通过参观企业和东芝科学馆，强烈的感

受到日本政府在环境保护，资源节约，科技发展，社会进步等方面的突出贡献。六十年代，川崎市在工业

化的进程中，环境收到了严重的污染，然而通过近些年来的不断努力，已使川崎市的居住和生活环境有了

巨大飞跃。沈阳作为东北的老工业基地，我们也应该在党的正确领导下，抓住机遇，扩大改革开放，大力

发展经济，提高科学技术的创新能力，提高人民素质，注重环保，节约资源，结合日本发展的实例，为沈

阳的发展和腾飞出谋划策，为使中国成为真正的世界强国作出贡献。 

 通过此次访问，我们与横滨国立大学的同学和老师进行交流，切身融入东京，感受日本。深入了解了日

本的经济发展和历史文化情况，无论是日本制造业的高科技生产方式，服务业热情有礼的人性化服务，农

业的商品化规模化经营，金融业综合商社的高效率运作，还是在这些背后普及的国民教育和强大的技术研

发力量，都给我们留下了深刻的印象，引发了大家的深刻思考。此次交流活动受到了村田老师的热情接待，

让我开拓视野，达到了感受日本文化，了解两国文化差异，体验高新科学技术，增长见识的目的，真正的

不虚此行。希望在今后的学生生涯里，还能够继续到更多的地发参加这样的交流活动，丰富人生阅历，更

好的为祖国发展效力。 

 

 



東北大学音楽表演学科 3 年  劉 俊夫  LIU JUNFU 

 

 2012 年 1 月 19 日我同我们学校的老师以及同学踏上了前往日本的旅程。 

 到了日本，一下飞机，第一感觉，日本的空气远较国内清新。天是蓝的。一路上看不到冒着黑烟或白烟

的烟囱。到处是小排量汽车。与国内人们喜欢大排量汽车显示尊贵身份不同，日本路上跑的大部分是小排

量汽车。虽然路窄，但很少堵车。市容整洁。在日本的城市和乡村，看到碎纸片、垃圾袋、废报纸的几率

极低，在国内满大街的小广告和满地污秽的痰渍根本见不到。市容非常整洁。垃圾分类。日本是 80 年开始

进行垃圾分类的，至今已经近三十年了。居民不同的垃圾要不同的时段放在不同的指定地点，如生活垃圾

周一、三、五，二、四、六可以扔冰箱、彩电等废旧的家用工业品。垃圾箱不多。路上几乎看不到垃圾箱，

人们自觉自行保管垃圾，走到有垃圾箱处再扔掉。市区闻不到尾气味道。日本汽车使用的油品质量非常好，

都是日本国家环保标准的无铅汽油。极少大型广告牌。国内机大型广告牌和众多美女广告牌，在日本极为

少见，少之又少。干净，空气清新，是对日本环境的第一印象。经过老师和朋友的介绍我了解了日本人的

生活。 

 治安。日本是个高度中产阶级的国家，全国 1.3 亿人口，1 亿是中产阶级，这样的社会结构使日本的社

会极其稳定，几乎不会发生国内那种地方性得大规模群体性暴力事件。在日生活的朋友说，日本可以说是

路不拾遗、夜不闭户得国家，人出门，家门都不用锁，绝不担心有人盗窃。日本人秩序井然，只要有 2 个

人，永远排队。有时候，你在车站，即使不是在等车，随便站在一个位置，过一会，一回头，你发现你后

面已经排了一排人。永远不会出现拥挤，争抢的情况。尊卑。其实也是种秩序。日本人特别讲究长幼尊卑，

先进公司一天也是前辈，升值加薪论资排辈。教育。日本教育极其发达。日本是识字率 100%的国家，小学

中学共 12 年的义务教育，教育的所有费用由国家支付，学生家长只出学生在学校的餐费即可，与咱们国内

比起来，恐怕是真正的义务教育。服务意识。日本人的服务意识非常好，他们态度谦卑，绝不会让你有掏

钱消费还看了对方脸色的感觉。我想这和日人普遍受教育程度较高，第三产业比重大有关吧。毕竟和我们

国内普遍缺乏教育的人员才从事服务业不同。卫生间会为残疾人设置位置，为母婴设置位置，甚至考虑了

换尿布和喂奶。日本人把自己的国家治理的安宁、整洁、绿树成荫，几无污染，所有的垃圾要无公害处理

后才可排放。国内常说的宜居城市，我想日本基本上都是吧。在日本我乘坐了日本的出租车，车内的整洁

叫我惊呆了，坐垫白的都反光！日本出租车的坐椅套总是崭新的，这是因为，每家出租汽车公司都有规定：

定期清洗更换坐椅套，发现破损要立即修补。一般来说，座椅套每天一洗。在日本，虽然有些公司已经开

始限制司机吸烟，然而，目前还没有禁止乘客吸烟的法律出台，对此，很多司机正在呼吁政府制定条例，

在全出租车行业内禁烟。 

 在日本几乎看不到有在马路上抽烟的人们，在马路上更看不到几根烟头。 

 日本人的消费水平非常高，物价非常贵。我非常不解。在日本，不难看到这样的场景：穿着时髦的女士

提着数个购物袋满载而归，却舍不得坐出租车，宁愿挤地铁回家。如此鲜明的反差恰恰体现出了日本人奇

特的消费观念。更令人费解的是，目前日本正处于经济萧条时期，但就在整体消费疲软的情况下，却有如

此多的日本人追求名牌，究竟为什么会存在这样的矛盾呢？一些分析家指出，在经济疲软的情况下，日本

许多消费者情愿花钱买名牌产品，主要是因为他们相信这些产品经久耐用，质量有保障。同时，消费名牌

产品还可以帮助他们树立信心，增强对自己社会地位的认同感。 

 

 

東北大学生物医学工程学科 2 年  辺 鉞岩  BIAN YUEYAN 

 



 2012 年 1 月 28 日，在吕老师和魏老师的带领下，我们一行人赴日进行学习交流活动。 

 我们 28 日上午登机，经过三个多小时的飞行，中午 11 点多到达日本东京。与村田老师会合。 

 此行，我开阔了视野，也认识到了自己的不足，明白了自己今后努力和前进的方向。由于时间很短，或

许我了解到的日本并不深入，但即使是这短暂的日本之旅，就已经有很多令我震惊的地方。 

 一是在学习上我就有了不小的收获，首先在语言交流上给了我一个宝贵的锻炼机会，在英语的口语表达

应用上有了一个长足的进步，在之前，在语言学习方面有很多误区，这次才发现，之所以学不好，是因为

练得少，不仅如此，我还在这次游学活动中学会了很多日常生活之中常用的日语；其次是了解了日本的留

学情况，在参加本次活动之初，我曾考虑出国留学深造，有更多的机会与国外的学生进行交流研究，使自

己的知识视野更加开阔，在本次活动中，我与我的同伴们参加了有关日本留学情况的报告会，通过老师和

同学的演讲，我们系统的了解了日本近几年对国外留学生的政策和形势，同时，经老师的介绍，认识了两

位在日本就读的中国留学生，更加深入的了解了日本的大学教育情况；但是遗憾的是没能与日本大学生进

行面对面的交流，与他们交流学习经验和专业知识；然后是通过与同伴们亲身到大学课堂学习，亲身体会

了课堂氛围，感受到了日本大学浓郁的学术气氛；最后是日本学校的教育，注重对学生创新能力的培养，

而且从小学生就已经开始了，最令我不可思议的是，日本对年轻一代的教育，在寒冷的冬天，随处可见日

本小学生光着大腿在街上玩耍，感觉很奇怪，但经老师介绍，这是锻炼小孩子耐寒能力和增强意志力，心

里为之一震。  

 其次是在对日本社会文化的认识上，首先是感受到了日本第三产业的发达，尽管之前曾了解到日本的服

务很好，但还是为之一震，深切地体会到了“顾客就是上帝”的感觉，不仅服务态度令人折服，而且服务

细致入微，在一个和食餐馆里，把一把小钥匙都用石头磨平，方便顾客取放鞋物；然后是政府对公民的服

务精神也是一流，通过参观市役所和看到书架上摆放的政府的近期规划书，让我感受到了政府对公民服务

精神和热情和政府政策对公民的透明度，体会到了“为人民服务”；再就是日本对本国传统文化的传承和发

扬，在日本繁华的商业大厦和购物商场中间，总是能看得到买日本传统工艺品的商店；再次是日本国民和

企业对社会环境的责任感，自觉地去维护公共环境，并且通过亲身体会川崎市零排放工厂和相关人员对川

崎市近年来对“零排放”所做的工作，深切的体会到了政府和企业对环境的保护所做出的巨大努力。在飞

机上，我看到了日本的森林要远比我想象中的要多的多，对于一个资源匮乏的国家，能保持如此高的森林

覆盖率是让人始料不及的，随处可见的绿色让人心旷神怡；最后是日本已经将节约和经济相关概念深入到

了日常生活中的每个细节，我所见到的，大到垃圾处理厂，零排放工厂的建造，小到坐便器洗手盆都能找

到经济节约的影子。 

 还有在本次活动还让我收获了友谊，有机会与各个学院优秀的同学成为伙伴，一起度过这短暂的旅程，

在这短暂的十天，我们从刚开始来自不同学院的陌生人，到现在成为彼此熟知的朋友，建立了深厚的友谊；

通过与同伴们交流也了解很多其他专业的知识，使得增进了专业之间的了解，通过与不同专业的同学之间

的交流，我也从不同的角度了解了日本，像日本的乐器，建筑等；而且在中国春节的那天，应村田老师的

盛情邀请，我们一起在老师家包饺子，体验第一次在国外过春节的感觉。 

 作为一名新时代的大学生，背负着历史使命和重任，因此我们应该努力学习，掌握知识，为国家，为人

类做贡献，并把这次学习的经验与同学沟通，让他们也能更深入的了解日本，鼓励他们参加这样的活动中

来，如果有机会，我们将踏上日本的留学之路！  

 

 

東北大学自動化学科 3 年  吕 诗萌  LU SHIMENG 

 



Impressions and Summary of My Short Term Visit to YNU, Japan 

  

 I’ve been quite interested in Japan, especially Japanese traditional culture before participating 

in this exchange program. I’ve been to Japan as a tourist in 2010, with a hope of seeing how people 

are living and what Japanese society is like. But with regret, I didn’t make it because of a limit of 

time. So this time, to be honest, I feel very lucky to have this chance to come to Japan again AS A 

STUDENT, and to enter the campus of Yokohama National University. So here, I’m gonna make a 

brief summary of my feelings during the 10-day program as follows. 

 

1 

 The strongest impression left to me by the citizens is that people are paying much more attention 

to the details than I used to think. For examples, signs with the writing of save the energy are seen 

in most public places. And in the apartments in which we lived during the program, pamphlets 

concerning rubbish categorized processing are provided with methods and principles of classifying 

garbage described in different languages. Metro stations are equipped with convenient elevators for 

the disabled, and in addition, maps and floor guides are also available in most public places. Public 

facilities are equipped to facilitate civilians’ use, and people are working to provide more 

convenience for others.  

 Valuing the details is definitely a performance of being serious and realistic. So, similarly, in the 

academic fields of Japanese college, people must be quite rigorous and diligent with their works, I 

think. 

  

2 

 Japan attachés great importance to the use of community resources and space. Government and 

citizens have a strong environmental awareness. The first day we arrived at our apartment at 

Kajigaya, we were a bit surprised to find that all the home facilities needed for daily life can be fit 

into such a room which you really can’t describe it as big. And everyone was so curious about the 

freaky building which was so thin that it looks like a piece of paper compared with other buildings 

around. Every corner is used to the extreme. 

 During our stay, we visit Kawasaki Coastal Eco-Town and the first Zero Emission paper-making 

factory that produces toilet paper using hard-to-recycle waste paper. According to Professor Murata’

s introduction, Kawasaki was once a polluted industrial city. But with assistance received from the 

government, and through years of efforts, the environment has changed completely. 

 Technologies in related fields are promoted by the development of environment industry, so 

there’s no doubt that chances for young people can be adequate, I think. 

  

3 

 Another thing I like the most is the way people treat their traditional culture. You can still see 

women wearing kimonos walking through streets in an elegant pace; classic paintings and theater 

posters show their presence everywhere. Prosperity of the cultural industry makes this country, 



whose traditional custom is so unique, full of vitality and creativity. 

 

 Now I’m a junior student majoring in automation. Soon it’ll be the time I make a choice for my 

personal future. The 10-days-long visit shows me how Japanese students live and learn, and it also 

gives me a general understanding of Japanese society-----the culture, the way people treat details, 

the opportunities brought by environment industry, and the most important-----the prospect for 

individual development. With these precious experiences, I feel it’s time to consider the probability 

of going abroad to continue my study. 

 In addition, we really appreciate the hospitality of Professor Murata, and everyone we met during 

the 10 days-----students we met in YNU, and the seniors who were so friendly to us, wish you the 

best luck! 

 

 

東北大学数学・応用数学学科 2 年  張 厳皓  ZHANG YANHAO 

 

 I was pleased to attend this ten-day exchange project between Yokohama National University and 

Northeastern University in China, which is a great valuable experience for me. During this ten-day 

exchange, I learned a lot. 

 I took two classes taught by professor Murata. One is about Japanese government web sites, 

which let me see the advanced and humanized ideas, such as the file retrieval system, used in the 

government website; another class is about the history of the normalization of China-Japan 

diplomatic on 1970s, which gave me a deeper understanding of the relations between Japan and 

China, as well as the importance of keeping Japan-China friendship, and of promoting cooperation. 

 On 26th Jan, I went to Kawasaki, twinned with Shenyang, in which I visited CORELEX factory 

in Kawasaki’s zero-pollution industrial park. During the visit, I knew that Kawasaki was a heavy 

industry city on 1960s, where the air pollution was extremely serious. Japanese government became 

take measures to bring environmental pollution under control on 1990s, which make this city a nice 

place clean and suitable for people living. What impressed me most is the visit of CORELEX factory 

which use recycling paper to produce toilet paper. The idea of making full use of waste material is a 

good way both on environment protection and on resources conservation. More importantly, the 

product is safe for consumer and can make profits for CORELEX. I found the idea, which is really 

worth learning, of making full use of waste material and recycled material is common in Japan, 

such as a power plant near the house I lived which does use living wastes to supplies a community 

center. 

 During this exchange I also visited many places that are worth visiting, such as Meiji Jingu, NHK 

cultural center, Toshiba Science Museum, and experience a part of daily life of a Japanese student. 

 This exchange, a great valuable experience, broadened my eyes. From the exchange I learned a lot, 

and realized the importance of understanding between different cultures. I was really honored to 

take part in this exchange. 


