
2011 年 9 月 11 日～10 月 2 日に実施した横浜国立大学の SV の学習の成果に関するレポート 

SV プログラム参加者 17 名 研修先 大連理工大学 

 

 

学籍番号 0922121  杉山 拓  経済学部 3 年 

 

 今回、自分がこのプログラムに参加した動機としては、中国語を使う能力を向上させていきたいこと

はもちろんであったが、それに加えて中国を実際に訪れることで、中国の文化、習慣などに触れること

で、自分自身の中国に対する考え方をしっかりと持てるようにしていきたいということがあった。普段、

日本の大学で受講しているような中国語の授業では文法や発音練習が中心で、しかも大人数で行うため

会話練習など実際に使える中国語は習得ができないままになってしまうように思う。また、単位を取る

ことばかりを考え、中国についての理解を深める機会は多くないように思える。自分自身も、正直なと

ころ今回、このようなプログラムがなければ自発的に中国に行くことはなかっただろうし、貴重な機会

を提供していただいたことに感謝している。 

 

 実際に中国で学習をしてみた感想としては、その日の授業で学習したフレーズや単語などを実際に、

買い物、現地の学生との会話のときに使える機会が多くあり、効率的に学習できているように感じられ

た。やはり、簡単な中国語でも自分が話していることが相手に伝われば、楽しくまたさらに学習を続け

よう、という学習意欲の向上にもつながっていたように思う。また、中国に滞在しているときには現地

の学生との交流の機会を多く設けてくださり、いろいろな場所を訪れたりできたことで、それが中国語

の能力を向上させる機会となるだけでなく、中国の文化に触れる機会ともなり、実際の中国に対する理

解を深めるきっかけにもなったように思える。 

 

 短期間の研修ではあったが、中国に対する考え方は大きく変わったように思える。中国に行く前は、

テレビなどのマスメディアの情報からのみで、どのような国であるかということを判断してしまってい

たこともあって、正直中国に対してそれほど良い印象は持っていなかった。しかし、現地の人々と交流

したりしながら生活を続けていく中でそれは単なる自分の偏見にすぎないということを実感した。もち

ろん日本もそうであるが、どの国にも悪い点がある一方で、良い点も多く存在する。そのようなことは、

実際に海外を訪れ、自分で経験してみないとわからないということも多いだろう。 

 

 グローバル化が進む現代社会において活躍していくことを考えれば、やはり母語だけではなく第二外

国語の習得というものは非常に重要なものとなってくるだろう。そのためには、大学の授業を受け身に

なって受けているだけではなく、積極的に海外に出向き現地で経験を積んでいくことが一番の近道であ

るように思う。今回、中国に短期研修してみて感じたのは、長期で海外に留学してみたいということだ

った。日本では、自主的に語学を学習することができても、それを実際に使う機会があまりなく向上さ

せ続けるのは難しいと感じたからだ。この研修を一つのステップとして現地で学んだ中国に対する考え、

意識というものを忘れずにこれからも努力し続けていきたい。 

 

 

学籍番号 1121050  千村 美里  経済学部 1 年 



 

 私がこのプログラムに参加しようと思ったきっかけは、大学生は夏休みが長く暇になる、とよく言わ

れているので、夏休みに何らかの思い出をつくろうと思ったからです。 

 4 月の応募時には中国に行くことは何とも思っていませんでしたが、8 月の中国出発間際になって、い

ろいろな人に中国での生活を聞いたり、自分で調べるようになって、安全に暮らせるのだろうか、や、

食べ物は本当に大丈夫なのだろうか、と急に不安になってきてしまいました。そのため、飛行機の搭乗

手続き間、飛行機に乗っている間も、早く帰りたいと思い続けていました。 

 大連の飛行場について、大連理工大学の学生さんに出迎えてもらった時にはとてもうれしかったです。

その後、大学に行き、スーパーで買い物をしましたが、海外 1 日目の私は、どうしても中国のスーパー

を受け入れることができす、品物がすべて怪しく見えてきて、パンなども手に取ることがままならずに

必要最低限のものだけ買って、レジに行きました。レジでは店員さんの言っていることが分からず、と

りあえず持っていた 100 元札を出すだけだし、返ってきたおつりはぼろぼろで汚いし、店員さんは転が

せる容器は転がしてレジに通した後向こう側におくるし…と、慣れない環境でそれを自分は最悪な環境

と思っているので、不安で泣きそうになりました。 

 でも、もう大連に来てしまったからにはどうしようもないので、何とか生活をしていました。夕方は

スーパーに行き朝ごはんを買い、おひるは大学の外の食堂に食べに行き、夕方もご飯を探してうろう

ろ・・・。1 週間くらいしたらそのうちにこのお店には私たちの口に合う料理がある、とか、あの料理は

安くてあっさりおいしい。ということがだんだんわかってきて、中国で暮らせそうな気がしてきました。

店員さんの中国語の値段も聞き取れるようになって、私たちも少し挨拶するくらいならなんとかなるよ

うになり、車が行き交う大きな道路も渡れるようになり、少しずつですが慣れてきました。 

 

 それから 1 週間、いろいろなところに行って様々な体験をしてきました。そして、中国滞在の最後の 1

週間では日本に帰りたくなくなって、もっと中国にいたくなりました。そしてもっと中国語を話せるよ

うになりたいという気持ちも強くなりましたし、中国について知りたいとも思うようになりました。自

分でもびっくりする変化です。 

 この変化は、すべて中国の学生さん、先生、また中国のお店の店員さんや話しかけてくれた中国の皆

さん、一緒に中国に行った日本人の学生さんたちのおかげです。 

 私は中国訪問前まで、中国人は日本人に冷たくて厳しいという印象を持っていました。しかし、間違

っていました。おいしいお店を見つけられたことも、ちょうど研究室で出会った理工学部の日本語を第 2

外国語で日本語を専攻している学生さんですし、大学外のショッピングモールの案内も午後の様々な交

流会もすべて理工大学の日本語学科の皆さんです。彼女たちが私たちについて案内してくれて通訳して

くれて、何もかも手伝っていただいていました。感謝の気持ちでいっぱいです。それと同時に今まで中

国人に抱いていたイメージの悪さに申し訳なさでいっぱいです。 

さて、中国の学生さんは本当によく勉強しています。「この後何するの?」と質問すると、たいてい「図

書館で勉強。」という返事が返ってきます。日本語も上手です。わたしは「まだ半年しか中国語は学んで

いないから。」と言って甘えていた自分に情けなさを覚えました。 

 

 この夏中国に行って様々なことに対する考え方が変わりました。もっと今の状況に満足せずにいろい

ろなことに挑戦して、学んで、大きな人になりたいと思いました。 

 今回このプログラムに参加できたことに誇りを感じます。また機会があれば、中国に行きたいです。



そして、今回の感謝を日本に来る中国の皆さんに返してしていけたらいいなと思います。 

 

学籍番号 1122041  後藤 亜美  経済学部 1 年 

 

 私が今回、このプログラムに参加したきっかけ、そしてそもそも中国語を学ぼうと思ったきっかけは

高校時代に出会った中国人の友人の存在でした。私は、高校時代 NZ に留学しておりそこでは激増する中

国系移民と現地民との文化や習慣の差による軋轢が大きな問題となっていました。私は留学生という現

地民でも移民でもない、いわば第三者の立場にたち、日本人として理解に苦しむ点もありました。しか

し一方で、高校では同じアジア系として中国人の方とは仲良くなりやすく、親友とよべる素敵な中国人

の友人もできました。このように二つの対照的な中国人像を抱き、私は中国に興味を持ち中国語、ひい

ては中国について学びたいと思いました。 

 そして今回中国の実際足を運んでみて、「百聞は一見にしかず」という言葉を本当に強く実感しました。

まず文化面ですが、留学当初一番驚いたのが交通マナーです。中国にも車線や信号や歩道は存在してい

るのにそれはあまり機能していませんでした。歩道を使い渡っても、轢かれそうになることも何度かあ

りました。しかし日がたつにつれ、私は上手く渡れるようになったし、事故は起こらなってないことに

も気づき、無秩序（これは私の主観ですが）のなかにも秩序が存在していることを感じました。そして、

日本では何気なく使っていた Facebook が中国では使えない事実を、恥ずかしながら今回はじめて知り中

国が社会主義の国であるという事実を感じました。また、これが直接社会主義との因果関係があるかは

分かりませんが、外で食事をする際、物を買うのに比べとても安くで済むことも印象的でした。 

 次いで、中国の人々との関わりも発見と驚きの連続でした。三週間お世話になった大連理工大学の学

生さんの勤勉さは大変に刺激を受けました。また一方で、日本の大学生となんら変わりのない面も見受

けられ共感することも多かったです。確かに育った国の価値観は異なるのだけれど、それでも自国の思

想に浸かるのではなく、一歩引いて冷静に自分の置かれている状況をみている学生さんの姿は日本のそ

れと変わりはありませんでした。あと、これは私が英語圏のほうにいたときとの対比なのですが、笑い

のつぼや話す話題は英語圏の人々より同じアジア人であるからなのか、中国人のほうが近いように感じ

ました。また、今回留学中、三食外食で済ませていたし、大連理工大学の仲良くなった友人と色んな場

所に遊びに行ったこともあり、大学生以外の街の中にいる中国のかたと関わる機会もありました。そこ

で、日々、中国の人の温かさを感じました。私にとって、中国語の発音は少し怒っているようにかんじ

てしまっていたのですが、実際に言語が分かるようになり街の人と触れ合ってみると、みなさん本当に

優しくて言葉が拙い私に対して暖かい態度で接してくださいました。日本のサービスでやっている客に

対する気遣いより、かえって思いやりを感じたぐらい街の方は優しかったです。 

 今回の三週間の留学は本当に沢山のことを学びました。上記に書いた以外にも、戦争記念館にいき、

日本人として戦争や中国のひとにどのように向き合うべきなのかも考えさせられました。沢山のことを

知った一方で、まだ知らないことも感じました。特に今回、訪問した大連は親日の場所であり、差別を

されることもなかったけど、広い中国の違う場所にいけば、きっと違う印象を抱いただろうし学んだと

思います。また、中国国内だけではなく日本にも移民や中国系、留学生など沢山の中国人のかたがいま

す。だから、私は単に中国に行くだけではなく、日本国内でも引き続き中国のかたとの交流を深めてい

きたいと思います。今回の経験を無駄にせず、引き続き中国語と中国について勉強し、「百聞は一見にし

かず」という教訓を胸に生活したいと思います。 

 



 

学籍番号 1133013  岡田 卓也  経営学部 1 年 

 

 今回私がこのプログラムに参加した理由は、始めはただ単純に短期間で中国語の単位を取得できると

いうプログラムであったからです。しかし、私は海外に行ったことがなく、道の土地に対する不安も大

きかったので、それだけのためでは実行に移すことができなかったと思います。昨今の日中関係につい

ての報道やそれぞれの意見の対立などが本当にあるからか見てみたいという気持ちも大きく、中国市場

の拡大による世界経済での中国語の重要性、2、3 年後に控える就職活動での優位性を考え、両親の後押

しもあり参加を決意しました。 

 実際に参加してみた成果としましては、まずは中国語を短期間の間にある程度上達する頃ができまし

た。これは、同じ期間日本で中国語を勉強していたとしてもたどり着けない程度の段階であったと思い

ます。日本語がほとんど通じないに等しい外国の地で、自分の意見を相手に伝えなくてはならないとい

う必要性は日本では味わえない心境であり、それだけ集中力が違ったと思います。また、勉強以外のと

ころでは、現地の中国人との交流がたくさん出来て、今でも Facebook などで繋がることができているの

で、世界中に友達が出来るのはとても新鮮で嬉しく感じています。日中の関係も学生同士の間では、あ

まり悪い印象もなく日本語を学ぶ学生ということもあってかとても親切にしていただきました。しかし、

やはり日本人は立ち寄らないほうがいい場所というものもあるそうで、そのような生の情報を得られた

のは、これからの日中関係を見ていく指針になったような気がします。課題として残ったのは文化、特

に食文化の違いが大きく、また日本の衛生環境に慣れてしまったせいか中国滞在中は常に体調が万全で

はなかったということです。 

 今回の経験はまた中国へ語学留学に行くという形で繋げていきたいと思うのはもちろんのこと、アメ

リカやヨーロッパにも留学してみたいという気持ちも生まれてきました。まだ自分が本当に学びたい国

と言語はどこなのか把握出来ていません。ですからこの大学の 4 年間の間に出来るだけ多く留学や旅を

していきたいと思っています。 

 

 

学籍番号 1137021  唐津 裕一  経営学部 1 年 

 

① プログラム参加の動機 

 以前から、大学に入学してからどんな形であれ、留学したい思いがあったので参加した。長い夏休み

なので、だらだらしないメリハリのついた日々を過ごすのにも良い機会であり、経済発展の著しい中国

を、この眼で実際に確認したいと思い参加した。 

 

② 成果 

 学習の面では、大学の通常の授業と違い、平日午前中は中国語の授業がきちんと組まれており、勉強

の習慣化につながりよかった。教師の方々もネイティブなので、発音などを個人的に教えてもらうこと

ができ、集中的に語学力を伸ばすことができた。授業の内容は、生活において便利な表現を主に習うこ

とができ、非常にためになった。また、日本語学科の生徒の授業へ参加したことは学生たちと密に接す

ることができたので、有意義な時間をすごすことができた。歴史的知識を身につけることもできた。例

えば、日露戦争跡地などを実際に見学することができ、教科書のみでしか知れなかったことを自分の目



で確認することで、戦争の悲惨さを改めて痛感した。さらに博物館で、歴史的遺品を見ることもでき、

歴史の教科書を実際に学べることができ、感動した。 

 文化体験の面では、まず食べ物が日本とは違っていた。日本の中華料理をイメージしていると少しシ

ョックをうけるかもしれない。大連は乾燥しているので、油っこい料理が多いそうだ。日本では食べる

機会がなかなかないもの、例えば羊の心臓やロバ肉などを食べることができた。家庭訪問では中秋節を

体験でき、中国学生の家族と一緒に餃子を作り、月餅を食べ楽しく過ごすことができた。水墨画の授業

では基本的書き方を教えてもらい、パンダの絵を描いた。書き方が書道とは違っていたことが意外だっ

た。また太極拳を皆ですることができ中国の習慣を身につけることができた。買い物に行った際には中

国語授業で習ったことを駆使して、値切りをしたり店員さんと交流したりした。中国の方は、見知らぬ

私たちにも、気軽に声をかけてくれたり、易しい中国語で話したりしてくれた。想像していたよりも優

しく気さくな人が多くて、驚いた。休日は家族と過ごすことが多く人と人の交流を大事にする国だと感

じた。 

 学生との交流の面では、直接話してみて彼らは日本の学生とほとんど変わらない生活を送っているこ

とがよくわかった。カラオケやショッピングなど若者の遊びを一緒にしたりした。また、中国の学生は

高い目標を持つ人がたくさんいた。留学に対して積極的であり、将来像が具体的に描けられていて、日

本の学生は劣っていると感じた。自分も見習ってはっきりとしたビジョンをもちたいと感じた。日本の

アニメ、漫画は根強い人気を誇っていることもわかった。 

 

③ 発展 

 反中という固定観念のせいで、日本人の中には中国の人を嫌っている人もいるが、今回の留学を通じ

て、そう思っている人だけではなく、きちんと日本の良さを理解している人も多くいるとうことがわか

ったので、誤解している人たちに事実を伝えたいと。中国語学習に対しての意欲がかなり上がったので、

これからも学習を続けたいと思っている。先輩方が自分の言いたいことは伝えられるが、相手の言って

いることを理解するのは難しいと言っていたので、リスニング力を中心に勉強していきたい。まずはあ

る程度語彙力を増やして、中国語検定やＨＳＫを目標に定めて学習していきたい。日常会話が出来るよ

うに、会話表現の方を身に付けて、次回のプログラムに参加したい。 

 

 

学籍番号 1137053  成田 千紘  経営学部 1 年 

 

 以前から壮大な歴史に憧れ中国について興味関心が有り、また比較的安い費用で行けるということだ

ったため迷わず応募した。初めての海外の上に、中国語も習い始めたばっかりの自分が行って大丈夫な

のかととにかく不安でいっぱいであったが、だんだんと中国に魅了され、現地での集中講義の効果を実

感するようになっていった。 

 

語学面について 

 集中講義が日本語を交えて行われたこと、日本語を話せる日本語学部の学生に助けてもらいながら交

流したり、学習出来たことは、初級段階ではほぼ中国語を聴きとれない私たちにとってストレス・不安

を軽減してくれるもので、言語を無理なく習得できた。 

 実際に生活するために生活用品を自分たちで調達したり、ご飯が用意されておらず自分たちで用意す



る必要があったため、進んで外に向かい中国語を使わざるを得ない状況がすごく良かったし、表現を吸

収しようと努力するので中国語の上達につながった。海外旅行が受動的なのに対し、このようなプログ

ラムは能動的に言語と向きあう機会が多く、勉強に加えて生活を送るということが上達への重要なカギ

になると感じた。 

 初心者だから・自信がないからと海外に行かないのではなくて、初心者だからこそ早い時点で学べば、

正しい中国語の発音・中国人の生きた会話に触れ、中国のことを時間をかけて学ぶことができ、言語習

得への意欲がわくと実感したので、今回のプログラムは非常に有意義だったし、これからも継続してい

ってほしいと思う。帰国してからも大学の中国語の講義に積極的に取り組む学生が多く、私は大学在学

中に中国留学をしたいと考えていたが、仲間に刺激されて更に意識が高まった。 

 長期間中国語に囲まれて暮らした結果、今までただの音だった中国語会話の中に所々意味のある単語

の存在に気付けるようになって、推測で会話の内容を理解できるまでになったり、中国人が自分の話し

た中国語を理解してくれたことはかなりの喜びだった。一つ一つの喜びが前向きな一歩へとつながる。

そのようなことは大学の講義を受けているだけでは得られないと感じた。加えて、中国語をしっかり学

ぼうという同じ志を持った仲間に出会えたことは私にとってかけがえのない財産となった。 

 

交流面について 

 私は特に中国人に対してマイナスイメージは抱いてはいなかったが、中秋節に家庭訪問をする際は冷

たく扱われるのではと不安になった。しかしとても温かく迎え入れてもらい、祭日を家族そろって祝う

という家族を大切にする文化に触れて、自分の中で抱いている中国人のイメージがなんとなく出来あが

っているのを感じ、報道の怖さを認識するとともに、現地での交流の重要性を再確認した。旅順での歴

史学習や瀋陽での九一八歴史博物館の訪問で触れたことは今の今まで続いている中国と日本の亀裂部分

に関わるものであり、私は日本にいる時は常に日本側の視点で物事を有利に考えていたが、視点を変え

ることで今回、中国の立場・日本の立場双方から史実を見る必要性を感じた。日本にはただ漠然と中国

にマイナスイメージを抱いている人・中国がやること全てに反抗的な態度を示す人が多いが、中国人が

どういう環境の下に生まれ、どういう文化を持っているかをわきまえる必要があるとともに、お互いを

知らずして意思疎通を図ることはできないので、中国についてもっと勉強し、受け入れる姿勢を持つべ

きだと強く思うようになった。日本との違いは日常に溢れていて、最初はその違いに驚く事もあった。

しかしだんだんと日本の良いところが逆に鼻に付くように感じるようになって、日本が全てではなく、

その国にはその国の形があるのだと思うようになった。 

 このプログラムで自分の固執した考えを見直す機会が多く与えられて、今後中国に留学するのはもち

ろんであるが、より多くの人に中国を身近に感じてもらえるように、明るく交流してもらえるように、

日中学生の交流を支援する団体に所属して積極的に活動を行い、現地学習を特に支援したい。 

 

最後に 

 中国語を学習し、志の高い仲間と出会い、意欲のある中国人学生と交流し、自分の考えを改められた

このプログラムに参加して、自分は成長できた。現地で学ぶことの大切さを実感した今、この経験を生

かして留学に向けて頑張ろうと思う。 

 

 

学籍番号 1137907  ファム クィン アイン  経営学部 1 年（ベトナムからの留学生） 



 

 この夏休み 9 月 11 日から 10 月２日まで私は中国語集中プログラムに参加し、中国の大連理工大学で

３週間ぐらい過ごした。中国語の授業のほか、現地の中国人学生との交流活動、現地見学、など色々な

活動を参加した。それを通じて語学力が向上して、中国への知識も伸びた。 

 まず、このプログラムに参加する動機を述べよう。このプログラムを通じて中国語実習 2a 2b の単位

をとれるというきっかけで参加したかったのである。私自分自身中国語が利用できるように勉強してい

るので、早ければ早いほど中国初級を終えようと思った。そして、ただ大学で授業に参加したら、なか

なか会話練習機会がないので、どんなに勉強して役立たないと思ったので、現地で積極勉強したこと実

践しようと思った。 

 プログラムが終わったら以外とよい結果が獲得できたと思われる。 

 中国語実習 2a 2b を取った後、半年間に中国語初級レベルが完成できた。大学で勉強したら一年間終

わるということに考えたら自分が大きな収得がもらったと思います。春学期の終わりごろに発音ばかり

わかったと比べると、秋学期のはじめごろ、基本な会話ができてきた。中国で買い物や旅行した時中国

人友達に色々教えてもらったからである。現在自信をもって簡単な挨拶が中国語で話せるので、かなり

語学力が向上したと思われる。その上、秋学期から中国語演習(中国語中級)がとれるようになり、時間的

に節約だと思います。それに、毎学期１単位の二つだけ取れる中国語初級(１a-１b, ２a-２b)と異なり、

中国演習が一つ２単位でいくつとっても大丈夫だから、中国語が早く利用できようとする私にとって興

味のある中国語授業たくさんとれるだけでなく、ほかの取りづらい科目をとる悩みもすくないのです。 

 語学力だけでなく、中国への知識も高くなった。大連で色々なところに行って経験した。よく本に書

いている中国の大きな差がある社会階級や不足な社会サービスなども自分の目で見られた。日本での程

度の高い社会基盤施設の真価を認めるようになった。見たことから，この世界に対する知識がまだ足り

ないので、物事に対する見方も偏ったことが多かったことが分かった。以後学ばなければならないこと

も増えて行っているだろう。 

 さらに、このプログラムのおかげで中国人の友達もできた。人脈を広げて、将来にとても役立つだと

思うのである。それをきっかけとして、世界に友達がどこでもいることができるではないかと考える。

自分が国際的な人脈を作りたい、という気持ちがある。友達でも言語の障害、文化の差異により相互誤

解したことも何回もある。そこで、言語だけでなく相手の文化、習慣、考え方など理解力の必要ではな

いかと思う。 

 この交流を通じで，色々なことが納得できた。だから、もしもチャンスがあれば、また積極参加した

いと思うのである。 

 

 

学籍番号 1151003  足立 大樹  教育人間科学部 1 年 

 

 今回この中国への２０日間の研修に参加した理由の一つとして、現在いろいろと話題になる中国を実

際の目で見てみたいということがありました。実際に現地に行ってみたことで様々な発見があり、中国

に対する見方が変わりました。やはり、日本のニュースやインターネットだけではわからない発見がた

くさんありました。たくさんの発見は書ききれないほどあり、一言で言わせてもらえれば、中国の印象

が格段とよくなったということです。 

 確かに、日本では考えられないようなこともたくさんあり、環境に対応できない友達もいましたが、



それでも中国の学生はほとんど日本の学生と同じような生活をし、現地の人々も親切な人もたくさんい

ました。私はこのようなことを知ることができたということはとても大きなことだと思います。今、い

ろいろと騒がれている日中問題もこのような次世代を担う交流がもっと盛んになればすぐに解決できる

のではないかというほど、たくさんの良い経験と交流をさせてもらいました。 

 よい経験といえば、瀋陽の満州事変記念館や旅順の日露戦争会館に行くことができたことです。実際

そこでは、僕たち日本人が普段、教科書では知ることができない内容とリアルに知ることができました

し、日本人の過去の残虐さをまざまざと目のあたりしました。その場では、いい気持ちはしませんでし

たが、今となっては避けてはとおれない問題だと感じています。また、中国の学生の言葉でわすれられ

なひとことがあります。自分が中国の人々はこのような歴史に対して現在どのような感情を抱いている

のかと質問するとその友人はもちろんこのような歴史に対しては怒りの感情を抱く。でも歴史は過去、

どうしようもない。大切なのはこれから。と言っていました。この言葉は今でも忘れられません。この

ように中国を生で見ることができたということがまず私のこのプログラムかという自分を見つめなおす

ことができました。つまりは視野が広がったのです。今後、私はより、中国に限らず、様々な国の文化

を知り、国際理解をしていきたいです。 

 次にこのプログラムの成果として、中国語の能力の向上を挙げることができます。確かにたった２０

日間では、大きく中国語の能力が向上するというわけではありませんが、会話力という面では、かなり

の向上があったと私は実感しています。普段の学校の中国語の授業などでは会話力をつけるのはなかな

か難しいですが、中国語で会話せざるを得ない状況の現地に行くことで、かなりの向上があったと感じ

ています。学校で習った中国語のワンフレーズなどをこのプログラムを通じて、確実にアウトプットし、

自分のものにできたと思います。このインプットとアウトプットを交互に行うこのプログラムはとても

よいプログラムだと思いました。今後もこのプログラムに参加し、中国語の能力を高めていきたいです。

そして、将来的には、中国語を利用して、仕事ができないかな、ともこの頃思うようになりました。な

ので今から真剣に頑張ろうと思います。 

 最後にこのプログラムの成果として、中国人の方々との交流を通じて、交友関係を築くことができた

ことを成果として、挙げることができると思います。自分のような年齢からこのような友人ができるの

はとても珍しいのではないでしょうか。周りのみんながしていないような体験を中国の友人とすること

ができました。一緒に食べ、一緒に笑い、一緒に遊んだ中国の大連理工大学の日本語学科の人たちには

本当に感謝しています。向こうでは、何もわからない、自分たちに換金から買い物まで手伝っていただ

いて本当に感謝しています。また同時に自分のふがいなさも感じました。次に中国へ行くときにはもっ

ともっと中国を理解し、中国語を高いレベルにまで持って行ってからいきたいとおもいました。そして、

中国の方々ともっと中国語で深い話をして、交流したいです。 

 この研修では、実際の中国を知ることができ、広い視野を獲得でき、中国語の上達と、学習意欲の向

上、そして、中国人の友達との楽しい時間を過ごすことができました。これが自分の 20 日間の大連理工

大学で得た成果です。ありがとうございました。 

 

 

学籍番号 1151007  飯田 夏実  教育人間科学部 1 年 

 

 はじめに。 

 今回の研修は、独立行政法人日本学生支援機構の「平成 23 年度留学生交流支援制度(ショートステイ・



ショートビジット)」に基づき、横浜国立大学が申請し採択された「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」によるもので、横浜国立大学の 17 名がそれぞれ８万円の奨学金支給を受け

て、約３週間、大連理工大学で行いました。研修内容は、月曜日から金曜日まで、午前中に中国語の授

業が２コマ、午後は主に課外授業（太極拳や水墨画といった文化講座や家庭訪問、大連理工大学の学生

との交流活動など）という構成で、土日も１日がかりでの見学（旅順・大連市内）や瀋陽への小旅行な

どがあり、非常に密度の高いスケジュールでした 

 研修参加の理由は、中国語のレベルアップを図りたかったからです。大学で初めて中国語を勉強し始

めましたが、すごく勉強が楽しくて、もっと生きた中国語を使えるようになりたい、きれいな発音で話

せるようになりたいと思い、参加を決めました。研修期間中、最初は全くと言っていいほど相手の言っ

ていることが聞き取れませんでした。授業はほとんど日本語でやってもらっていたし、外に出かけるの

にも大連理工大学の日本語学科の学生の人について来てもらい、通訳を頼んだりしました。しかし、研

修も終わりに近づく頃には、授業用語は中国語のまま理解できるようになったし、外出も自分たちだけ

で出来るようになりました。その理由は、もちろん 3 週間集中して中国語の授業を受けたということも

ありますが、むしろ授業以外の時間が大きく影響したのだと思います。 

 まず、研修期間中私たちは大学内の留学生寮で生活しました。そこには食堂はもちろん、調理を行う

場所がなかったため、朝昼晩の食事はすべて外食でした（スーパーで買ってきたものを部屋で食べるこ

とはありましたが）。ですから、いやでもお店の人と会話をしなければいけません。この、中国語を話さ

ざるを得ない状況に置かれる機会が多かったことが、結果的に自分自身の中国語の能力向上に結びつい

たのだと思います。もちろん、そういった状況の中で、いつも会話が成立したかといえば、そうでない

ことも多々ありました。お店に入った瞬間店員さんに何か聞かれ、「ん？」という表情をしたらすごくい

やな顔をされ、しかたなくお店を後にしたこともあったし、注文したのが思いもよらないものだったな

んていうこともありました。でもそういう苦い経験も、“もっと勉強しなくちゃ！”という意欲を掻き立

てるいい刺激になりました。 

 大連理工大学の日本語学科の学生さんたちの存在も非常に大きかったです。大連に来て間もない頃は、

なにをする時も私たちの近くにいて、色々手助けをしてくれました。それ以降も、おいしいご飯屋さん

を紹介してくれたり、遊びに連れて行ってくれたりしました。その時に、理工大学の学生さんはよく日

本語について質問をしてきました。その授業以外の時間にも熱心に日本語を勉強しようとしている姿を

見は、私の中に“負けずに頑張ろう”という気持ちを起こさせてくれました。 

 もちろん、３週間という短い期間で、中国語が完璧に話せるようになるかといえば、決してそうでは

ありません。ただ、より自然な中国語を毎日耳にすることで、多少なりともきれいな発音に近づけるよ

うにはなると思います。実際に、私は日本に帰ってきてから大学の中国人の先生に「発音が中国人と変

わらないくらいきれいになりましたね。すごいです。」と言っていただけました。それだけではなく、こ

れからさらに中国語という言語を学んでいきたいという気持ちが強くなりました。中国語の検定試験も

近々受ける予定です。 

 私は将来、教育の現場で働こうと考えています。特に中国企業や中国に関わる職業に就こうと思って

いるわけではありません。しかし、他の国の言語を学ぶことは、他の国の文化や歴史を学ぶことに繋が

ります。そうすることで、自分自身の世界観や視野が広がり、人間的に成長できます。また、自分の色々

な経験を伝えることで、広い視野を持った人材を育成できると思います。そういった意味でも、今回の

研修に参加したことは私の大きな財産です。今後も様々なことを経験していきたいです。 

 



 

学籍番号 1155003  浅井 香織  教育人間科学部 1 年 

 

 私がこのプログラムに参加した動機は、きわめて軽いものでした。もともと外国に興味があり、高校

生のころから、大学生になったらいろいろな国に行っていろいろな文化に触れてみたいと強く思ってい

ましたので、大学に入るなり、大学が用意してくれている国際交流プログラムは手当たり次第活用して

いこうという積極的な姿勢をとるようにしていました。その勢いで、この大連理工大学のプログラムへ

の応募も決定した次第です。 

 しかし 9 月 11 日の出発日が近づくにつれ、だんだんと行くことを面倒だと思うようになりました。中

国に対する偏見もいろいろな友人から聞き、自分も心配になってきて、正直行きたくないなあ、と思い

ながら、9 月 11 日を迎えました。 

 まず結論から言いますと、私の予想をいい意味で完全に裏切り、想像を大いに上回った、最高の 3 週

間でした。毎日新しいことがあって、とても充実していて、本当に、楽しかったです。この 3 週間は私

にとって、一生の思い出になるでしょう。一緒に大連に行った横浜国立大学の初級班の 17 人とはとても

仲良くなりました。最初はまったくの他人だったけれど、3 週間異国の地に放り出され、異文化のなかで

生活を共にすると、帰国するころにはすっかり仲が良くなりました。このようにできた友達は、一生の

宝物だと思います。 

 また、大連理工大学にも友達ができました。特に仲のいい友達は 3 人できました。そのうちの一人と

は、来年日本で会う計画も立てています。こちらの中国人の友達もまた、私にとって最高の宝物です。

国境を越えて、さらに年齢差が開いていても、同じ夢を持っている人や、同じ趣味を持っている人、わ

かりあえる人に出会うことができ、感動でした。彼女たちは、3 週間の滞在の中でたくさんの時間を私た

ちのために割いてくれましたので、たくさんの会話をもつことができ、仲良くなることができました。

大連市の中心街に連れて行ってくれたり、おいしいお店を教えてくれたり、中国語を教えてくれたりし

ました。皆さん本当に親切で、この感謝と感動の気持ちを言葉では言い尽くしきれません。中国の文化

についても色々と教えてもらい、非常に興味深かったです。本を読んだり学校で習ったりした知識では

なくて、現場で中国人に聞いた話、つまり生きた知識を得てきたのですから、それはそれは価値のある

異文化交流でした。得たものは非常に大きいです。この多感な 10 代の終わりに、このように世界にはば

たく体験をできたことが、とてもうれしいです。冒頭でも述べたように、国際交流に強い関心を抱いて

いたので、このような体験を大学 1 年の夏に早速持てたということへの感動はひとしおです。このプロ

グラムを考え、実行してくださった村田先生を初めとする横浜国立大学の先生方や大連理工大学の先生

方には、心から感謝しています。 

 正直、大連に行くまでの私は、中国という国に対して、そして中国人という人種に対して、確固たる

根拠ももっていないのにかかわらず、よい印象を抱いていませんでした。中国人は過去の被征服経験か

ら日本人に対する恨みをまだ持っているだろうと思っていました。それゆえ日本人に対してよく接して

くれないだろうと思っていましたし、そもそも中国人は一様に性格が柔らかくなさそうだ、などと偏見

以外の何物でもない固定観念を私は根強く持って大連へ行きました。 

 実際に大連へ行ってみて、まずは、中国人が日本と比べれば相対的にぶっきらぼうであるということ

は事実なのだと確認しました。レジの店員はお釣りを渡すのも雑で、話し方もぶっきらぼうで、怖いと

感じました。「やっぱり日本はよかったなあ、やっぱり中国人はぶっきらぼうだ」と、思っていました。

しかし、日が経つにつれ、お店の店員さんと、片言とはいえ中国語でコミュニケーションをとることが



できるようになると、彼らの中にある優しさ、人間としての温かさに気づき始めました。私たち日本人

と店員さんが会話をするときに、彼女らの話す内容のほとんどは私たちには理解できませんでしたが、

時には紙とペンを用いてまでして、少しでも伝わるようにと努力してくれました。私たちも電子辞書を

駆使して一生懸命中国語で話したいことを伝えていきました。彼女らはまた、それを理解しようと努力

してくれました。片言の中国語しか話せない外国人に対して、コミュニケーションを持とうとしてくれ

ることがとても嬉しかったです。彼女らは決してそれを仕事だから、とか、お金儲けにつながるから、

などと考えてしていたのではなく、心から接してくれていたのだと思います。それは、伝わってきまし

た。 

 日本のサービスは世界一だという説があります。私もきっとそうなのだろうと信じていました。しか

し、中国のサービスを体験してみて、サービスというものについて別の角度から考えるようになりまし

た。日本の店員はたしかに、客に対して、丁寧な言葉、丁寧なしぐさで、丁寧な対応をします。しかし

それは、別の言い方をすれば、マニュアル通りに、仕事だからと思ってやっているだけではないだろう

か？たしかに一つ一つの対応は丁寧で、仕事もきめ細やかではあるけれど、本音でしゃべってはいない

だろう。やっていることと、心の中で思っていることとは、同じではないだろう。もしかすると日本人

はある意味では冷たいのかもしれないと思い始めました。別に日本を悪く言っているのではありません

が、かならずしも丁寧であることだけがいいサービスにつながるわけではないのだと発見しました。丁

寧さがよいサービスに直結するという定義は、日本独自のものです。中国の店員はぶっきらぼうで雑だ

から、サービスの質が低い。このような判断を下すのは、あまりにも主観的で、恥ずかしいことだと思

いました。世界の国にはそれぞれ異なったサービスが存在し、それぞれ短所も長所も持ち合わせていま

す。どの国のサービスが良くてどの国のものが悪いのだとかいう決め方は出来ないのだとわかりました。

世界を広げたことによって、このような国を超えた客観的な考え方ができるようになったことも、大き

な収穫だと思います。私は飲食業でアルバイトをしていて、そこでサービスについて厳しい指導を受け

ています。それゆえ日本でもサービスについて考えることはよくありました。そんな中、異国のサービ

スを体験し、日本のそれと比較することによってサービスに対しさらに考えを深められたことが、非常

にうれしいです。 

 またこのような考え方は、サービスのみにとどまらず、あらゆる文化についてあてはまると思います。

私たちは自分では気づきませんが、異国に対して偏見を持っていることがあるし、自国において当たり

前とされている文化が、どこへいっても同じように通用すると思ってしまうことがあります。これは当

たり前のことで、それゆえ仕方がないことですが、国際交流をしようと思うのであれば、このような主

観的な考え方は一掃する必要があると認識しました。 

 わたしは春の江南大学での集中授業にも参加する予定です。そこで、さらにいろいろな中国の文化に

ついて学び、もっと多くの中国人と出会い、世界を広げたいと思っています。夏に大連に行ったことで、

自分の中で大きな一歩が踏み出せたと思います。本当に、行ってよかったです。ありがとうございまし

た。 

 

 

学籍番号 1155008  荒牧 裕香  教育人間科学部 1 年 

 

中国語集中講義に参加して 

 私はこの中国語集中講義に参加して多くの素晴らしい経験をすることができました。このプログラム



に参加しようと思ったのには三つの理由があります。まず最初に私は幼いころから外国の文化にとても

興味をもっていて、今までもイタリアやドイツなどのいくつかの外国を訪れてきました。外国に行くと

いつもその国について詳しくなると同時に日本のこともそれまでと異なる角度から見ることができるの

で、日本を新しく知ることができました。そのような経験が中国を訪れてもできると思い、今回このプ

ログラムに参加しようと強く思いました。中国に約三週間語学留学し、中国人学生達と交流できる機会

は大学生である今しかないと考えました。そして、第二に中国という国には特別な感情もありました。

中国は日本と近隣に位置していながら、友好関係を築いている一方で政治的なトラブルも絶えない国で

す。反日デモもありましたし、日中戦争に関する問題も未だに完全に解決されてはいません。私は中国

を訪れる前までは中国人は日本人のことをあまり好ましく思っていないのではないかと考えていました。

そのため、実際に中国へ行ってそれを確かめたいという思いもありました。中国の中での日本という国

の存在がどのようなものなのか以前からずっと知りたいと思っていました。そして、私から見た中国は

共産党一党独裁の政治体制であらゆる面で規制の多い国だというイメージがありましたので、それに関

しても実際はどのようなものなのか自分の目で確かめたいと思いました。百聞は一見にしかずといいま

すし、どうしても自分の目で中国を見たかったのです。また、第三の理由として中国語を現地で学べる

環境に行きたかったということです。私は大学に入って中国語を第二外国語として学んでいますが、や

はり現地に行くのが一番だと思い、中国語を学ぶからにはできるだけ早い段階で生の中国語にふれたい

と考えていました。よく言語を学ぶにはその言語が話されている環境で生活することが一番いいと言わ

れているのを耳にします。今回のプログラムは三週間という短い期間でしたが、三週間だけでも中国へ

行くのと行かないのとでは大きな差があると思いました。 

 中国に実際に行ってみて、思い描いていた中国のイメージと実際の中国の様子は重なっている部分が

多かったように感じました。中国は思っていた通り、街の様子や生活習慣において日本と異なる部分が

いくつもありました。それに戸惑いや不満を感じる場面も三週間生活する中で多くありました。しかし、

そのようなことを経験できたことはとても良かったと思います。現地に行かなければ分からないことだ

し、中国という国を身をもって知ることができる良い機会だったと感じました。書籍、ネットやテレビ

などにより日本にいながら中国の情報は多く得ることができますが、中国に行かなければ分からなかっ

たということは思っていた以上に多かったです。私たちは、三週間大連理工大学の留学生寮で生活し、

その間中国語の講義を受けて学ぶと同時に生の中国の生活というものを経験しました。講義の中でも、

普通に生活していても感じたことは、中国語の発音はかなりはっきり言わないと通じないということで

す。日本で授業を受けている時は、発音を注意されたことはそんなにありませんでしたが、講義の中で

は発音の悪さを何度も指摘されましたし、また、飲食店に行ったり、中国人の学生と交流したりしてい

ても、発音が悪くて全く言いたいことが通じないということが多々ありました。そのため、私は三週間

とにかく発音を補強しようと思い、中国語の学習にあたっていました。このことも実際に中国に行かな

いと分からないことだったので、このプログラムに参加して本当に良かったと思いました。そして、も

う一つ実際に中国に行って良かったと思ったことは、中国人の学生達とたくさんの交流ができたことで

す。彼らは私たちに対して本当に親切にしてくれました。私は中国に行く前は、中国人の学生達は日中

戦争や政治的な問題から日本人に対して良いイメージを抱いていないと勝手に思い込んでいました。し

かし、彼らと交流しているとそんなことは全くないということがすぐに分かりました。中国の学生がお

かれている現状や彼らの生活をよく理解することができたのもいい経験になったと思います。そして、

中国の学生達からは良い刺激をたくさんもらいました。彼らは学習に対して熱心に取り組んでいました

し、将来のこともしっかりと考えていたので、私ももっと意欲的に学習していこうという気持ちになり



ました。 

 このプログラムに参加したことで、日本に帰ってきてから中国語をもっと使いこなせるようになりた

いという気持ちが強くなりました。中国では上手く自分の言いたいことが言えなくて何度も悔しい思い

をしました。そのため、もっと中国語を頑張って勉強して私は中国語検定を受けようと考えています。

中国語を今よりも上達させてから、また中国を訪れたいと思っています。私は日本で学びたいこともあ

るので長期で留学することは考えていませんでした。だから、このような短期集中型のプログラムは私

にとってとても素晴らしい機会であったし、有意義な経験となりました。ぜひこのプログラムを引き続

き継続させていってほしいと思います。 

 

 

学籍番号 1155109  竹間 瑠莉  教育人間科学部 1 年 

 

 今回の中国大連での 3 週間は私にとってとても有意義な時間であった。中国に対してそこまでの期待

を抱いていなかったためか、だいぶ考え方が変わったように思う。 

 私の父は今会社の関係で台湾へ単身赴任している。そのために家族では台湾に行くことが何度かあり、

行くたびに現地では結局「謝謝」しか言えない自分が嫌だった。現地の人の中には日本語をしゃべれる

人もいるのに私はしゃべれない。近所のおばあちゃんが日本の歌を歌ってくれたのにはとても驚いた。

そのころから中国語を勉強して話せるようになろうと思い、横浜国立大学の充実した中国語の授業の助

けもあって初めのころから自分なりに気合を入れて勉強し始めた。でも両親は中国語をここまで熱心に

勉強する私をそこまでよくおもっていなかったらしい。確かに中国は今の段階でＧＤＰ２位だし、急激

な発展をとげている。それに人口もものすごく多いし、今後にも期待できる。だが、やはり国土が広い

せいなのか、人口が多すぎるせいなのか、貧富の差が激しい。とても裕福な暮らしをしている人もいれ

ば、道端でいまだ物乞いをしている人だっている。トイレなんてまだまだ汚いし、衛生面でも大分問題

ありだ。でも明らかに中国語のニーズは世界的に上がりかなり重要視されているように思う。今の社会、

英語が喋れるのは当たり前だ。英語がこの先主要な言語ではなくなるとは思わない。だが世界人口の 4

人に 1 人が中国人であることを考えると、やはり今後は中国語が重要なのではないか。日本から中国に

向かう人も多くなるだろうし、少子化の中、日本に多数の中国人が流入してくるのは疑うすべもないだ

ろう。その時に自分が中国語を話せたら？生の中国を知ってこの日本と中国の懸け橋になれたら？どん

なにいいことであろうか。まだまだ国家のレベルでは日中の衝突は絶え間ない。だが今回中国に行って

みて、実際に現地の学生と交流してみて、思ったことは私たちのような若者はそこまで対立意識を抱い

ておらず、むしろ仲良くなってお互いのことをよく理解しようと皆前向きであったことだ。政治上関係

がどうであろうと、小さなところからお互いに交流を深め、理解していけばいいのではないか？もっと

素敵な日本のことを世界の人々に知ってもらいたいし、また自分自身もいろいろな一面に実際に遭遇し

てみたい、そう強く願うようになった。そのためにもまずは私自身が中国語を喋れなければ意味がない。

交流が円滑には進まない。深い、込み入った話もできない。今回は大連理工大学の日本語学科の学生さ

んであったためか、かなり日本語が上手でそれに頼りすぎてしまった。そんな自分がすごく情けないし、

恥ずかしかった。まだ中国語を勉強してから半年なのだからしょうがないと自分に甘えていたような気

がする。だが半年であろうと何十年であろうと話せるようになるのにかかる時間など関係ない。関係あ

るのは話したい、というそんな意欲があるかどうかなのだ。だから帰ってきてからは中国語を週に 3 コ

マ入れ、中国語から離れないようにしている。周りはみな中国語歴が長く中国語に長けている人も多い。



だがしっかりとした意思をもって、明確な目標をもって勉強すれば必ず喋れるようになるだろう。だが

実際のところ机だけの勉強ではなく、自分自身がどれだけこの未完成の中国語を使って話かけてみよう

とするかだと思う。その勇気が一番大事なのではないか。今回の大連ではあまり自信がなく自分から中

国語を話してみようという勇気が起こらなかった。帰国してみても後悔していることのひとつだ。やは

り日本では日本語を使うのが当たり前であって、中国語をしゃべる相手を見つけるほうが難しい。みん

なが中国語をしゃべっている中国でなぜ試せなかったのか…でも私にはまだまだ時間がある。今度また

短期ではあるが中国に出向く予定だ。今回のこの経験をばねにさらなる語学の向上に努め、自分に自信

をつけて次回に臨もうと思う。 

 私は将来商社で働きたいと思っている。そのために英語、中国語の三か国語をマスターすると決意し

た。英語もまだまだ未熟な私にプラスして中国語を勉強するというのは、自分の能力には見合わないの

かもしれない。でも中国の学生はほんとによく勉強している。中には、英語、日本語、韓国語、ロシア

語そして母国語の中国語の五か国語を堪能している学生もいた。本当に尊敬する。世界にはそういう学

生が数多くいるのかと思うとぞっともしたが、戦わなければならない。このグローバル化社会では相手

は日本人だけではないのだ。中国は競争社会が日本なんかより断然激しいため、みんな必死である。こ

んなにのんびり大学生活を送っていた自分には刺激が大きかった。ライバルは本当にたくさんいるよう

だ。中国人の学生に言われたので心に残っている言葉がある。「なんで日本人は小さい頃にケーキ屋さん

になりたいとか言うのですか。」ケーキ屋なんて夢にするものではない。みんながなれる職業ではないか。

確かにそうだ。中国ではより高い目標、例えば国家主席だとか医者とか科学者とかを将来の夢として目

標にするそうだ。確かに日本では文化のせいでもあるのか自分を卑下することが多い。子供がみな自分

を卑下して言っているのだとは思わないが、やはり意識の違い、そして国民性が強く表れた一瞬でもあ

ったように思う。日本ではかわいらしい夢を描いて無邪気に追いかけるほうが子供らしいと考えるのに

対し、中国ではものすごく高い目標をかかげてそれに向かって無我夢中に追いかけるほうが子供らしい

のだろうか。子供らしさの考え方が違うのであろう。だが、やはり国民みんながみんな切磋琢磨してい

るほうが活気に満ちていいと思う。現在の日本では経済が安定し豊かになってしまったせいかそこまで

の活力がみられない。このままではどんどんほかの国に抜かされてしまうであろう。もっと外に向かっ

て日本人も積極的に発信していくべきだと考える。私もその中心にたって先導していけるような人材に

なりたい。 

 短期ではあるが今回の留学を通して、私は以前に比べ強くなったと思う。少しのことは屈しない、精

神的にも成長したと思う。これを機に、大学の 4 年間では様々な国に出向き実際に自分の目で見て世界

を知り、もっとたくさん成長していきたいと思う。この大連での 3 週間は私にとってとても大きなもの

となったと思う。 

 

 

学籍番号 1155112  堤田 仁妃奈  教育人間科学部 1 年 

 

中国に行って得たこと 

1 プログラムに興味を持った理由 

 私は幼いころから外国に興味があり、絶対に将来は留学をして、国際的に活躍できる仕事に就きたい

と思っていた。とはいうものの、その外国というのはアメリカやヨーロッパなどの欧米諸国のイメージ

であり、中国に留学したいなどとは微塵も思っていなかった。しかし、近年の中国の目を見張るような



発展を目の当たりにしたり日本で出会った中国人との交流をしたりしていくにつれて、日中を中心とし

た東アジアで活躍していける人物になりたいと思うようになってきた。そこで、英語話者になるよりも

先に中国語話者になりたいと思うようになった。幸いなことに横浜国立大学では中国語を深く学ぶ機会

が多く、その中でも光って魅力的だったのが今回のプログラムであった。現地へ行って中国語を学び、

このように充実した活動ができるプログラムは他にないのではないだろうか。 

 

2 プログラムに参加して(生活面) 

 中国に興味があるとはいっても、正直イメージ的には良いものではなかった。衛生面も心配であった

し、中国人はやはり日本人に対して良いイメージを持っていないのではないかという不安もあった。し

かし、３週間の滞在を経てイメージや見方ががらりと変わった。 

 まずはじめに感動したのは、日本語学部の学生の皆さんの日本語の堪能さである。まったく中国語の

わからない私たちは、尊敬と劣等感を抱くこととなった。日本人は勤勉であるというけれど、よっぽど

中国人のほうが勤勉で目標をしっかり持っていると痛感した。そして彼らは本当に親切で、お礼を言っ

ても言い切れないくらい尽くしていただいた。もし、わたしが留学生を受け入れる側であったらあんな

に厚い待遇ができるか自信がない。それくらい本当によくしていただいた。交流をしていた学生だけで

なく道行くひとやお店の人などが友好的で温かかったことにも感動した。中国人は反日的な人が多いの

ではないかという偏見を持っていたことが恥ずかしくなった。 

 また、住めば都というもので、たった３週間の滞在だったけれど、路上で行われる朝市や夜市、スー

パーや飲食店など、決して綺麗ではない環境だけれど、独特な雰囲気が大好きになった。 

 

3 プログラムに参加して(学習面) 

 このプログラムに参加したかったので、大学での前期の中国語は自分なりに力を入れて取り組んでい

たつもりだった。しかし、現地へ行って自分の中国語がまったく通用しないことに大変悔しさを覚えた。

そして毎日の中国語の授業が始まった。なるべく中国語を用いて授業を進める方針であったが、正直初

めはほとんど理解できていなかった。発音練習でもコツをつかむことさえできなかった。特に、日本語

学科の大学院生の方が授業してくださるときには、普段から日本語を教えていらっしゃる教師の皆さん

とは違って少しでも発音が違っていたら聞き取ってもらえないので、自分の発音の不正確さを思い知る

ことができた。こうして、ルームメイトやクラスメイトと競い合いながら本場の中国語の授業を受け毎

日勉強をしていくうちに、だんだんと聞き取る力も、発音の力も、文法の力も格段に上がったことを自

分で実感した。日本にいて自分で勉強するだけでは到底無理だったと思う。現地へ行って言語を学ぶと

いうことはやはりすごいのだなということを改めて思った。今回で培った力をさらに向上させていくた

めに日々精進していきたいと思う。 

 

4 今後への生かし方 

 今回のプログラムで、中国へ語学留学に行きたいという思いがさらに大きくなった。可能であれば 2

年生の秋学期から交換留学に行きたいのでそれに向けて取り組んでいきたいと思う。その一環として、

春にも開かれる同様のプログラムにも参加するつもりである。更なる中国語の上達のために学校の授業

にとどまらず、自主学習をきちんと続けていきたい。そして、中国語を話せるようになり、このプログ

ラムで掲げられていたハイブリッド型人材となりたい。理想としてはさらに韓国や英語圏へ行って韓国

語と英語を習得したい。こう思うようになったのも、今回のプログラムで現地で学ぶことの重要さを実



感したからである。すべての目標を達成して、中国語、韓国語、英語話者になり、将来は東アジアに貢

献できる仕事がしたいと思う。具体的な内容ははっきりしていないが、これから先留学をしていく中で、

新しい視点や文化をたくさん学ぶことで見つけることができるだろうと信じている。本当に参加をして

得たものがたくさんあった。このような機会を設けていただいたすべての方に感謝したい。 

 

 

学籍番号 1155178  山田 瑶  教育人間科学部 1 年 

 

●プログラム参加の動機 

 元々、中国の文化や中国人の思想・日中関係に興味があった。また、せっかく大学に入学したのだか

ら中国語を本気で学ぼうと思っていた。そんな私にとって、中国で中国語を学ぶというのはまたとない

チャンスであったため、迷わず参加した。 

 

●実際にプログラムに参加して 

 実際に参加して大きく３つのことが変わった。一つ目は、中国・中国人に対する印象である。このプ

ログラムに参加するまでは、中国人は日本に対して反日感情を抱いていて、自己中心的な性格だと勝手

に思い込んでいた。中国に対して偏見など持ってないつもりでいたが、固定観念をもって見ていた。し

かし、実際に中国に行って中国に対する印象が大きく変わった。中国人は日本人よりも情に厚く、温か

いと思った。これは、交流した学生に関する話ではなくて、街でもどこでもそうであった。中国語を話

せない日本人に対して、お店や町の人はいつでも温かく対応してくれて、助けてくれた。また、店先や

食堂・バスの中でも日本語を勉強している中国の方が気さくに話しかけてくれて、友達になることがで

きた。これは現代の日本ではできない経験だと思う。日本に帰ってしばらくの間は、隣の人から話しか

けられず、静まり返っているバスの車内に寂しさを覚えた。中国は人情があふれている国だということ

は、実際に中国で生活しなければ知ることができなかったであろう。（実際私は、旅行で中国を訪れたこ

とが過去にあったのであるが、その時にはこのことはわからなかった。これは生活しなければわからな

い事であったと思う。） 

二つ目は、中国語の語力である。大学で前期に中国語を習ったとき、発音も自習していたので割と発音

には自信があった。しかし、実際に中国に行くと、最初のころは自信のあった発音が全く通じなくてと

てもショックだった。実際に中国に行ったことで「中国語は本当に繊細な発音を使い分ける必要のある

言語なのだ」と痛感できた。そして、三週間の滞在で自分の発音は格段に良くなった。大学では現地の

先生が熱心に発音を教えてくれ、大学の外で買い物する時などは頼る相手がいないため、自然と発音が

磨かれた。また、上達したのは発音だけではない。聞き取りのスキルも格段に上がった。最初のころは

お店で「多少銭？」と聞くものの、お店の人の回答（いくら）をスムーズに聞き取ることができずに、3

回は聞き直していた。しかし最後のほうには一回で聞き取れるだけではなく、値下げ交渉をしてお店の

人と戦えるほどになったのである。実際に現地の生活の中に入って語学を学ぶのが、机の上でいくら勉

強するよりよっぽどてっとり早いと痛感した。しかも、生活の中で学ぶ語は、生きた言語であるため「コ

ミュニケーションの媒体」としての言語の役割をより果たすものであると思った。そのことがわかった

のでこの集中講義は、来年中国に交換留学に行くことを決意するきっかけになった。 

 三つ目は、国境を越えた友情が生まれたことである。この集中講義に参加するまで、私は「外国人の

友達」をもっていなかった。しかし大連理工大学の（特に日本語学科の）学生さんと交流を重ねていく



うち、友情が生まれた。もっともっと彼女たちと分かり合いたいと思うようになった。この気持ちは中

国語の学習意欲を一層高めた。帰国した今でも、彼女たちとはインターネットを介してやり取りをして

いる。「次に彼女たちと会うときには、もっとたくさんのことを中国語で話せるようになろう」という目

標ができた。 

 

●今後の展望 

 今回実際に中国に行って生活してみて、食について・様々な環境について、案外適応できることが分

かった。さらに、言語は現地でこそ勉強するべきであるということがわかった。だから私は、来年中国

留学をしようと決心した。中国で留学して、中国語と文学（文化・思想）を学ぶということが、私の次

の目標になった。 

 また、「中国に対して日本人は偏見を持っている。本当は、こんなに素晴らしい国だ。」と帰国してか

ら多くの人に話したけれど、なかなか言葉では理解してもらえなかったのが悔しかった。「本当の中国の

良さ」を日本人に少しでも多く知ってもらえるような仕事を将来したいなと思うようになった。具体的

には、ツアープランナーになって「偏見なしの本当の中国」を知ってもらえるようなツアーを企画する

ことを考えている。そのためには、自分自身がもっともっと中国を知る必要があるなと思うので、やは

り中国語に力を注ごうと思う。 

 自分が勝手に偏見を抱いて、それを信じ込んでしまっている国はまだまだたくさんあると思う。中国

でしたように、ほかの国にも行って実際にその国を感じたいと思うようにもなった。 

 

 とにかく、この中国での集中講義は私にとってとても衝撃的・刺激的なものであった。私の人生にお

いてこれからやりたいことを見つける大きなきっかけとなった。性格を外向的にしてくれた。あまりに

も濃くて意味のある三週間であった。 

 

 

学籍番号 1163015  戌亥 麻純  理工学部 1 年 

 

 大学生になったら海外に行きたいとかねてから思っていました。 

 特に中国に行きたいと決めていたわけではなく、もちろん中国にも興味を持っていましたが、とにか

くいろんな国に行くことにより、自分の世界観を広げ、また外から日本を見てみたいという思いもあり

ました。 

 また日本は島国なので、大陸の国の文化や価値観、そこで生活している人たちの暮らしに興味があり、

じかに触れてみたいと思っていました。 

 実際に中国に行ってみて、まず驚いたのは空が青くないことです。日本にも黄砂といって中国から風

に乗って運ばれてきた砂に覆われることがありますが、その黄砂に覆われているときよりも中国の空は

黄色かったです。 

 だから大連の空港に降り立った時から、中国に来たんだな、という実感に襲われました。 

 時差は１時間なのでほとんど生活には影響しませんでした。 

 学習面に関しては、早朝から起きて午前中に集中して授業を受けることによって、効率よく勉学に励

むことができたと思います。本場で中国語に触れながら、また実際に中国語を使いながら学ぶことが本

当に効果的であることを知りました。午前中に習った文法やフレーズを、午後には中国人相手に使うこ



とができる。とても楽しみながら勉強することができました。即効性のある学習方法だと思います。 

 私は将来、中国へ留学するつもりも就職するつもりもないので、日常生活以上の中国語を習得する気

はありません。しかし、これからは中国に対する見方が大きく変わると思います。もちろん今まで中国

に持っていたイメージがすべて変わったわけではありません。補足しておくといい悪いの問題でもあり

ません。ただ、テレビでみてきた中国と、実際に自分の目で見て、自分の足で歩いてきた中国では、愛

着といったようなものが全く違います。 

 きっと、中国人が困っているような状況に立ち会ったら、素直に手を差し伸べられる人間に成長でき

たと思います。私の心が、思考についてこられるようになったと思うのです。 

 今回の実習で得た一番の収穫は、己自身の成長にあると思います。 

 これからも、今回の経験を糧にして、色々な国や地域に行ってみたいと思います。 

 

 

学籍番号 1163062  小竹 達也  理工学部 1 年 

 

 今回参加した動機としては、語学はその現地で言葉を使い、その習慣にどっぷりとつかることが一番

良いのではないかと思ったためだ。この留学の経済的負担も少なかったことも決心する後押しとなった。 

 実際に中国にいってみると、正直、自分は今まで、日本というとんでもなく裕福な国で、とても恵ま

れた暮らしをしていることに気づかされた。今まで自分が当たり前だと思っていたことも、ほかの文化

圏では、常識はずれなことがあったりする。はじめは、そんな暮らしになじめなく日本に戻りたいと考

えるときもあったりした。でも 1 週間もたち、しだいに中国に自分の身体が慣れてくると、そこの食事、

雰囲気を楽しめるようになってきた。 

 大連は、日本の東京のような大都会の生活にくらべると、まったりおおらかな空気が流れてるような

気がした。たとえば、大学の近くの食堂にいったとき、注文した料理がなかなか出てこないので、催促

してみたところ、“材料がないからつくれないよ”と言われてしまった。日本じゃありえないことだけど、

そのときは、その状況が滑稽に感じられ、むしろそれを楽しんでいるじぶんがいた。先輩の話によると、

電車の指定席も先客がいて、どいてくれないとか、タクシーに、“行き先が合わない”と、乗車拒否をさ

れたとか・・・。とてもびっくりした。 

 また、中国は、物価が恐ろしく低い。水は 12 円くらいでかえるし、食事も１５０円くらいあれば、お

なかいっぱいにうまいものが食べられる。中国では、料理の種類がとても豊富で、毎日あっちの店にい

ったり、こっちの店にいったりと、食事をたのしんだ。なかでも“春餅”と“西紅柿炒鶏卵”が好きだ

った。 

 このように、3 週間という短い期間でも、じぶんなりに中国の文化を一部分であったとしても、味わえ

たのではないかと思う。 

 一方、この留学のおもな目的である語学力の上達について、書いていきたい。 

 中国に行ってすぐのころ、スーパーの店員が、いくらと言っているのか全く理解できなかったし、理

工大学の先生の中国語もぜんぜん聞き取れなかった。でも、１，２週間もすると、スーパーの店員のい

う数字が聞き取れるようになっていた。 

 ある日、授業のなかで、孟先生が、“みなさんの中国語の発音がとても上達した”と、おっしゃってい

た。じぶんたちでは全くそんな実感はないし、本当か？と疑っていた。でも、自分の中国語が上達した

のは、事実だった。それにきづいたのは、成田空港についてからだった。従業員が話かけてきたとき、



思わず、中国語で話そうと身体が反応していたのだ。自然と中国語が出てくる感覚。これは、“ただの慣

れ”であるかもしれないが、これこそが本当の言語であって、自分の語学の上達だったのではないかと

思う。ようやく、言語を学ぶ悦びを感じた瞬間だった。 

 今回の短期留学を通して、中国は面白い。もっとほかの地域にいってみたい。とおもうようになった。

また、中国だけでなく、よりひろい世界も知りたい、行ってみたいと思うようになった。これから、日

本で英語や中国語の地盤固めをして、数年後、ぜひ留学をしてみたいと思う。 

 本当に今回のような、貴重な体験を提供していただけてとても嬉しく、感謝でいっぱいです。 

 

 

学籍番号 1163077  塩﨑 達彦  理工学部 1 年 

 

 私が今回のプログラムに参加しようと思った理由は、中国語実習２a,２b の単位が取得できるというこ

とと、海外に行くきっかけが欲しかったからです。大学生になったら様々なことに挑戦しようと思って

いたので、今回のプログラムはよいきっかけになりました。 

 今回のプログラムに参加したことにより得たものがあります。一つ目は、中国語の学習に対する意欲

が高まったことです。夏休みに中国へ行くと決まったことで、それまでにできるだけ中国語を使えるよ

うになろうという気持ちになり、前期間の中国語学習のモチベーションの向上につながりました。中国

にいる間は、中国語を聞き取れたり、話せたりしないと買い物や食事ができないという状況にあったた

め、自然と学びたいと思うようになっていました。また、現地の大学での授業では日常会話でよく使う

言い回しや単語を学習したので、習ったことをすぐに使えるという喜びがありました。帰国後も、また

中国へ行きたいと思えるようになったので、意識を高く維持できています。 

 二つ目は中国語の能力が向上したことです。なかなか勉強する気になれない夏休み期間中にこのプラ

グラムがあったことで、参加しなかった場合を考えるとかなり向上したと思います。語彙や文法の力も

つきましたが、一番向上したと思うのはリスニングの力です。授業が極力中国語で進められるようにな

っていたこともありますが、周りの人々が皆中国語を話しているということが大きな要因だったと考え

ます。それほど意識して周囲の人々の会話を聞いていたわけではありませんが、次第に耳が中国語独特

の発音や声調に慣れていきました。中国人の話していることを必死に聞き取ろうとしたことも大きな効

果がありました。 

 三つ目は中国に対するイメージが変わったことです。それまでの私の中国に対するイメージはあまり

良いものではありませんでした。中国製品の粗悪さや不祥事、反日感情を持った人々のデモなどを度々

テレビで目にしていましたし、中国へ旅行経験のある祖父母からも「中国の料理はあまりおいしくない」

とか「中国人はすぐに物を盗む」などという話を聞いていたからです。しかし、実際に中国へ来てみる

と日本にいるときに想像していた状況よりはかなり良いものでした。不満を抱く点はいくつかありまし

たが、料理はとてもおいしく、人々は日本人に対してもとても温かく接してくれました。現実をよく知

りもしないのにあれこれと非難するのは良くない痛感しました。 

 今回のプラグラムを経験して、語学は現地で勉強することで大きく向上するということがわかったの

で、今度は英語圏に留学して英語の力を伸ばしたいと思います。また、語学のためだけではなく、世界

の現状を肌で感じたいので、時間とお金の許す限り世界中を訪れてみたいと思うようになりました。 

  



2012 年 2 月 19 日～3月 11 日に実施した横浜国立大学の SV の学習の成果に関するレポート 

SV プログラム参加者 16 名 研修先 江南大学 

 

学籍番号 1041057  杉野 祐己  工学部 2年 

 

 まず私の今回のこのプログラム参加の動機は、海外という異国の地に身を置くことで日々の生活では

見たり体験したりできない様々なことを肌で実感し刺激を得たいと思ったからである。 

 さて、まず私がはじめに得られた成果は中国語の発音の正確さの重要性を肌で実感できたことである。 

 実は初めのうちはあまり中国語には興味がなかったのだが、現地の生徒や人々と接していくうち中国

語でのコミュニケーションへの意識がとても強くなっていくのが自分でも分かった。そうした中、自分

の知っている単語を話しても理解してもらえないということが多々あり、「どうして通じないんだ」とは

じめのうちは思っていたが、 

 そのおかげで日本で受けてきた中国語の授業ではそれほど実感していなかったピンインと声調の重要

さ、この二つをいかに正確に発音しなければ相手に言いたいことが伝わらないのかはっきりと実感する

ことができた。 

 さらに集中講義で先生方から徹底的に発音を直されたことにより、確実に語学留学前より現在のほう

が自分の発音に対する理解および意識が高まったと強く感じる。 

 そして江南大学の留学生寮には様々な国籍の留学生がいたのだが、日本語が通じない中、中国語と英

語を混ぜながら彼らと一生懸命コミュニケーションをとろうと努力したことはとても貴重で実に刺激的

な体験となった。 

 また、彼らから彼ら自身の国についての話を聞くことができたおかげで、「自分はもっと視野を広げて

生きていかなければ」と、国際理解への意欲が高まった。 

 

 今回の経験のおかげでまたほかの国にも行ってみたい、そして自分の目でほかの国の実態を見てみた

いという願望が自分の中で生まれた。 

 それはこの経験がなければ生まれてこなかったであろうものであり、この経験が私の人生経験の中で

非常に大きな存在であったことを示している。 

 やはり全世界で一番使われている英語が公用語となっている国に行き、自分が持っている英語力を試

してみたいと思う。今回、中国人以外の人たちと話すときは大体が英語での会話であったが、何度も聞

き返したり言いたいことが全然英語で言えなかったりしたため、自分の英語力のなさに劣等感を感じた。 

 そのため今から自分の今までの英語に対する意識を大きく変え、スキルアップに努め、もっと英語を”

読める”よりも”使える”人間になりたい。 

 そして海外留学で自分が蓄積してきた能力を試してみたい。それが今回のプログラムを終えてからの

次の海外留学に対して自分が抱いている思いである。 

 もちろん中国語の能力を上げた状態でもう一度中国に行き、以前とは違う自分で街を歩いてみたいと

いう願望もある。 

どちらにせよ、今回の中国への留学はとても刺激的で、また行きたいと心から思わせてくれるものであ

った。 

 最後に、この３週間で私が携わってきた数多くの外国人はみな温かい心を持った人々であったと感じ、

彼らの笑顔は私たちの心を温めてくれた。 



 今までよりいっそう、国際平和への関心が高まった。 

 

 

学籍番号 1051322  山口 優太  教育人間科学部 2年 

 

 今回の３週間を通して、中国の大学生の生活、中国の現状、中国の食など様々なものに触れることが

でき、非常に有意義な３週間になったと思う。自分が個人的にとても印象的であったのが、まずは中国

人の国民性である。細かいことを気にしない大雑把なところがどこか皆あると思った。それが車の運転

であったり、調理であったり、所々で感じられ、すごく日本とは違うということを感じた。またそれゆ

えに調理の際は衛生面の方は大丈夫かと心配になった。 

 また、自分達はすごく江南大学の学生と交流ができ、そこで中国の様々なことを聞くことができた。

同世代ということもあり、恋愛の話しからお互いの国の現状まで、本当に多くの話しをした。また、お

いしいお店を紹介してもらったり、カラオケに連れていってもらったりと、一緒にお出かけといったこ

ともできた。すごく親切にしてもらい、本当にありがたいと思った。 

 また、自分達の暮らしていた寮は留学生寮で様々な国の方が住んでいて、すごく面白かった。人と会

うたびに、とてもフランクに挨拶を交わし、一緒に卓球をやったりもした。その中でここの国はこうい

った文化なんだ、といったことを知ることができ、中国だけではなく、様々な国のお話を聞くことがで

きたので、すごく楽しかった。 

 最後に、中国語に関してであるが、授業ではすごく発音を重点的にやったと思う。また、普段使うよ

うな表現も学ぶことができた。しかも授業を終えたあとに江南大学の学生と交流をしたり、食堂へ行っ

たり、なにかしら中国語を使う機会が当然ながらあるので、インプットからアウトプットまでの時間が

短く、すごく中国語を覚えやすい環境であると思った。と同時に日本で中国語を使えるようになるのは

難しいだろうということを痛感した。実際あっちに住んでいると、自分自身日本にいるときよりかなり

中国語を覚えたと思う。しかし実質、中国の学生がすごく日本語を話すことができるのでそこに頼って

いた部分は大きいと思う。しかしそれだけに自分たちも話せるようになりたい、と強く思うようになっ

たし、すごく中国の学生が勉強をしている、ということで、自分たちへのいい刺激にもなった。 

 そして、またもっと長期間の留学を行えば、すごく中国語が上達するだろうと思った。このように今

回の中国への旅で、「留学」というものに対するイメージがすごく明確なものになった。これまでは、留

学というと文化の違いに苦労するのではないか？言葉が通じずに知り合いができないのではないか？な

どどいったマイナスのイメージがあったが、今となっては文化や言語の違いも含めてすごく楽しいもの

だし、人生においてすごく良い経験になるものだと思う。本当に今回の経験は、これからの自分の考え

に影響してくるだろう大きなものになると思う。 

 

 

学籍番号 1054035  高橋 美萌  教育人間科学部 2年 

 

「江南大学での短期留学を通して感じた中国」 

 

 今回江南大学での短期留学に参加しようと思ったのは、本当の中国はどういう国なのかが知りたかっ

たからである。私はゼミで中国を中心にアジア各国のジェンダー問題について勉強しており、授業の中



でもたくさんの中国文化などに触れる機会が多く、日本とは異なる中国の考え方や文化に授業の度にた

くさんの衝撃を受けていた。また、もともと私が抱いていた中国のイメージとは反日感情が強い国で排

他的といったあまり好ましくないもので、日本のマスメディアが伝える中国像をそのまま受け入れてい

るものであった。しかし、ゼミにいる中国人の留学生と一緒に勉強していると、自分のもつ中国像とい

うものが本当なのかと疑問を持つようになり、本当の中国、中国人とはどういった感じなのか知りたく

なった。そこに、ちょうど先生から江南大学への短期留学を勧められたので、中国語も学べて、中国に

ついても自分の目で学ぶことができるこの一石二鳥の機会を逃すまいと参加を決めた。 

 実際に三週間の中国で生活において、私は新しい中国に対するイメージととても大切な中国人の友人

をつくることが出来た。 

 江南大学での授業、無錫市内での自由行動、また南京や揚州への観光などを通して一番感じたのは、

中国の人たちは私たち日本人に対してとても優しく、友好的であるということだ。中国に来る前は、き

っと日本人が嫌いで、冷たくあたられるのだろうなと思っていたのだが、そんなことは全くなかった。

初めての土地で戸惑う私たちに親切に道を教えてくれたり、言葉が分からないと言えば、分かりやすく

身振り手振りで伝えてくれたりと、どの場所でもたくさんの優しさに触れることができた。 

 また、教育や交通機関などを見てもとても先進的であると感じた。特に教育面であるが、どの生徒も

英語を話すことが出来るし、どの授業でもプロジェクターを用いて、生徒が自発的に発言し、意欲的に

学んでいる姿には本当に驚いた。また、日本語の授業にも参加させてもらったのだが、二年生でもう日

常会話は出来るようになっていることにも驚いた。日本では何年も英語を学ぶのに日常会話さえ出来な

い学生が多い。それにも関わらず中国では二年で外国語をある程度話せるようになっている。こういっ

た現実を目の当たりにして、日本の大学や学生は中国の大学や学生からたくさん学んで、たくさん反省

する面があるなと感じた。 

 そして、中国でとても大切な友人をつくることも出来た。彼女たちは私たちのグループの担当をして

くれた日本語科の学生たちなのであるが、私たちは彼女たちと毎日のように過ごした。一緒に同じ時間

を過ごしながら、お互いがお互いの言語を教えあったり、自分の国の遊びを紹介しあったり、いろいろ

な場所に行ったり、一緒にご飯を食べたりと、本当によくしてもらったし、本当にとてもかけがえのな

い存在になった。彼女たちの日本語がとても上手で、それにたくさん甘えてしまったのであるが、スム

ーズに意思疎通が出来たし、違う国の考え方や文化などにもたくさん触れることが出来た。本当に私た

ちは彼女たちの好意によって、中国での生活が充実したものになったといっても過言ではないし、わた

したちも彼女たちのいい友人になることが出来たのではないかと思う。 

 今回の三週間の江南大学への短期留学を通して、現地での経験というものがどれだけ大切か実感した。

現地で語学を学べば、授業においてだけではなく、お店や交通機関やさまざまな場所でよく使う言葉を

効率良く学べることが出来る。また、自分の国以外でする体験は既存の価値観や先入観を良い意味で壊

してくれ、自分の世界を広げてくれる。この先、経済面などを中心として日本と中国はもっとお互いが

お互いを必要とする関係になってくるであろう。そしてそういった二国間の友好関係が重視される時代

に、中国において語学だけではなく、文化や中国の人たちを直接自分の目で知ることが出来る機会に出

会えたことはとても素晴らしいことであり、これから先の日中の友好関係に少しでも役に立つことが出

来たらいいと思う。そのためにも中国の学生たちを見習って、一生懸命勉強したい。本当にこの三週間

は充実しており、一生忘れることのない体験であった。 

 

 



学籍番号 1121028  三枝 加奈  経済学部 1年 

 

 私は今回、去年の九月に同様のプログラムで大連理工大学へ行った友達からの誘いや、留学への興味

もあり、また大学生活が始まってもうすぐ一年という中で自分の将来について模索中であったため、何

かヒントでも得られたらという思いで今回のプログラムに参加しました。 

 

 中国での三週間は本当にあっという間でした。 

 初めのうちは、慣れない食文化の違いや天候に悩まされました。 

 中国での生活は毎日毎日が発見の連続で、たくさんの人たちと交流していく中で今まで自分なりに中

国語の勉強はしてきたのですが、表現したいのにその単語を知らなかったり、現地の中国人の方たちの

話すスピードが速くて聞き取れなかったりと話せないもどかしさを感じました。 

 また江南大学の日本語学科の学生さんはそれぞれが自分のやりたいことや目標を持っていてそれに向

かって努力している姿には私自身とても刺激を受けました。 

 実際にこのプログラムに参加して、中国という国を自分の目で見て、肌で感じ、今まで自分の中で作

り上げていた中国に対するイメージが大きく変わり、日本のいいところ、日本ではごく当たり前のこと

であったものに対するありがたみをすごく感じることが出来ました。 

 また勉強してきた自分の中国語を実際に試してみることによって、発音の大切さや勉強不足を痛感し、

もっともっと勉強しなければならない、勉強したいという思いが強くなりました。 

 実際中国に行く前と行った後であまりしゃべれなかった中国語が堪能になったかといえばそうではな

いのですが、でも行く前と比べて中国語の勉強に対する姿勢が変わったり、よく使われる簡単な中国語

を少し話せたり、全く成り立たなかった現地の方との意思疎通が少し出来るようになったり、ほんとに

わずかですが、でも確実に自分の中では進歩したなと思います。 

 現地で学ぶことによって改めて人と人とをつなぐ言葉の大切さを実感し、言語ばかりでなくその土地

の文化や習慣、歴史などにも触れられて視野や考え方も広がり、私自身将来へと続く道がさらに広がっ

たような気がします。 

 今回の経験を無駄にしないためにも、もっと学びたいという気持ちを大切に、今まで以上に中国語の

勉強に力を注ぎ、中国語検定を受けてみたいなと思っています。 

 それが自分の将来にどうつながるのか、どう役に立つのか分からないのですが、やりたいこと頑張ろ

うと思えることが見つかったことが私の中でとても大きな成果のように思います。 

 

 

学籍番号 1121090  蘭 亜子巳  経済学部 1年 

 

 2/19～3/11 の三週間にかけて、中国・江南大学への短期留学に参加しました。 

 最初は、中国語をただの第二言語として必修科目であるというふうにしか捉えていませんでしたが、

去年の夏に行われた大連短期留学に参加した友人に、中国で経験した事、実際に中国に行ってみて感じ

た事を直接聞いて、今回の短期留学に参加する意欲を持ちました。 

 最初は、初めての中国で、言葉も通じず、生活環境も全く違い、戸惑うことをばかりで、中国での生

活に慣れることは出来ないと思っていました。 

 でも、江南大学日本語科の学生さんのサポートのおかげで、予想以上にすんなりと中国での生活に溶



け込むことが出来ました。 

 最初は出来なかった飲食店での注文、清算なども三週間経った頃には自分一人で出来るようになり、

バスに乗ってどこか遠くに行くことも中国の学生さんについてきていただかなくても出来るようになり

ました。 

 そして、江南大学では、私たちは留学生寮で生活していたので、中国の方との交流だけでなく、他の

国の方々とも交流することが出来ました。授業が終わった後、寮に帰ってからも中国で数年間在住して

いて、中国語がとても上手な外国人留学生に英語を使って中国語を教えていただいたりして、中国語を

学ぶ機会が増えました。今回の留学でアフリカ人、アラブ人、韓国人、モンゴル人、そして中国人とい

う様々な国の人々と友達になり、国際交流がこんなにも楽しいものであることを知りました。そのおか

げで、中国以外の他国への留学にも関心を持つようになりました。 

 今回の留学にあたって、私がもっとも痛感したのは、中国語が全く出来ない自分の無力さです。 

 お店の人に話しかけられても、「听不懂」しか言えなかった時は、日本にいるときにもっと中国語を

勉強しておけばよかったと何度も思いました。しかし、中国語がわからないなりに、辞書とメモを片手

にもって、積極的にコミュニケーションをとり、そしてその時言葉が通じたときの嬉しさは未だに覚え

ています。 

 そして、一緒に中国にきた横浜国立大の日本人留学生や、江南大学の日本語科の学生さんが、しっか

りと自分の将来の目標や夢に向かって頑張っている姿をみて、すごく刺激を受けました。 

 今回の中国留学は、これからの自分の在り方を見直す大きなきっかけになったと思います。 

 中国語に対する学習意欲は前とは比べものにならないくらい向上し、中国のことをもっと知りたい、

そして中国以外の世界各国についてももっと知りたいと思うようになりました。 

 そして何よりも、私が中国留学においてもっともよかったと思うことは、中国の方と友達になれたこ

とです。日本に帰ってからも、中国の友達と連絡を取り合い、お互いがお互いの国に対して感じること、

他国からみた日本、中国と日本の違いなど、日本人との会話では絶対に話題にならないような様々な話

をして、連絡を取り合う度に勉強になっています。 

 中国の友達と話している時もそうですが、実際に初めて長期間日本を離れてみて、客観的に自国を見

ることができました。日本に対して好い印象をもっている中国人もいれば、好くない印象をもっている

中国人もたくさんいることを間近で感じました。日本での常識が、中国では通じないこと、逆に中国の

常識が我々日本人には理解できないこと等、毎日が新発見の連続でした。外国人観光客を狙った犯罪が

多発していること、お店の食器はほとんど割れていること、電車は時刻表に関係なく発車してしまうこ

と、お店で普通にたんや唾、食べカスを平気で机の上に吐き出すこと、鶏が路上で売りさばかれている

こと、道は車優先なので車が行き交っている非常に危険な所を渡らなければならないこと、たくさんの

驚きの連続でした。大学の授業の中でも学んだ事がたくさんあります。中国人は料理は油が多ければ多

いほどよいと思っていること、日本料理は見た目を重視しすぎていると思っていること、日本人は謝っ

てばかりいるということ、日本人は時間に厳格すぎるということ、日本人は消極的すぎる等、面白い意

見をたくさん聞くことができました。 

 普段日本で生活していたら経験出来ない事をたくさん経験させていただきました。 

 それに、日本と中国の物価は全く違い、バスを乗るのにもどこまで行っても 20 円ほどしかかからず、

豪華な食事をしても 300 円程しかかかりませんでした。そのため、帰国した直後は日本の物が高すぎて、

元に換算すると買えないものばかりであふれている事に気付きました。 

 しかし、私たちが見たのは中国という大国の一部分であり、まだまだ中国のことを知ったとは言えま



せん。無錫とは遠く離れた地域では、人々はどうやって生活しているのか、どんな環境なのか、人柄は

どうなのか、実際にこの目で見てみて、もっと中国のことを知りたいと思いました。 

 これから先、日本と中国が友好化できるよう、私たちが日本と中国の架け橋となっていけるよう絶え

ず努力をしていこうと思っています。 

 また同じように中国以外にも留学の機会があれば積極的に参加したいと考えています。 

 素晴らしい機会をありがとうございました。 

 

 

学籍番号 1122049  新里 佳祐  経済学部 1年 

 

 今回私がこのプログラムに参加した動機は二つあります。一つは、中国語の学習者として実際に現地

の文化と言語と生活に触れたかったということです。英語に関しては常日頃から音楽や雑誌、インター

ネットを通じて触れる機会がかなり多く、中国語と比べるとかない親しみのある外国語であります。私

にとって、言語を学ぶ上で、親しみは欠かせないものであり、飛躍的な言語力アップの要素です。この

プログラムに参加することで、中国語に親しみを持つことができると思い、参加しました。二つ目は、

海外留学を経験してみたいというものです。これまでに修学旅行などで海外旅行を経験したことはあり

ましたが、留学は未体験でした。高校や大学で、帰国子女や留学生の体験談を聞く度に海外留学が魅力

的に思え、短い期間でできればまずは経験してみたいと強く思うようになりました。そんなとき、今回

のプログラムの参加者募集を知り、迷わずに応募しました。他にも、低予算で済むことや春休み中のプ

ログラムであること、短期間であることなど私にとって魅力的な条件がそろっていたことも参加の意思

を強くさせた要因として挙げられます。 

 実際にプログラムに参加してみると、想像していたよりも多くの収穫がありました。中国語のスキル

は急には伸びませんでしたが、これからのスキルアップにつながるであろう学習意欲の向上や、学習方

法の発見、中国と中国語に対する興味関心の増加がありました。また、現地で中国人の大学生や先生方

と交流することで、かなり中国人に対するイメージが良い方向に修正されました。大学生との交流は、

彼彼女らの語学力や国際性などがかなり優れていることを痛感させました。これらは私の学習意欲を刺

激し、国際性を磨くきっかけとなると確信しています。  文化や言語の優劣を述べるつもりではありま

せんが、日本の素晴らしいところとそうでないところも発見することができました。それは、海外から

の視点でみたときによくわかるところばかりです。国際化していく社会で、今回私がした経験はとても

貴重なものです。 

 

 

学籍番号 1155133  林 千晶  教育人間科学部 1年 

 

 私がこのプログラムに参加することになったのは、EAS スタジオに所属していたことがきっかけです。

夏の大連の集中講義にも参加しようか悩んでいましたが、色々な理由であきらめたので、今回はぜひ参

加したいと思っていました。 

 中国語の勉強ということでしたが、もともとあまり自信がなく、逆にこんな中国語レべルで 3 週間も

滞在できるのかどうか疑問でした。実際現地では、思った以上に聞き取り、会話できないことに最初は

愕然としました。私は、アメリカにホームスティした経験があります。その時は、今回の中国とは違い、



周りに日本人は一人もおらず、一人で何とかやっていかなければならない環境でしたが、なぜだかその

時よりも今回の方が、不安をとても大きく感じました。となりの国で、顔も、見た目も日本人と近いは

ずの中国がアメリカよりも“外国”を感じました。おそらく、言葉が通じない、聞き取れないことから

くる不安だと思うのですが、とても不思議な気分でした。 

 この集中講義に参加した一つの理由として、実際の中国をこの目で見てみたいという気持ちがありま

した。日本でニュースを聞いたり見たりする中国は正直印象が良くなく、日本にいる中国人でさえ、あ

まり母国を良い風に言わなかったので、どんなところなのかすごく興味がありました。なので今回の滞

在は、自分の中では中国語の勉強という名目の中国の最初の一日目はやはりカルチャーショックがとて

も大きかったです。トイレ、バス、食べ物、色々と最初は不便を感じましたが、2～3 日で慣れました。

むしろ、日本が快適すぎるのかもと思ったりもしました。 

 日本も震災があってから、この異常なほどの快適さが問題視されていると思います。生活水準が高く

なるのはとても良いことだと思いますが、日本人は逆境に弱くなってしまう気がしてなりませんでした。 

 私が今回の滞在で印象に残っていることをあげると、やはり一番最初にあがるのが南京大虐殺記念館

を訪れた時のことです。パソコンでのニュースで、名古屋市長の発言に中国側がピリピリしているとい

うことを知り、南京訪問にとても不安を感じていました。 

 記念館に訪れた時は、周りの中国人の視線がとても痛く、警備も厳重に行われていたので、見学する

こちらもすごい緊張感の中で回っていました。原爆記念館よりも生生しい写真や映像、証言が記されて

いて、日本人としてとても心が痛みました。私はてっきり、中国人は一方的に日本人は野蛮、残酷、忌

み嫌うべき存在のような書き方をしていると思っていましたが、(実際そういわれてもしょうがないので

すが）事実をしっかり知り、平和のために友好関係を築いていきましょうとの趣旨の展示がされていて、

もともとの自分の偏見や市長の発言の軽々しさに恥ずかしさを感じてしまいました。 

 見学後は、色々なことを考えさせられましたが、見学できてとてもよかったと思っています。やはり

お互いを知ることをしなければ、友好関係は成り立たないと思います。 

 もう一つすごく良かったことは、中国で友達ができたことです。 

 同じ班の日本語学科の学生さんたちにはとてもお世話になりました。無錫の良いところを伝えようと、

街や食べ物や色々なところに連れて行ってくれて、中国滞在で一番楽しい時間を過ごせました。 

 私の片言の中国語でも、書いてみたり、英語や日本語を使ったりして、こんなにも仲良くなれるもの

なのだと驚きました。言葉って不思議なものです。中国に来た当初では予想できなかったほど、日本に

帰るのが寂しくなりました。たった三週間でこんな気持ちを味わえるとは思いませんでした。一番仲良

くなった子が、帰り際に私たちとの写真をプリントしてくれたマグカップをプレゼントしてくれました。

Beizi はいっぱいの幸せとコップをかけているそうです。人と人とのっながりってやっぱり素敵なことだ

なと感じました。 

 日本に遊びに来てくれた時には心から歓迎したいです。 

 今回の滞在で、実際の中国語にふれて、もっと話せるようになりたいという気持ちが増しました。 

 今度訪れるときには中国語で友達になった子たちと会話してみたいと思えるようになりました。 

 中国語よりも大きな成果は、中国を知れたことです。快適さはやはり日本の方が上ではありますが、

中国人の国民性とか今までマイナスのイメージがあったことが覆されました。まさに百聞―見に如かず、

です。日本人は、特に中国人にいろいろな先入観や偏見を持っている人は多いと思います。政治的なや

りとりではなく、人として交流していけば、だんだんと友好関係を築いていけると思います。今後のこ

のようなプログラムに積極的に参加していく人が増えればいいなと思います。お互いを知ることが一番



大切です。 

 私もこれから、EAS スタジオに所属して、中国やアジアの勉強をしていき、さらなる理解を深めていき

たいと思いました。とても充実した 3週間でした。 

 

 

学籍番号 1155169  山浦 真依  教育人間科学部 1年 

 

 私がこの春の、中国江南大学の短期留学のプログラムに参加しようと思ったきっかけは、1年後期のス

タジオという授業で、「イースト・アジアン・スタジオ（EAS）」に入り、中国を知る機会があったことで

ある。そのスタジオに入るまでは、中国に対して何も知らず、中国のことも、中国語ついても、何の興

味もなかったに等しかった。しかし、授業内で中国についていろいろと知っていくうちに、中国に対し

て魅力を感じ、自らの気持ちで、中国に行きたいと思うようになっていた。また、奨学金が支給される

ことも、学生の私にとっては、中国へ行ってみたいという私の背中を押してくれた、1つの大きな理由で

ある。このような理由で私は、前々から話のあった、この短期留学へ行こうと決心したのだ。 

 次に、実際このプログラムに参加して、どのような成果が得られたかについてであるが、私が取り上

げたいのは 3 つの事柄についてである。まず 1 つ目は、中国語の向上について。このプログラムに参加

する前の自分の中国語は、聞き取りは全くできず、発音することすら満足に出来なかったため、人前で

中国語をしゃべることなどとても恥ずかしくて、絶対に出来ないことだと思っていた。しかし、中国に

行って 2・3週間経ったら、先生の授業の中国語を少しずつ聞き取れるようになっていた自分や、少しで

も覚えた中国語を使ってみようとする自分がいたのだ。日本にいたころには、あんなに中国語に対して

抵抗があった私も、発音することは恥ずかしいと思っていた羞恥心は消え、短期留学終わりの成果発表

の日には、自分なりに堂々と中国語をしゃべることが出来るようになっていた。これは、日本にいては

決して得ることの出来なかった貴重な成果であったと思っている。次に 2 つ目は、中国の実際の姿を知

ることが出来たことに関してである。スタジオの授業で中国についていろいろ調べてはいたものの、日

本で自分が知っていると思い込んでいた中国と、実際に現地へ行ってこの目で見た中国は、全然違うも

ののように感じた。自分が思っていたよりずっと都会であったし、人は多かった。常にマンションの建

築をしていることや、町のいたるところにゴミ箱が設置してあったことも、深く印象に残っている。食

べ物も日本で食べる中華と本場の中華は全然違うものであった。このようなことは、中国に来なくては

絶対に知ることが出来なかったことであると思っている。そして、3つ目にあげたいのが、異文化交流が

たくさんできたことである。江南大学の中国人の人々はもとより、私たちが滞在していた施設が「留学

生寮」であったことから、たくさんの国の外国人留学生と知り合う機会が得られた。エレベータ―の中

で行われたわずかな時間の会話や、卓球を共に行ったことや、お互いの国のことを教え合ったりしたこ

となど、全てが私にとっては価値のある交流であった。外国の人と話すことに対する抵抗も少なくなっ

た気がする。この短期留学で私は、様々なことを得ることができた。 

 最後に、今回の経験を今後どのように活かし、発展させていきたいかについてであるが、私はまず、

中国語の勉強をこれからも続けていきたいと思っている。せっかく少しは上達した中国語なのだから、

ここで勉強を終えるようなもったいないことは絶対にしたくない。もっと勉強して、次のステップにつ

なげられるよう努力したい。また、今回の短期留学は私にとって、初の海外経験でもあった。日本以外

の他の外国に行くことの大切さを学んだので、もっともっといろんな国に行ってみたいと思う。世界を

知るには、自分の目で確かめなくてはいけない。このプログラムは、私の今後につながる道を与えてく



れた素晴らしいものだった。今度もこのような機会がもしあったら、ぜひまた参加したいと思っている。 

 

 

学籍番号 1121050  千村 美里  経済学部 1年 

 

 私が今回のプログラムに参加した理由は、前回大連の大連理工大学での体験が、私をまた中国に来て

勉強したいと思わせたからです。前回は中国の文化・慣習・わからず、ましてや語学は全然わからない

中からのスタートで、いろいろで不都合があるとすぐに帰りたくなった自分を感じていました。夏の３

週間で中国の様々な部分を感じましたが、そのような体験が私を強くし、帰国前には逆に自分の日本で

の常識があまり通用しない生活の楽しさを抱き始めた中で初めての海外、初めての中国を過ごすことが

できました。初めの１週間は不安しかなかった私でしたので、これは余計に大きな変化であり、もっと

中国を知りたいと思いました。そこで、今回も参加しようと思いました。私たちに再度このような機会

を与えてくださって先生方に感謝しています。 

 今回は普段の学校生活でもほとんど行動を共にしている友人２人も初めて参加しました。私の夏休み

の短期留学の後に、中国について楽しかったことを話していたので、２人が興味を持ってくれたようで

した。奨学金で経済的な負担が少ないことも、大きかったと思います。いつもの気心の知れた友達も多

くいたので、心強かったです。無錫では、２人とも毎日充実した日々を過ごしていましたし、行けてよ

かった話していたので、私もうれしかったです。このように人の輪が広がることも、大切だなぁと思い

ました。 

 無錫で生活ですが、前回に様々なカルチャーショックを受けていたときに比べたら、日常生活での驚

きや感動は減っていたと思います。中級１班のほかのメンバーも少し感じていたようですが、スーパー

に行っても、知っている製品があるので、初日から安心して普通に物を買ってしまってとくにときめき

を感じなかった自分だったといっていました。初日から落ち着いていた面がありました。面白いなぁと

思いました。初級の人から見ていて、中級１班は同じ１年生なのに、落ち着いているという風に感じた

みたいです。はじめは溝を感じて、話しかけにくいと言っていましたが、短期留学の最後にはいつもの

学校生活では味わえないような結束を得ることができました。この仲間をこれからも大切にしていきた

いと、深く思います。 

 大連では、はじめに自分の中国語が伝わってうれしい、相手の言葉が聞き取れてうれしい、という感

情があり、満足している部分もありましたが、江南大学では目標が少し変わっている自分に気が付きま

した。それは、相手の言葉が聞き取れなくて悔しい、自分の言いたいことが出てこなくてわかってもら

えなくてもどかしい、語彙力がなく、簡単な単語でもわからないことが悔しい、情けない、といった感

情が多くなりました。１度目と２度目の目標の違いに驚いています。結論は、勉強しなくては、です。

大連でも、このような感情を持っていましたが、日々があわただしく感じてしまい、なんとなく中国語

の勉強に煩わしさを覚えて、結局ちゃんと勉強せずに試験に臨み江南大学に来てしまった自分がいます。

本当にもったいない半年を過ごしてしまったと思っているので、絶対に来学期は中国語は手を抜かずに

勉強したいと思っています。前回の反省があるので、絶対に成功させて、もっと中国語をしゃべりたい

です。そして夏、次は内陸の四川に行くということなので、ぜひ、行くことができたらいいな、と思っ

ています。中国は方言もあり、大連と無錫では微妙にしゃべり方が違いました。速さも違いました。四

川に行ったら、また少し違う中国語が聞けるのかなぁと楽しみです。料理も楽しみです。 

 今回の無錫では、自由行動のときに日本人だけで行動することが多くありました。とても楽しい体験



でした。バスに乗ってみて無錫市内へ、とりあえず地図を見て上海を回る、偽ブランドの勧誘を断る、

わからないけれどとりあえず進んでみる、という感じで、わくわくする体験がありました。上海では、

男子グループがぼったくられる事があったのですが、日本人は日頃いかに無防備なのか、また、日本人

と中国人は外見はほとんどおなじですが、服装、佇まいなどが少しずつなんとなく違うので、すぐに日

本人だとわかっていしまうそうです。びっくりしました。海外では気を付けないといけないなぁと思い

ます。 

 江南大学での語学の授業は一回一回が充実していましたし、先生方は基本的に中国語で進めてくださ

るのでとてもためになりました。特に発音は、日本の先生では、なんとなくピンインを読めば声調が少

しくらい違っていても大目に見てくださいます。しかし、こちらの授業では、少し違うだけでも先生が

一文一文、一音一音とても丁寧に発音を直してくださいました。現地の人たちに伝わりにくいというこ

ともあり、n と ng の違いなどは、自分で発音して聞いても聞き分けることができるかわからないほど、

細かいと感じる発音でしたが、何度も説明を受けながら発音を繰り返すうちに、なんとなくわかってき

ました。これには、隣でコツをつかんでコツを教えてくれた友にも感謝したいです。この発音が、日本

に帰ってこれからの授業でも、忘れずに発音したいと思います。努力していきたいです。 

 この留学で、改めて現地でその言語を学ぶことの大切さを実感したと思います。現地の人と話すこと

で、口語的な表現も身についてきますし、はやい速度の音にもなんとなく慣れてきます。日本語学科の

１年生とは、日本語、中国語、英語を交えてコミュニケーションをとりましたし、留学生寮にいたアフ

リカ系やアジアの人とは、中国語と英語で意思疎通をしました。言語がいかに大切かを知りました。と

ても楽しい旅行で、もしこの３週間このプログラムが組まれていなかったら、とてももったいない春休

みを過ごしていたのだろうな、と思うと、参加することができて本当によかったです。貴重な体験を得

られました。これからも、勉学に励みたいと思います。 

 最後に、私たちにこのようか機会を与えてくださる村田先生をはじめとする日中の先生方にとても感

謝しています。 

 

 

学籍番号 1137021  唐津 裕一  経営学部 1年 

 

 プログラム参加の動機は、昨年の夏大連理工大学への短期留学に参加し充実したプログラムのおかげ

で学習意欲が高まり、現地で実際にその言語を学習することができるチャンスは少なく、また留学生寮

で過ごすことは様々な国の学生達と交流することができ、日本では味わえない経験ができるので、次回

もそのような機会があれば是非参加したいと考えていたからです。 

 私が所属していた中級 1 班の授業は学生７人に対して先生１人というスタンスで、比較的小さめの部

屋で行われたので、緊張感があり、自分が話す機会も多く、とても密度の濃い時間でした。初めのころ

は先生が言っていることを理解することが全くできませんでしたが、毎日の授業を受けていく度に、言

っていることが大体わかるようになってきました。もちろん先生方はわかりやすく話してくれているの

ですが、相手の言っていることが理解でき始めた瞬間は忘れることができません。中級 1 班の学生は既

に短期留学を経験している人たちなので、皆学習意識が高く、授業の雰囲気は日本では体験できないも

ので、全員で素晴らしい授業を作り上げていくことができたと思っています。授業内容は先生によって

役割分担があったみたいで、日常会話中心、先生との会話形式、発音中心などに分かれており、中国語

のスキルを上げるのにとても役に立ちました。先生方は、優しい人たちばかりで、質問したら丁寧に答



えていただけ、中国についても多く教えてくれました。ある先生は水餃子の店を紹介してくれて、連れ

て行ってくれました。逆に私たちが日本について教えることもあり、学生とのみならず先生方とも相互

交流ができたと思います。日本語学科の授業に参加したことは新鮮でとても楽しめました。普段自分た

ちが当たり前のように使っている日本語を教える授業なのでテキストもだし内容もユニークでした。日

本史のような授業もあり、言語のみならず歴史的背景も学生たちが学んでいることもわかりました。私

たちも中国語のみ学習するのではなく、歴史や文化なども学ぶことが大切だと思いました。なので、今

回のプログラムは歴史的観光や中国の生活習慣を学ぶ機会もあったので本当の意味での語学研修でした。

外国語を修得することは大変なことなのに日本語学科の生徒たちは日本語を話すことが上手で、ほとん

どの人が日本に留学したことないのに凄いなと感じました。大学に関していうと、日本の大学と違うこ

とはやはり敷地面積が広く、ほとんどの日常的なことは大学内で済むことです。特にバスケットコート

など学生のために運動する場所などが提供されており、伸び伸びと生活できるようになっていることだ

と思いました。また仲良くなった食堂のおじさんと会話ができ、授業以外でも中国語を使い、このこと

は実践練習として大変役に立ちました。私たちが住んでいた留学生寮では、今回もさまざまな国の学生

たちと交流ができました。スーダン、カンボジアの人と卓球を通して仲良くなりました。英語を使って

将来の夢についてとかを話すことができたのでとても刺激を受けました。韓国の学生とは韓国の兵役に

ついて詳しく話を聞くことができて韓国事情について知ることができたと思っています。前回の短期留

学に比べて、今回は上海、南京、揚州、蘇州と多くの観光地に行けました。上海では中国の近代化を肌

で感じることができました。観光した中で特に思い出に残っているのは南京で、南京大虐殺についての

博物館を見学して改めて日本が中国の方々にしてしまった異常とも言える行為を知りました。今後日中

間の友好関係を築いていくには乗り越えなければならない課題を知りました。 

 ニュースの報道などで知る日中間の問題を実際に見聞きすることができたのは、自分にとって大きく

プラスになったと思います。 

 これからは、学習としてリスニング力を中心に、毎日教材を使って勉強をしていきたいです。また検

定試験などにも積極的に参加し目標ももつことで、モチベーションを高く維持し学習に取り組んでいき

たいです。さらに上記でも述べたように本当の学習つまり中国の文化背景なども一緒に学ぶために、大

学の留学生や今回のショートビジットで仲良くなった日本語学科の生徒や先生たちともメールなどで連

絡を取り続けて国際理解ができる人間に成長していきたいと考えています。 

 今回のような素晴らしい機会を提供して下さった方々に感謝したいと思います。 

 

 

学籍番号 1151007  飯田 夏実  教育人間科学部 1年 

 

 今回は私にとって２回目の中国研修となった。期間は前回同様３週間と短かったが、前回より学習効

率が良かったように感じている。理由はいくつかあるが、以下では主に３つ挙げていく。 

 まず一つ目は、中国語の学習がある程度進んでいたこと。日本の大学で中国語の演習の授業を履修し

ていたので、基礎レベルの単語・文法は身に付いていた。そのため、前回に比べ格段に授業内容を理解

するスピードが上がったと思う。１年・２年といった長期留学であれば、はじめは中国語の知識が乏し

い状態であっても、帰国までには十分な学習成果が得られるはずだ。しかし、今回のような短期の研修

では同様にはいかない。やはりある程度の能力があった方が効率よく学ぶことが可能になる。 

 二つ目に、授業が少人数であったこと。今回は前回の１７人よりさらに少ない７人での少人数授業だ



った。この効果が顕著に表れたのが発音の学習である。中国語において、最も重要なのは発音だと私は

考えているが、案外その発音を重点的に教えてもらえる授業は少ない。とくに日本の大学の授業では、

発音や四声が少々間違っていてもさらっと流されてしまうことが多い。授業の単位を取得するだけであ

ればそれでもいい。しかし、実践的な中国語はそれでは身に付かない。実際中国で現地の人と会話をし

たとき、一文字四声を間違えただけで会話が成立しなかったという経験もした。それくらい発音・四声

は重要なのだ。今回授業を担当してくれた先生方の中に、言語学を専門とする先生がいらっしゃり、発

音を重点的に指導してくれた。一人ひとりたっぷり時間をかけ、一つの単語を正確に発音できるまで何

度も何度も繰り返し音読させられた。さすがに何十回も音読し続けると心が折れそうになったが、それ

でも頑張って練習した。その効果は顕著だった。他の先生の授業のとき、お店の店員さんと話したとき、

成果発表のとき、いろいろな場面で発音を褒められたのだ。中国人と変わらない発音だといわれた時は

すごく嬉しかった。 

 最後三つ目は、研修期間、自由時間が多かったこと。前回はほぼ毎日予定がぎっしりでいろいろな所

に行ったが、毎回日本語が達者な中国人の学生さんが同伴してくれた。向こうが日本語で話しかけてく

ると、どうしてもこちらも日本語で答えてしまう。そんなこんなで、あまり授業以外で中国語を話す機

会がなかった。こういった教訓を活かし、今回の自由時間は日本人学生だけで行動したり、中国人学生

と一緒のときも極力日本語学科の１年生と一緒に行動したりするようにした。嫌でも中国語を話さなけ

ればいけない状況を自分から作るようにしたのだ。はじめは緊張したし、不安もあったがすぐに慣れた。

むしろ、たどたどしい中国語だったと思うが一生懸命考えながら中国語を話して、それが通じた時の感

動は何度経験しても薄れなかった。本当に楽しかった。最後の方には冗談も交えながら会話をすること

もできた。ただ、まだまだ知らない表現も多く言いたいことが言えずもどかしい気持ちになることもあ

った。でもそれが同時に、もっと勉強したいという意欲控除にもつながったと確信している。 

 たった 3 週間という短い研修だったが、前回同様、その期間に学べることは数知れない。研修に参加

する度語学力向上はもちろん、中国の文化・歴史といったことも勉強でき、中国という国がどんどん好

きになる。私は、これからもこのような機会があれば積極的に参加していきたいと考えている。 

 

 

学籍番号 1155112  堤田 仁妃奈  教育人間科学部 1年 

 

 今回は中国での２度目の集中講義プログラムだった。前回の集中講義ではたった３週間の滞在だけで

かなり多くのことが学べた。日本にいて大学で中国語を学習しているだけでは学べないことが多くある

ことが分かった。日本で週に 2 回 4 か月間授業を受けたのと３週間毎日中国語を中国人の先生から教え

ていただくことではやはり比べ物にならないほど後者が濃くて充実した日々を過ごせたし、得られた成

果も大きかった。まず、語学力が格段に上がり、それまで頭に入らなかったような事項も３週間でだい

ぶものにすることができた。そして３週間毎日中国語に囲まれた生活で語彙も増えた。また、中国人の

学生や周囲の店にいる中国人とふれあって中国の本当の姿を目で見て感じることができた。この３週間

の経験で、私は中国語に取り組む情熱と中国への興味を得た。そしてもっと中国について多くのことを

学び中国語をマスターしたいという気持ちが大きくなり、もっと長く留学したいと強く思うようになっ

た。そして１年間の交換留学を志願することとなった。無事に上海交通大学への留学が決まり、1年間中

国に留学する予定である。その前にもう少し語学力の向上と中国の文化や土地にふれあいたいと思い、

今回の集中講義プログラムに参加することにした。 



 実際に今回のプログラムに参加して得られた成果を紹介する。まず、2度目の中国ということで慣れて

いることがそれなりに多くて、驚くことは少なかった。しかしそれでも中国の中でもやはり前回行った

大連とは違う部分は多く見つけることができた。何となく人の気質も違うし、話し方も違う。学生の雰

囲気も少し違っていた。これは意外な発見だった。日本人にはよくわからないような違いだけであろう

と思っていたので自分が違いを発見できると思わなかったからである。少し中国のことを理解できた気

がして嬉しかった。 

 ２つ目に、中級 1 年生班として参加したため授業のレベルが前回より高く、中国語による授業が多か

ったことでかなり中国語を聞き取ることができるようになった。会話重視の先生や発音重視の先生、単

語重視の先生など先生ごとに重点を置く項目が分かれていたので非常にそれぞれの力が補強された。特

に、発音の先生は細かいところまで発音を矯正するために何度も何度も発音させて下さった。自分では

到底判断できないような間違いも指摘され、矯正されたので自信を無くすこともあったが、最終的には

かなり発音がきれいになったのではないかと自分で思っている。何より、中国人に言おうとしている言

葉が今まではほとんど理解してもらえていなかったのに、授業を受けるごとに、通じるようになったの

である。中国人の方に中国が上手だといわれることも出てきた。本当に何よりうれしかった。復習と、

繰り返しの練習が何より大事なのでこれから日本でも怠らずにしっかり練習を重ねたいと思う。 

 ３つ目は無錫だけでなくいくつかの都市に行っていろいろ体験したことを紹介する。上海、揚州、南

京、蘇州に行ったがそれぞれで学ぶことは多かった。まず、上海では、自分が近々1年間住むところとい

うことで少し不安を持ちながらも楽しみにして向かった。現地についての感想を一言で言うと東京のよ

うだ！ということである。地下鉄や駅がとてもきれいで整備されており、外に出てみると高層ビルが立

ち並ぶ風景が広がった。しかしその中にも歴史がきちんと残っており、非常に魅力的な町だった。そし

て何より活気があった。中国の現在の勢いをひしひしと感じた。ここで 1 年間暮らすことが非常に楽し

みになり、多くのことを吸収して帰国できるようにしようと決意した。次に行った揚州ではあいにくの

雨で、晴れていたらもっと美しい風景だったのだろうなと残念だった。それでも歴史的な建物のおごそ

かさが感じられ、中国の歴史を感じた。そして南京では、何よりも平和の大切さと日中友好のことを思

った。ちょうど日本の市長のある発言によって南京は日本人に対してデリケートな状況であったにもか

かわらず、南京大虐殺記念館ではしっかりと待遇してくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいになっ

た。記念館の中を見ると本当に残酷さ、むごさ、恐怖で胸がいっぱいになり、涙が出そうになった。絶

対にこのような歴史から逃げてはいけないと思う。しっかりと歴史を見つめてそして 2 度と繰り返すこ

とのないようにすることがどんなに重要かひしひしと感じた。歴史を無視せず、しっかりと知っておき

ながら、歴史を引きずることなくこれからの日中友好が進んでいってほしいと思う。自分もそれに尽力

していきたいと強く思った。この時期に南京に行けて本当によかったと思っている。そして、最後に蘇

州に行った。蘇州は非常に美しいところだと聞いていたが、想像をはるかに上回った。歴史的建物を見

て、感心し、歴史を感じることはあったが、こんなに美しいと思ったのは初めてだった。人工の歴史的

な建造物と自然が絶妙にマッチしていて本当に何とも言えない風景であった。中国らしい美を肌で感じ

ることができて非常に良かった。今回は無錫からのアクセスが良かったため、このようにたくさんの都

市に行くことができて、多くのものを見て感じることができて、非常に貴重な経験ができた。 

 今回のプログラムを含めて２度、計 6 週間中国に行った経験はかなり私の中国に対する見方を変え、

中国への興味をより深いものとした。この経験を生かし、来年 1 年間上海に留学した時には、今回のプ

ログラムでは知ることのできなかったもっと深い中国や、日本と中国の関係、中国人の感情、中国の文

化をもっともっと知って掘り下げていきたいと思う、そして何らかの形で日本と中国がもっと隣国らし



く歩み寄れるようになるような活動が将来できたらなと思っている。このように思えるようになったの

もこのプログラムがあったからこそだ。このようなプログラムを受けることができる恵まれた環境に自

分がいることを感謝して、これからも中国語の学習に励んでいきたい。 

 

 

学籍番号 0821202  小野瀬 謙顕  経済学部 4年 

 

 参加の動機としては、普段の学習の成果を試したかったということが挙げられる。私は週に二回、中

国語の授業を履修しているが、どれだけ自分の中国語が向上したのかということを試すためには実際に

現地へ行く必要があると感じたからである。 

 私は今回で三回目の参加であり、無錫をはじめとした長江流域の地域はすでに来たことがある。した

がって、観光目的で参加したのではなく、あくまで語学学習を目的に据えた研修旅行であった。 

 参加して感じたのは日本と海外の学生との意欲の違いである。 

 私は当初、予習と復習の負担を抑え、英語の自習の時間を確保するということを考えていた。そのた

め、自分の実力よりもやや低いレベルを受講していた。 

 しかし、ある日アジア系の学生から次のようなことを面と向かって言われたのである。 

「私はあなたを尊敬できない。あなたは馬鹿にされていい存在だ。」 

この言葉を聞いたとき、私は大変不快な気持ちになった。海外では日本よりも直接的に表現することが

多いといわれているが、これもその一つではないかと考えたりもした。 

 卓球場に来ていた、カンボジア人留学生に話したところ、彼はこう答えた。 

「Force yourself.」 

 つまり、自分自身を追い込めということである。以前、大学の卒業生は、海外で一番馬鹿にされるの

は努力ができるのに努力を惜しむ学生だ、という趣旨の話をされていた。確かにその通りであると、今

回の件を通して痛感した。 

 私は自分の考えが甘かったことを反省し、次の週から最も難易度の高い、D 班に参加することにした。 

 D 班は難易度が高く、予習や復習にかなりの力を注がなければならなかった。しかし、それにより勉強

しているという実感が湧くとともに、自信がついたと思う。 

 

 私は卒業後は就職し、9月には上海で働くことになっている。今回の研修旅行で学んだ、常に努力する

ことの大切さを忘れずに今後も精進していこうと思う。 

 

 

学籍番号 1051202  横内 あゆみ  教育人間科学部 2年 

 

 今回私は二つのことを目標としてこの語学研修に参加した。ひとつ目は言うまでもなく、中国語を習

得することである。今までこのようなプログラムに参加したが、短期間だったために発音や基本的な単

語を身につけることで終わってしまっていた。今回は特に中国語の文章を使って話すこと、自分の意思

を伝えて相手とやり取りできるということに重点をおいた。集団での短期留学には、お互いに補い合い

ながら新しい環境に慣れていくという利点もあるが、中国語よりも日本語を話しがちになってしまうと

いう欠点も隠れている。このような点を意識しつつ会話ができる日常の様々な機会を大切にして、実際



に使える言語として中国語を学ぶということを心がけた。実際に中国に行ってみて、日本にいたときよ

りも様々なことを学ぶことができた。言語に関していえば、常に中国語にふれることができるというこ

とが大きかったと思う。常に中国語を聞き、中国語でコミュニケーションをとるという環境は聞く力や

話す力を短期間で養うのに適していると実感した。また日本語科の学生との交流では、お互いの文化を

理解できることや足りない言語への知識を補い合いながら自分の語学力を向上させることができるとい

う点で学習に対する意欲を持ち続けることができた。 

 私はもともと日本語教育のように、外国人に日本語を用いて日本語や日本について教えるということ

に興味があった。日本語に限らず、どんな言語でも母語以外で学ぶという感覚が理解できなかったため

である。今までは中国語に慣れるだけで精一杯だったので、今回は教師が学生に言語や文化をどのよう

に理解させているか観察するということを目標とした。留学生クラスではリスニングと読解、総合とい

う授業があり、リスニングでは中国語を聞くことを通して文法や言い回しを学び、総合では中国の文化

を学ぶことができた。クラスにはアジア系、アフリカ系を中心に様々な国出身の学生がいたので、それ

ぞれの国の風土や習慣などを比較しながら特徴を理解していくことが印象的だった。授業では同じ内容

でも最初は抽象的な言葉を使い、そのあとで具体例をいくつか述べて何度か同じ説明をするという形が

多かったと感じた。言葉がわからないながらも同じ説明を何度か受ければ、なんとなく理解できるもの

もある。また、具体例には必ずひとつは会話を使った説明があった。留学生が一番中国語を使うのは読

解などよりも日常会話であるので、会話を用いた説明が一番わかりやすく感じるのだろう。振り返って

みると授業では言語だけではなく、中国の文化や気候・習慣などへの理解を深めることができ、文化の

違う者が中国での生活になじむことができるような内容が多かった。言語を教えるということは、その

国で生活していくことを頭に入れておく必要があるのだと授業を通して実感した。 

 今回特に新鮮だと感じたのは、留学生のクラスで学べたことである。日本人だけではなく様々な国の、

しかも中国語を勉強している人たちと交流することができたのは自分にとって大きな経験だった。慣れ

ないながらも会話をして、お互いの文化を聞いたり、時には中国語を通して他の言語を教えてもらうと

いうことも多かった。お互いに勉強中の身なので会話でのわかりにくい場所がわかるからだろうか、会

話をしていても違う表現に直したり、話す速度を落としたりするなど工夫して交流していた。 

 短期の留学だったが、学んだことは大きかった。まず、話す速度や表現方法、会話を取り入れること

など、言いたいことを伝えるのに必要だということである。これらの点は外国語だけではなく普段の会

話でも同様であり、相手に自分の考えを分かりやすく伝えるということに日々活かしていくことができ

る。言語では、切符の買い方やタクシーに乗ることなど、できるようになったことも多かったが、聞き

取りや会話の際に文章で話すことが今後の課題として感じられた。聞き取りや文章を作ることは中国語

を聞くこと以外に単語量や文法が足りないことが原因として挙げられるため、単語や文法を勉強してい

くとともに中国語のドラマや映画、ニュースなどを見ることで中国語の力を上げることができるだろう。

中国語に関わらず、自分の話し方を振り返り、相手に伝えるという話しかたとはどのようなものかとい

うことや自分の持っている文化に固執せず違う文化をどのように取り入れていくかということを考える

良いきっかけになった。他にも、言語は勉強するというよりも使うことでできるようになるということ

を実感した。そのため日本でも、今回できた中国での友人とのつながりを大切にしながら中国語を話す

という環境を作っていきたい。また、中国への旅行や留学など中国語に触れる機会を増やしていき、最

終的には中国語での会話が自然にできるように学んでいきたい。 

 

 



学籍番号 1051204  横山 夏紀  教育人間科学部 2年 

 

 私にとって、今回の江南大学は 3 回目の短期留学にあたる。去年もこの江南大学を訪れているため、

大学内の地理やしくみは覚えていたので最初から戸惑わず、効率的な 3 週間が送れたと思っている。そ

して、中国語の学習成果も今回が一番上っていたと思う。 

 私の力が進歩した要因としては、一番はやはり国際クラスでの授業であろう。ある程度の学習の下積

みがあってこそとも思うが、中国語を話す必要に迫られた状況というのはかなり勉強の効果をもたらす

ものであると確信した。日本語がない状況におかれていると無理矢理にも中国語を使わざるを得ない。

しかも私の場合は日本人が私だけというクラスを選択したため、すべてわからないことは自分の力で解

決するしかなかった。しかし、これこそが今回の進歩に一番関わっていたと考える。実は今までの短期

留学での授業は毎回つまらなかった。同じ教室に日本人生徒が集まり、先生は中国語で授業をするが、

生徒同士は日本語を使って質問し合い、教科書を読むときくらいしか中国語を話していなかった。全体

的にだらだらとした空気が漂っていたように記憶している。しかし今回は周りは様々な国から来た留学

生であり、彼らと交流するには中国語がどうしても必要であった。自分の中で、日本語ではなく中国語

が使用言語として置き換えられるのがわかった。今までにない経験であったが、今までの中で一番楽し

い授業であった。今後もこのような機会が持てるなら、まず日本人のいない教室で勉強したいと思う。 

 そして、自分の進歩に関わるもう一つの要因は、中国人学生向けの日本語の授業に参加できたことで

ある。私は自分の留学生教室での授業を優先したため、一度しか参加していないが、それだけでもずい

ぶんと効果があったように思える。外国人に日本語を教える、という経験が今までになかったので、最

初は戸惑ったが、中国語を使って日本語を訳したり、解説しようとする課程だけでも十分頭を使った。

この経験から、中国語を勉強することへの新しい目的や方法が示唆されたように考えている。「日本語を

教えるための中国語」という考え方は今までにないものだったので、ただの語学の勉強ではなく、自分

の将来にも関わるものとして中国語を続けていこうと思った。 

 今回の成果をまとめると、相手に伝えることを目的とした学習ができた、ということである。留学生

教室では、先生だけでなくクラスメートと意思疎通をするために頑張った結果の成果であり、日本語教

室では中国人学生に解説するために頑張った結果の成果である。特に、私は韓国人の留学生と親しくな

り、彼とコミュニケーションをとろうと勉強する中で無意識のうちに中国語が上達していったように思

える。これからも、中国語を勉強する際は、「なんのための勉強なのか」を意識して「しゃべらされる」

ではなく「自分がしゃべりたいからしゃべる」という状況の中で学習していきたいと思う。 

 

 

学籍番号 10GD107  井波 綾  工学府修士 2年 

 

1. プログラム参加の動機 

 将来、ビジネスや日常生活で中国の人々と接する機会が増えると思うので、日頃から中国語の習得や

中国文化の理解に努めています。 

 中国語の習得に関しては 4 年以上、中国語を勉強して読解力や会話能力を高め、中国語検定も受けま

した。中国から来た留学生の友人がいるので、日本語によるレポート作成やプレゼン発表の準備を手伝

ったりするなど、語学学習を単なるインプットだけで終わらせずにアウトプットにも役立てています。 

 修士 1年(昨年の 10 月)には、大学の代表として上海万博視察団の一員に選ばれました。中国語で会話



をしたり、現地の料理を楽しんだりすることで中国文化に親しむことができました。また、他人が分か

らないことを分かりやすく伝える・教えることの難しさを実感し、机上の勉強では習得できない「コミ

ュニケーション能力」や「予測できない事に対する対処能力」の必要性を感じました。そのため、現地

で色々な中国人と交流して、中国人が普段日常生活で使っている生きた中国語を身につけたいと思い、

本プログラムに参加させていただきました。 

 

2. 実際に参加して 

 一般的に日本では準備をして物事を取り組む姿勢が好ましいとされていますが、中国では物事が直前

に決まる事が多いので準備は重視されていないようです。つまり、実力主義社会で臨機応変に対応でき

る力が求められると参加する前までは思っていました。 

第 1 週目は、江南大学の学生にパワーポイントで日本文化を紹介する交流会がありました。私は趣味の

弓道について紹介したところ、興味を持ってもらえたようで良かったです。交流会の司会は始め、江南

大学の先生がやっていましたが、急きょ予定が入ったようで途中から私がやることになり、少々慌てま

したが無事つとめを果たすことができました。 

 第 2 週目は、授業で知り合った学生からポストカードを貰ったので、日本へ手紙を出しました。大学

内の郵便局へ行き、どのくらいで日本へ着くか尋ねたところ 20 日間と言われましたが、実際は 7日間で

着いたようで日程変更が多い中国ならではの気質を感じました。 

 第 3 週目の金曜日には、中国語で本プログラムの成果発表をしました。発表する原稿を暗記している

学生もいて、まるで中国人のようだったことが印象に残りました。私は南京大虐殺記念館に行ったこと

について発表し、緊張してピンインがうまく発音できなかったのが心残りでした。後で先生から内容の

方が大事という励ましをいただき、自分の思いを伝えることの大切さを実感しました。 

 実際に参加して、日本人学生と中国人学生の交流会の段取りなど土壇場で決まることが多く予想通り

だった部分もありました。その一方で、最終週の金曜に中国語による成果発表がありましたが、原稿を

江南大学の学生に 1 時間以上かけて添削してもらいました。清書までしてもらい、勉強熱心だけでなく

面倒見がよいところを垣間見る事できました。実力社会というと個人主義が強いという先入観を持って

いましたが、そのような考えを持っていた私はとても視野が狭かったことに気づかされました。 

 

3. 今後の展望 

 今年の 4 月から日産自動車で働く予定です。情報通信技術を用い、クルマと人と道路をつなぎネット

ワークをつくることで世界を変えることができる研究者になることを目指しています。世界の経済、産

業が高度情報化に大きくシフトしている中、情報通信技術が生活やビジネスで使われることが当たり前

となっています。たとえば、インターネットによるメールサービスや SNS、Twitter は一日中友達や家族

と絶え間ないコミュニケーションを取ることを可能にしています。 

 一方で、人々がコンピュータや携帯電話の画面にのめりこむことで、現実の外の世界を直視しない傾

向に陥り、内向き思考になりやすいといったマイナスの面もあります。わざわざ外に出かけなくても、

知りたい情報はほとんどインターネットで入手できるという安易な考えが、昨今日本で問題になってい

る海外留学や長期在外研究に出かけないといった事態につながっているのだと思います。 

 内向き思考から脱却するには、まず日本と中国の産業連携を活性化するべきです。文化的には共に儒

教または仏教の影響が強く、教育を重視し、伝統を尊重するなど共通な点が多いです。また、漢字文化

圏にあり、人と人のコミュニケーションも盛んに行われており、何かやろうと思えばできるはずです。 



 まず文化と価値観の近い中国との交流をきっかけに、今後も日本を取り巻く異国の文化や生活環境の

中に置き、肌で異文化を感じさせることでグローバルな視野を持った研究者になることが私の夢です。 

 

  



 

2012 年 2 月 19 日～3月 18 日に実施した横浜国立大学の SV の学習の成果に関するレポート 

SV プログラム参加者 15 名 研修先 江南大学 

 

 

学籍番号 1041020  大野 晃寛  工学部 2年 

 

プログラムに参加した動機 

 以前から中国の生の姿を一度見てみたいと考えていた。同時に中国語の研修も受けられ、経済的、期

間的に最適なプログラムがあったので参加した。 

 

参加して得られた成果 

 主に３点ある。 

 １点目は、中国語語学研修というだけあり、「中国語の語学力が向上」したことである。特に、日本人

が中国語を学ぶ上で１番の難所といわれる発音について、徹底的に訓練させられた。研修前に比べ発音

の仕方や声調への意識が格段に高まったことを実感している。 

 ２点目は、「世界の中の日本」と捉えるようになった、「視野の広がり」である。 

滞在を通して、江南大学の中国人生徒はもちろん、多くの海外留学生と交流した。彼ら彼女らと交流を

し、その視野の広さや他国での生活を厭わず楽しむ姿勢、英語や中国語を話す相手によって使い分ける

など、「国際人として生きる」姿はとても刺激的であった。 

 ３点目は、「日本人としての自覚」である。２点目と矛盾していると感じられるかもしれないが、自分

は日本人としての自覚が足りていないと実感した。というのは、自国の文化や歴史について、理解や知

識が少ないということである。実際、日本の歴史や日本で発達した文化（漫画、アニメ、芸能）につい

て、中国人学生や留学生に話をされて初めて知る、ということが少なくなかった。 

 

今後に向けて 

 今後の大学生活、及び国際社会で生きていく上で大事にしたいことについて述べる。 

 私が今回の SV で一番感じた最も大きなことは、考えが飛躍してるかもしれないが、「専門の学習の重

要性」である。 

色々な留学生と話すうち、重要なのは「どの言語でコミュニケーションを取れるか？」ではなく、「何を

話すことができるか？」ではないか、と考えるようになった。 

 もちろん、相手とコミュニケーションを正確にとれる、ということが最も基本的で重要なことである

ことに間違いはないが、自分が世界のどこの人とも「高いレベルで議論できる何か」をもつことが、同

様に重要なのではないか。そのような「専門性」をもった人間になることが、コミュニケーションを自

由に取れることと同様、あるいはそれ以上に重要なのではないか。 

 といった考えを滞在中何度か抱いた。今後は、外国語の力をブラッシュアップさせることと平行して、

自分の学問領域についての専門性を高め、その分野の他国の専門家と議論できるような人物を目指した

い。 

 

 



学籍番号 1121059  長谷川 礼奈  経済学部 1年 

 

 プログラムに参加した動機は、主に３つある。1つ目は、中国語の語学力の向上である。第二外国語の

授業で中国語を選択しているとはいえ、週に 2 回しか授業がないので、あまり身につくことがないまま

大学を卒業したくなかった。このプログラムでは、ほぼ毎日中国語の授業を受けることができ、とても

語学力をあげるのに役立ったと思う。2 つ目は、奨学金が出るため経済的な負担が少ないということだ。

約 6 万円の出費で 1 か月中国で過ごせるというのはかなり魅力的だった。何十万と費用がかかる留学よ

りも気軽に参加を決意するころができた。3つ目は、中国という国を知りたかったからだ。日本にいると

きの中国は政治的なイメージが先行してしまっていて、もっと日常的な部分の中国を知ることがなかっ

た。そういった与えられた情報で判断するのではなく、自分の眼で実際に見てみたいと思った。テレビ

のニュースで見る中国はあまりいいものではなかったけど、実際に行ってみてその見方は 180 度変わっ

た。人が親切で真面目でとてもいい国だと思った。 

 実際にプログラムに参加してみて、中国の文化と中国人についてよく理解することができた。また、

中国人の友達がたくさんできた。中国ではいろいろなことが日本とは違ったので、驚くことが多かった。

食事・トイレ・交通などだ。食事は基本的に大皿をみんなでわけあうというもので、取り皿によそって

食べるのではなく、そのとき食べる一口分を箸でとって食べていた。また宴会の席での乾杯も、最初の 1

回だけではなく、途中何度も行われ、身分の高い人には敬意を表す文化があることを知った。トイレは

水洗式ではなく、ふいたティッシュペーパーは備え付けのゴミ箱に捨てることには少し抵抗を感じた。

トイレットペーパーも備えつけられてないので、ティッシュを持っていくことを忘れないようにした。

交通は車優先だった。最初は歩行者信号がない道路を横断するのが怖かったが、徐々にうまく車の流れ

をよむことができ、中国人のようにわたることができたと思う。このように、文化の違いは多々あった

が、1 か月の経験を通じて柔軟性を身に付けることができた。「日本ではこうだったけど、中国ではこう

なんだ。へえー。」ぐらいの気持ちで臨むことができたので、成長できたとおもう。 

 私は前まで海外に長期留学する気はなかった。中学 3 年生のときにアメリカに 2 週間ホームステイを

したことがあったが、あまりアメリカが自分に合わず、そのせいで自分は海外に行くより日本で過ごし

た方がいいのだと思っていたからだ。ただ今回の体験で海外＝アメリカという訳ではなかったと気づい

た。中国の生活は意外と自分に合っていて、できれば中国で留学してみたいと思った。留学というとつ

いついアメリカやヨーロッパを行き先として連想してしまいがちだが、アジアの国やアフリカの国の留

学も視野に入れると面白いと感じた。 

 語学的な面では、発音の難しさを痛感させられた。日本の授業だけではそこまで意識することはなか

ったが、現地では四声が違うと全く言葉が通じず大変だった。今後の学習ではもっと四声を意識して中

国語を学び、また中国に行った際に今回よりももっと言葉が通じるよう頑張りたい。 

 今回の体験を通して、もっと国際的な視野を持った人間になりたいと感じた。中国で学生と交流する

中で自分と違う考え方を持つ人にたくさん出会ってそう思った。そして、海外にでて日本を外から客観

的にみることが日本人として必要なのではないかと感じた。 

 

 

学籍番号 1122024  奥山 菜々  経済学部 1年 

 

 私がこのプログラムに参加した理由はいくつかある。まず、一年間、第二外国語として中国語を履修



し、長期休暇を利用して中国語をもっと集中的に勉強したいと思ったからである。実際に現地で話した

り聞いたりして学習することは、日本での学習では得られないものがたくさんあるはずである。また、

日本を一度出て世界を自分の目で見てみたいと思ったからである。1か月間中国に住むことで、観光では

見ることのできない本当の中国の姿が少しでも見られる気がした。現在の中国は急激な経済成長を遂げ

ていて、世界で最も注目されている国だと思う。そんな国に行ってみたいという思いもあった。1か月暮

らすということに不安も大きかったが、その一方で期待もとても大きかった。 

 実際に中国で 1 か月過ごしてみて、いろいろな面においてとても充実した日々を送ることができた。

まずは今回の目的でもある語学の集中授業についてである。中国の先生は極力日本語を話さず、ほとん

ど中国語で授業を進めていった。最初は、まったく内容が分からず戸惑った部分も多かったが、だんだ

んよく使われるフレーズなどを自然に覚えることができた。日本で 1 年間習ってきたとおりに発音して

も、中国の人には全く伝わらない。この授業で 1 番得ることができたのは発音の仕方だと思う。何度も

何度も発音練習を重点的にしてもらった。実際に中国の人の発音を聞くことで、自分の発音もかなり変

わったと感じる。日本での授業は週に 2 時間しかなかったため、正しい発音方法がなかなか身につかな

かったが、中国では毎日特訓したおかげでかなり身についたようだ。また、授業内容も、お店に行くと

きや病院に行くとき、電話を使うときなど、日常生活でよく使われる単語やフレーズを教えてもらった。

これは実際に街中に出たときに多く使用できたので、とても役に立つ内容であったと思う。しかし初級

コースの授業は少し人数が多かったように思える。ひとりずつ発音していくと、全員が終えるまでに結

構時間がかかるので、その待ち時間が少し長かった。最後の 1 週間は人数が半分になったが、そのくら

いがちょうどよく、しっかり勉強できると思った。 

 次は江南大学の日本語学科の学生さんとの交流についてである。彼女たちには 1 か月間本当に親切に

してもらい、大変お世話になった。日本語科の学生さんはとても日本語が上手で、主に日本語を使って

の交流であった。自分自身もう少し積極的に中国語で話しかけるべきだったと思う。彼女たちには市内

のいろいろなところに遊びに連れて行ってもらったり、食べに連れて行ってもらった。その中で、日本

とは異なる中国の文化や習慣に触れた。また、若者の間で流行っているものも知ることができたりして、

日本と同じ点や、違う点などを感じ取ることができた。街中に出ると、日本製品のモノが想像以上に多

く売られていたり、高級なショッピングビルやマンションが立ち並んでいて、今の中国は日本以上に裕

福なのではないかと感じられるほどだった。しかし、その近くにテントで暮らす貧しい人々たちの路地

があったりして、中国の格差を目の当たりにしたようだった。また、中国の学生たちを見ていると、と

ても勉強熱心だと強く感じた。授業が終わっても、夜まで自習をしたり、休日も塾に行って勉強したり

など、暇があれば勉強するようであった。みんな学習に対してとても意欲的であった。日本の大学生は

毎日それほどまでに勉強はしないであろう。このような点からも中国はとても勢いがあるなと思った。

私自身も今後の大学での過ごし方について考えさせられたし、強い刺激となった。 

 今回のプログラムで中国に対する見方が大きく変わった。日本にとって中国は想像以上に見習うべき

ものがたくさんあると感じた。中国は反日であるといわれているが、私が実際に出会った人々は本当に

親切で親しみ深い人であった。テレビや人から聞いた話よりも、自分の目で実際に見ることの方がとて

も大事であるということを強く感じた。生活をしていく上で不自由と感じる部分も少々あったが、私は

もう一度中国に行ってみたいと思う。以前は、語学力を向上させるためには実際に海外での長期留学し

かないと考えていた。しかし中国の学生さんたちは、ほとんどが 1 度も日本に来たこともないのに、と

ても流暢に日本語を話していた。彼らを見て、結局はどこにいても自分のやる気次第だと気付かされた。

だから日本でも、この 1 か月の学習で得たことを生かして語学力をより磨き、中国語でもう少し会話が



できるようになってから再び中国に行きたいと思う。この 1 か月で一回り大きく成長できた気がする。

私にとって、このプログラムに参加したことでいろいろな意味で良い成果が得られたと思う。 

 

 

学籍番号 1131075  筒井 直道  経営学部 1年 

 

 今回の中国への短期留学の公募を知って、一年間勉強した中国語を存分に使うチャンスであり、また

中国の文化を知るのにとてもいい機会だと思い応募しました。 

 物心ついた時から日本でしか生活したことのない自分にとって海外での生活はとても新鮮で毎日が発

見の連続でした。日本にいて当たり前だと思っていたことが中国では全く通用しないことが多くあり、

いわゆるカルチャーショックというものを初めて経験しました。 

 特に人々のマナーについては日本との違いを強く感じました。 

 中国人学生との交流で感じたのは、日本語の学習に対しての意識がとても高いということです。日本

語の授業に参加した時に、授業に対する積極性はもちろん、授業に参加した日本人に対しても習った日

本語で話しかけてくる熱心さに圧倒されました。またこちらが中国で話しかける時も発音が悪く聞き取

りにくくても一生懸命理解しようとしてくれるなど、とても親切にしてくれたことに感銘を受けました。

そのほかに日本語の教科書を見せてもらったときに、普段自分が何気なく使っている日本語がこのよう

な文法や法則によって成り立っているのかと知り、中国語を勉強しに来たはずが逆に日本語に対して新

たな一面を知ることもありました。 

 今回の短期留学では月曜日から金曜日の平日は午前中に中国の授業、午後は自由交流をというプログ

ラムで授業では主に日常会話で使う基本的な言葉を中心に勉強しました。 

 日本で声調や発音は一通り勉強していましたがやはりネイティブの発音を聞くと全くちがっていて、

改めて中国語の発音の難しさを知りました。それ以外に日本人だけで買い物や食事をする機会が多くあ

りましたが、習った言葉を使ってもなかなか通じなくて苦労しました。また、語彙力がまだまだ未熟で

聞き取れない言葉が多く、辞書を使う、筆談をするなどしてなんとか意思疎通をすることも多くありま

した。その度にもっと流暢に会話できないことに歯がゆい思いをしました。 

 中国語の集中講義を終えて,これからの中国語の勉強について、まず授業を中心に文法力や語彙力をつ

けて中国語に関する知識をもっと増やしたいです。日本ではネイティブの中国を聞く機会は少ないと思

いますが、留学生との交流などチャンスがあれば積極的に参加したいです。それに加えて、今回の留学

で出会った中国人学生とも SNS を利用して様々な情報交換や意見交換等もしてみようと思っています。 

 

 

学籍番号 1131104  宮脇 さなえ  経営学部 1年 

 

 今回私がこのプロジェクトに参加した理由は、日常会話の能力を高めるためと、中国についてもっと

知りたいと思ったからです。 

 私は、海外へ 4 回行ったことがありましたが、中国へは一度も行ったことがなく、今回が初めての渡

航になりました。 

 中国へ着いてから一週間、さまざまなカルチャーショックを受けました。 

 例えば、食べ物は残すのがマナーだったり、従業員のサービスが良くなかったり、人よりバイクや車



が優先、赤信号右折 OK、何より一番ショックを受けたのが、トイレがものすごく汚いということです。 

 しかし、二週間、三週間と経つうちにこういったカルチャーショックにも慣れてきました。 

 

 このプロジェクトに参加して得られたことは、沢山ありました。 

まず江南大学の学生は、語学に対する学習意欲がものすごく高いということです。 

日本語課の授業に参加した際、授業の始まる 10 分前くらいから生徒が着席して、教科書を音読していま

した。そして授業中も日本語が沢山使われていたり、日常であまり使わない難しい単語や意味、例えば

「分相応と分不相応の違い」等も学んでいたりと、レベルの高さを感じました。 

 また、受講生と私たち日本人が交流する時間を頂いた際、中国語よりも日本語を多く使って話してい

たと思います。さらに日本語と中国語でも伝わらない時、英語を用いて会話していましたが、中国人の

話す英語はとても流暢で、驚かされました。 

 これを受けて、語学に対する学習意欲が刺激され、向上しようと思ったと同時に、改めて英語は世界

共通の言葉なのだと感じました。 

 

 中国に短期留学へ行く前は、中国人は我が強くて、愛想がよくない。それに昨年高速鉄道での事故が

あったり、中国は単に危ないところだという偏見を持っていました。しかし、そんなことはありません

でした。 

 確かに中国は全体的に汚く、人が歩き煙草を平気でしていたり、道端や施設など関係なく痰を吐いた

りしていた印象がとてもありますが、10ｍ間隔にゴミ箱が設置されていたり、横断歩道の信号が秒数で

表示されるところは、個人的にとても気に入りました。 

 

 また、観光地に「お金をくれ」と媚びる乞食が多く、生まれて初めて「貧富の差」というものを目の

当たりにして、心が痛みました。こういった事実も、決して忘れてはならないことで、今後の中国の発

展においても大きな課題ではないだろうかと思いました。 

 

 各班に付き添ってくれる中国人の学生さんはとても優しく、この中国での短期留学中に大変お世話に

なりました。学内の案内から、市内の案内、そして沢山連絡をくれて、カラオケや四川料理、エステに

連れて行ってくれたりと、私たちに素晴らしい思い出を作ってくれました。学生さんはみんな真面目で、

待ち合わせ時間に遅れることなく、いつも私たちに合わせてくれておもてなしをしてくれました。 

 それから、私たちの写真入りのマグカップをプレゼントしてくれたり、成果発表が終わった後にお疲

れ様と来てくれたり、帰国前日に「夕飯を一緒に食べませんか」と誘ってくれた上に、「もしあなた達が

帰国の準備で忙しいなら一緒にご飯食べに行かなくても大丈夫ですよ」と言ってくれたり、本当に気遣

いの心を感じ、感謝の気持ちでいっぱいでした。 

 

 今回の短期留学で出会った沢山の人に感謝する気持ちを忘れずに、今後の語学学習へ活かしていきた

いと思います。そしてまた、中国（江南大学）へ訪れたいと思います。 

 

 

学籍番号 1133049  藤永 貴紀  経営学部 1年 

 



 今回のプログラムでは、様々な経験ができた。江南大学の学生との交流、南京・蘇州などの見学など、

大変充実したプログラムだった。中国語で現地の人と接することで、知見を広めるとともに、中国語の

スキルを格段に上げることができた。しかし、今回のプログログラムは悔しさを経験したものでもあっ

た。 

 私がこのプログラムに参加した目的は、中国語のスキルアップを目指すという目的もあったが、他の

大事な目的もあった。「海外でひとつの目的のために人を集められる能力を養う」私の参加している NGO

団体の活動を中国の学生にも知ってもらうことを通して、その能力を養おうと考えていた。しかし、今

回の滞在では、その目的を十分に果たすことが出来なかった。それは、いくつかの原因が挙げられる。 

 ひとつには、語学力が十分でなかったことにある。江南大学の学生との交流が表面的なものにとどま

ってしまった。 

 しかし、中国の学生と、中国語で交流することで精一杯になってしまって、その活動までには至なか

った。わずかに空いた時間を有効利用すれば、IPhone で自分の団体を紹介した DVD を見せることもでき

たと思う。 

 中国人には、自分の目標に対する貪欲さがある。私のクラスを担当していた娄先生は、自分とそれほ

ど年も変わらないのに、私たちに日本語で中国語を教えていた。彼女はすでに北京の大学院への進学が

決まっていて、そのために毎日午後自習に励んでいる。私たちと交流した留学生も、日本語を２，３年

勉強しただけなのに、日本語を上手に話していた。上海や蘇州に見学に行った際も、私たちと現地の人々

のやりとりを見事にこなしていた。私の知り合いに、横浜国立大学の中国人留学生がいる。その人は、

学生のうちに日本で起業した。今回中国に行って、中国人の目標に対する熱心さに驚かされるとともに、

自分も現状のままでは居られないという焦りを覚えた。 

 今回の留学では、悔しさを経験した。その悔しさをバネにさらに頑張ろうという気になれた。世界の

人々を巻き込める人間になるには、語学は不可欠だと感じた。だから、中国語をさらに高めたいと思う。

具体的な方法としては、横浜国立大学の中国人留学生と中国語で会話する。また、中国のテレビドラマ

を見て中国語を勉強する。そして、海外に留学した際には、イベントなどを企画し、海外で人を集めら

れる力を養いたい。 

 

 

学籍番号 1155120  中武 叡香  教育人間科学部 1年 

 

 海外へ行きたいと以前から思っていて、４月から中国語を履修していたため、春休みの短期間だけ実

際に中国へ行き、自分の目で中国を見たいという好奇心からこのプログラムに参加しました。なんとな

く履修した中国語の授業が英語より身近に感じ、得意ではないけれども、面白いと思ったのが、中国へ

行くのを後押ししたきっかけだと思います。 

 渡航前は中国がどのような場所なのか、全く想像もつかず、「何をやってよいか、よく分からない」状

況でした。渡航後は考えるより、先に行動することの大切さをつくづく実感しました。日本では受け身

でいても何も困ることがありませんが、外国では自己主張をしなければ、一人の人間として見てもらえ

ないような所があり、中国へ行き自分自身の物の考え方がいかに曖昧であるかを認識するようになりま

した。曖昧なことしか分からないので、相手に説明する際にも、難しい言葉でしか説明できず、幾度も

苦い思いをしました。そもそも難しい言葉が自分自身の語彙の中にないため、説明できない度に電子辞

書で調べる、という行為を繰り返していたのですが、電子辞書を使う時間は、自然な会話の流れを妨げ



てしまい、会話そのものがどこかぎこちなく終わってしまう、という歯がゆい思いも経験しました。日

本で中国語を勉強する際には、授業中に習う単語を中国人がどう発音するか想像したことすらなかった

ため、自分勝手な中国語の発音が一人歩きしてしまい、相手に何を言っても伝わらないという悲しい経

験も数多くありました。しかし、伝わらない苦労があるからこそ、何とかして伝えようという熱意を日

本語で会話する時以上に強く持つことができました。中国人の学生も私の状況を無言でくみとってくれ、

夢中で会話しているうちにいつの間にか筆談になっていましたが、日本人作家の作品名が通じた時には

今までの会話で経験したことのない達成感と中国人が日本の本を読んでいることに喜びを感じました。

この経験をしてから、「伝わらなかったらどうしよう」という消極的な考えから「どうやって伝えよう」

という前向きな考えに変化しました。結果として相手に上手く伝わらず、相手を困らせてしまったとし

ても、自分にとってはなぜ伝わらないのかを振り返ることで大きな収穫を得られることに変わりはない

のだということに気が付きました。今後について考える上でやはり今回の経験は大きな転機を与えてく

れたように思います。自分の中国語の語学力がいかに未熟か、特に日本国内にいるだけでは分からない

部分に関して身を持って体験し、今回の様々な場面で感じた勉強不足を反省し、もっと中国語を日本で

勉強してからもう一度中国へ行き、中国語で中国人と自然な会話ができるようになりたいと強く思いま

した。中国のスケールの大きさを目の当りにし、自分自身が普段考えていることがいかに小さくつまら

ないことなのか、ということを実感しました。中国で受けた授業の中で一番印象に残っているのは、「日

本には酔っ払いがいるが、中国には酔っ払いはいない」という説明でした。これについて中国の学生に

聞いてみた所、やはり本当だと話していました。その上で、日本の方が社会の抑圧が大きいからだよと

言われ、「日本」という国について初めて外側から客観視させられた体験でもありました。一方、スーパ

ーなどで売っている時計の宣伝文句には「日本製」という言葉が大文字で使われているものもいくつか

あるのを発見し、日本製の製品は世界中から信頼を得ているのだと自覚しました。日本の二面性を知っ

たと同時にそのような社会で自分はどう生きるかを考えるきっかけを与えてくれた２つの体験でした。 

 自分の頭で考え、自分で働きかける行為が何よりも自分自身を成長させてくれるのだと気づかされた

貴重なプログラムでした。江南大学の学生との交流は勿論そうですが、お店の人と何気ない会話をかわ

したりすることも中国について知る体験でした。参加を決める際には中国語の勉強だけを教室で１カ月

間ひたすらするものだと自分勝手に思い込んでいましたが、実際は中国語の勉強以外に京劇体験や餃子

作りなど授業以外に面白い企画が数多く組まれ、勉強だけに偏ることはなく、充実した時間を過ごすこ

とができました。 

 初めての経験ばかりの中国での生活は一日一日新しいことができるようになることが面白く、とても

新鮮でした。中国は安い品物かつ数多くの種類のものが売りに出されており、自分自身で「選ぶ」とい

う意識が高くなりました。日本は品物の値段も完成度も高いかわりに、品物の種類は中国に比べて限ら

れている印象を受けました。中国での買い物は品物の完成度にも幅があり、見ているだけでも十分楽し

めました。日本のニュースなどで食の安全性をめぐり、中国の食品問題についてしばしば目にしており、

以前は非難の目で見ているところがありました。しかし、実際に中国へ行き、これ程広い場所にこれ程

たくさんの品物があって、一つや二つ不完全なものがあっても当たり前なのではないかと考えるように

なり、反対に日本は、きれいなものや完成度の高いものを生み出す際にどれほど神経を削っているのだ

ろうと反対に日本の潔癖ともとれる性質に疑問を持つ見方もあることに気が付きました。 

 中国人の学生は日本語を勉強する際に、日本の歌やドラマも見ているという話を聞きました。中国語

を勉強する際に教科書ばかりでなく、バランスのとれた勉強をした方がいいのかと思い、中国の歌や映

画、絵本など幅広く購入したので、実際にどれが一番楽しめ、自分に必要か試したいと思います。中国



は東西南北に広がる広大な土地が広がっているので、今回一度行っただけでは、中国を見たとは言えな

いと思います。中国の様々な地域へ行き、それらを比較できる目を養いたいと同時に、日本について外

国人に説明できるような日本人になりたいと思いました。今回のプログラムから一歩を踏み出す大切さ

を全てにおいて知りました。中国という場所は慣れ親しんでいる日本よりも知らないことが多く、逆に

そう思えたからこそ、日本にいる時とは違う行動がとれたのだと思います。けれども、実際に日本に帰

国して感じるのは、どこにいても、何をしていても、本質的に大きな違いはそれほどなく、度胸と根性

さえあれば、「どうにかやれる」という事実でした。日本にいても、中国へ行った時の新鮮な気持ちを忘

れず、何事にも謙虚に挑戦していきたいです。 

 

 

学籍番号 1155177  山下 大地  教育人間科学部 1年 

 

 私は今回のプログラムにおいて、2/19~3/18 までの４週間滞在するコースを選択した。４週間コースを

選択した理由は、単純に長く滞在するに越したことはないと考えていたからである。私が本プログラム

への参加を決意した理由は、中国および中国語に漠然とした興味を抱いていたからである。また現地で

学べる機会はめったにないと思い、参加を決意した。４週間に渡って中国に滞在し、その間に授業だけ

ではなく様々な体験をすることができた。私は中国に滞在している間に、無錫をはじめとして様々な観

光地に赴いた。たとえば、上海・揚州・南京・蘇州などである。各観光地では、その土地でしか味わえ

ない空気や、文化・歴史に触れることができた。上海は、豫園・南京路・外灘を訪れた。しかし、時間

の都合上じっくりと見て周ることはできなかった。それでも外灘の夜景はＳＦ或いは近未来都市を彷彿

とさせる風景でとても印象に残っている。揚州は大明寺・痩西湖を訪れた。痩西湖は花が咲くころは一

見の価値があるという話であったが、私が訪れた時期は開花前であったため、いささか寂れた印象を受

けた。南京は南京大虐殺記念館・夫子廟を訪れた。南京大虐殺記念館はとても広く、見て周るのに相当

な時間を要したが、歴史について真剣に考えるいい機会であった。そのあとは夫子廟に行った。夫子廟

は様々なお店があり、ゆっくりと買い物を楽しめるような場所であったが、当日は雨が降っており買い

物および見学を楽しむことはあまりできなかった。蘇州は虎丘・獅子林・寒山寺を訪れた。しかしいず

れの観光名所も花が咲いておらずで、若干物足りなさを感じた。それでも蘇州は“東洋のベニス”と言

われるだけあって、観光名所がいくつもあるので次回は花が見ごろを迎える時期に訪れてみたい。無錫

では太湖・り湖・梅園・南禅寺・崇安寺などに赴いた。梅園は落ち着いた雰囲気がとても気に入った。

花が見ごろを迎える時期に再び訪れてみたい。南禅寺・崇安寺では買い物を楽しむことができた。いず

れも私が想像していたよりはるかに発展しており、少々驚いた。 

 また今回のプログラムにおいて、江南大学の日本語科の学生たちとの交流はとてもいい経験になった

と感じている。私にとってはやはり彼ら彼女らとの会話が一番実践的な練習になったと感じている。そ

の意味では市内での買い物などもかなり実践的であったと感じている。ここおいては保険が全くない（大

抵の場合、相手は日本語を全く話せない）という意味においてこちらも相当真剣になったので、なかな

か有意義であったと感じている。今後も学生同士の相互交流は絶対に取り入れてほしい要素である。さ

て、肝心の授業であるが、これに関してはいくつか不満な点があった。まずは、初級班の人数である。

初級班は合計１７名と必ずしも適切な人数とは言えなかった。せっかく帰国日を２パターン設けていた

のだから帰国日ごとに分けてほしかった。私個人の感覚でいえば、１７名は決して少人数とは言い切れ

ない部分がある。授業に慣れてくるにつれ、授業中に私語が散見されたことは残念であった。楽しく授



業をすることと、授業中に関係ない話をすることは違うということを改めて全員に考えてほしい。また

授業初日から最後の授業まで、一回も授業開始時間に間に合わなかった（つまり、毎回遅刻）学生も何

人か存在した。特別にクラスを設けていただいているにもかかわらず、遅刻をするということは、先生

方に対して失礼ではないかと感じた。私はなにも２０～３０分前から教室に入って予習をすることを求

めているわけではない。しかし授業開始時間には間に合うように教室に入るということは先生方に対す

る最低限の礼儀ではないだろうか、ということである。私は日本語科の授業に計４回参加させていただ

いたが、その時に印象に残ったことがある。学生（もちろん全員ではないが）は早くから教室に入り授

業開始まで黙々と勉強していたのである。当たり前といえば当たり前かもしれない。しかしながら、今

日の日本の大学においてはめったに見ることのできない光景であることは間違いないだろう。日本語科

の授業に参加した日は、中国語の授業はなかったが、私にとっても貴重な経験となった。彼ら彼女らの

学問に対する姿勢からは学ぶことも多かった。また中国語学ぶことそのものに対するモチベーションに

も差があったように感じる。ここにおいて私の中国語学習に対するやる気を強調するつもりは全くない。

それでも明らかにやる気のないが癖が存在していたことは確かである。そのような学生の存在は他の学

生のやる気まで削ぐ可能性をはらんでいるという点においてきわめて危険であるといわなければならな

いだろう。そのような学生と一緒に授業を受けることに対して私はかなり不満であった。では今後その

ようなことが起こらないようにするにはどうすればよいだろうか。今回は参加した学生全員に対して一

律８万円が支給されたが、そのことが裏目に出てしまったのではないかと感じている。その意味におい

てはやはり選抜試験を実施すべきであった。或いは本当にやる気のある学生のみを選抜することも必要

だったかもしれない。３１人はやはり多すぎの感があった。人数を絞り込むことで学生側に大学の代表

としての責任感を背負わせてもよかったのではないかと思う。或いは面接などを実施するということも

有効かもしれない。いずれにせよ、今回のプログラムと通して、人数を絞り込むことの重要性を改めて

認識した。理想は１５、６名程度、最大でも２０名が限度だろう。次回もしこのようなプログラムが実

施されるのであれば以上のようなことを念頭に置くべきだろう。また敢えて付言するならば、いっその

こと奨学金を全廃するのも一つの方法かもしれない。仮に今回のプログラムにおいて奨学金が出るから

参加した、という学生がいたならばの話だが。しかしやる気はあるが経済的に余裕がない学生が少なか

らず存在することを考えると、奨学金全廃は厳しいのかもしれない。今回のプログラム全体に関しては

特に不満はない。上述したように学生同士の相互交流などは非常に有意義であった。しかし授業（とい

うより、授業を受ける側の学生）に問題があったことは間違いない。”人間は集まるとしゃべる”という

根本的な問題を改めて認識させられたプログラムであった。 

 

 

学籍番号 1161021  岡本 晃  理工学部 1年 

 

 私が今回のプログラムで得られた一番大きなものは、中国やその他諸外国の友人ができたことと、彼

らの日本への思いを知れたことです。 

 一年間中国語を学ぶ中で、今まで全くと言っていいほど知らなかった隣国の本当の姿を、マスコミを

はじめとする媒体を介さずに、自分の目で直接見てみたい。そう考え、私はこのプログラムに参加しま

した。近年めまぐるしい発展を遂げる中国。しかしその実態は誇大に中傷されるだけなので、その生の

姿を感じてみたかったのです。危険、自分勝手、攻撃的、そして反日。そんなイメージばかり先行して

いた私は、若干の不安とともに中国にわたりました。 



 プログラムが始まると、そんなイメージを少しでも鵜呑みにしていたことが恥ずかしいほど、中国の

学生のみなさんは優しく丁寧で、街中でも、多少日本にはいない種類の人もいましたが、ほとんどが日

本と同じ、もしくはそれ以上に親切な方々が多く、大変驚き、中国への考え方が大きく変わりました。 

 そんな中私はある中国人学生と仲良くなりました。彼は非常に親切で、私たちはすぐに仲良くなりま

した。また毎晩のようにお酒を飲みながら、様々なことを話し合いました。お互いの国の文化や教育、

言語、そしてもちろん猥談も。日中関係についても話し合いました。長い間、近接しながらも、あまり

良好ともいえない関係が続いてきた私たちの国の関係を、それぞれの国の考え方、実状、個人としての

考え方など様々な観点から考えました。そこで、先の大戦をはじめとする争いに、いつまでも固執せず、

これからの発展に目を向けるべきだという、至極当たり前な考えは、どこの国民も感じ取っているとい

うことを改めて認識できました。事実は事実として受け止めねばならないが、負の感情は捨てるべきだ。

そう結論付けました。また、日本に対しては、幼いころからの教育ではやはり悪いイメージを教えられ

ているということを聞けました。少なからずショックはありましたが、多くの国民は成長するにつれて、

ほとんどが日本に友好的になるとも聞けて安堵しました。ここから、日中友好は想像より容易なのでは

ないのかと考える様になりました。 

 このような日本ではあまり体験できない貴重な経験から、私はより多くの国々の人と、より深くわか

りあいたいと考え、そこで言語の重要性を痛感しました。 

 言いたいことを、相手の母語で伝える。これが最上のコミュニケーション手段である。 

これは、この友人との会話の中でも感じましたが、南京大虐殺記念館でもそう思いました。場所柄、時

柄などの諸事情から、非常に緊迫した雰囲気の中、中国人ガイドの方の流暢な日本語による解説が、私

の心に深く入り込みました。本当に伝えたいことは、それを受け取る立場の人が受け取りやすい形に直

してから発信することが、発信者の礼儀であり、かつ本業なのであります。小学生にやさしい言葉で教

える様に、外国語話者には、その人の言葉で語りかけることこそが、最も深く、わかりやすく伝えられ

る、最も賢明な手段なのです。 

 そう悟った私はこれから、今回学べた日中双方の思いや、友好化への手段を、より多くの人々に伝え

られるよう、中国語の勉強にさらに奮励努力し、またその意見を、多くの人に聞いてもらえるようなひ

とかどの人物になれるようにも精進します。 

 

 

学籍番号 1137053  成田 千紘  経営学部 1年 

 

 私は以前同種のプログラムに参加していて、今回は２回目の中国留学でした。前回、中国語の語学力

の向上を実感し、また、中国の現状を自分の目で確かめるという貴重な体験をさせていただいたため、

今回も迷わず参加を決めました。 

２回目の参加だったため、施設・生活・食事・店員の態度等の日本人には不便に感じたり、不満を覚え

たりすることに関して、「それが当たり前。」と思えるようになっていて、あまり不自由を感じませんで

した。 

 

学習面について 

 江南大学の授業は、日常会話の内容のテキストを主に進めていく授業と、発音を練習する授業の 2 タ

イプで行われました。先生は基本中国語で授業を進めていき、初め私たちはそれを聞き取るのに必死で



した。「聞き取ってやる」という思いで真剣に授業に臨んだおかげで、中国語の語彙も増えたし、少しず

つ先生の言う事が理解できるようになりました。普段私たちは耳を使って中国語を聞き取るようなこと

はしませんし、そんな機会もありません。4週間授業を受け続けたことで、中国語を「単語」としてでは

なく「文」として聞き取れるようになったことは私にとって大きな進歩であり、大きな自信となりまし

た。 

 私はずっと発音に関して、「どうして中国人に自分の話した中国語が通じないのか」と疑問に感じてい

ました。日本の大学の授業では褒められることが多かったからです。今回、初回の授業から何回も発音

を訂正され、全然発音できていなかったことを強く思い知らされました。それはとてもショックなもの

でしたし、ちゃんと発音できるようになるのか不安を感じましたが、先生が日本語と中国語の口の使い

方の違いから丁寧に１つずつ、1人ずつ教えて下さったので、来た当初より褒められることも多くなりま

した。日本で習っていた発音の仕方と違う点も多く、とてもいい勉強になりました。 

また、日本語学科の授業見学もいい勉強になりました。私たちと同じ大学 1 年生の生徒たちの授業だっ

たので、まだ自分たちが覚えていないような意味の単語を彼らが知っていた時はとても焦りましたし、

中国語に対する学習意欲が強く高まったのを覚えています。 

 中国人の学生は毎日遅くまで学校の教室や図書館に残って自習に励んでいます。夜遅くになっても教

室を行ったり来たりする学生や、教室に灯る明かりを見て、勤勉な学生ばかりだと感じました。「自分た

ちもしっかりやらなければ」と気持ちを引き締められる思いがしました。 

 自分たちで旅行して歩くことも言語学習には大切なことだと思います。 

私は友人と上海や蘇州に行きました。高鉄の切符を買うことから、見知らぬ土地のバスに乗ることまで

何から何まで自分たちでやりました。分からないことがあれば、現地の人に中国語で質問します。以前

だったらこのようなことは恐らくできなかったと思います。質問内容が通じたことや、間違えながらで

も目的地にたどり着けたことはまた自分を大きく成長させてくれたと思います。 

 授業で習ったことをすぐに実践する場があるということは、本当に素晴らしいと思います。 

今回そのような素晴らしい機会を有効活用できたと感じていますし、それが 1 番言語習得には良いので

はないかと思います。 

 

国際理解について 

 現地の人は私たち日本人のことを温かく迎え入れてくれましたし、中国人学生も熱心に私たちと交流

を図ってくれました。街中で私たちが日本語を話していると、日本語を学んでいる人に出会ったり、日

本のアニメや歌に興味を持っている人に出会ったりしました。その一方で歴史に関係することになると、

まだまだ日本と中国の間の溝は深いと感じざるを得ない出来事も、今回私は体験しました。両国の言い

分が異なることはこれからも変わらないかもしれませんが、これからの未来を担う私たちが互いの国に

ついて正しく理解し合い、交流していくことが必要になっていくと思います。日本について良いイメー

ジを抱いている人が多いというのも、今回分かった事実です。マスコミなどの情報に流されない目と耳

を持ち中国を見つめていかなければならないと感じました。 

 

今後について 

 私は今年９月から半年、北京師範大学に留学することになっています。中国での学習プログラムに参

加し、それにより現地学習の効果を実感したことと、目覚ましく発展している中国に強い興味があった

ことが決め手でした。今回のプログラムで、五感をフル活用して学習し、進んで中国語を使っていくこ



とがどれだけ語学力向上に役立つかを体感しました。 

 次回の留学でも実践するつもりです。 

 日本を離れると、日本の良さが見えてきます。日本のことを伝えられるのは私たち日本人です。今回、

自分が日本についてあまり分かっていないと感じる場面がありました。北京に留学するまでに日本につ

いてしっかり勉強しなおし、中国のこともしっかり吸収できるようにしたいと思います。 

 

 プログラムに参加して、自分の勉強不足を感じたり、課題を多く発見しました。また、自分を見つめ

なおしたり、将来について考える機会もありました。語学面以外もとても充実していて、本当に様々な

体験ができるこのプログラムにまた参加したいです。 

 

 

学籍番号 1137907  ファム クィン アイン  経営学部 1年（ベトナムからの留学生） 

 

 私はファム クィン アインです。今年の春休みに一か月を中国での学習プログラムを参加させても

らった。帰ったばかりでこのプログラムへの感心を忘れないように早速に書いてゆこうと思う。 

 

１．語学能力 

 この一か月の間、江南大学の中国語のコースを参加した。日本人学生は初級、中級一、中級二という

三つのグループを分けて、それぞれ能力に適するコースを参加できた。所属していた中級２班が江南で

勉強している他の留学生と一緒に勉強することになった。去年大連に入ったプログラムと比べると、今

年のクラスが甚だ難しかった。先生が中国語しか話さなかったので、最初の時、まったく理解できない

感じをしたこともある。しかし、毎日そのような聴解練習をやり、結局中国語になれる達成感が出てき

た。今頃、中国人友達と簡単な交流対話をできるという自信がある。１年間大学で勉強しても話せない

結果と、この１か月毎日中国語を身につけた結果を比べたら、言語を実践する必要性が納得した。 

 

２．国際交流 

 江南大学の中国語学習コースに国々の留学生と授業に参加し、同じ留学生の寮に住んでおり、友達の

数が増えた。ここに日本人も少なくないで、年齢をかかわらず毎日一生懸命に学んでいる。彼らに若い

うちに勉強しないと将来後悔するはずだということを教えてもらった。そのほか、アフリカや西アジア

とか、いろいろなところから来た留学生たちも大勢いる。文化の差異によって新しい知識を得る上に、

国際交流への認識も高めてきた。 

 

３．中国への理解 

 今年の研修旅行は無錫で行った。無錫のまわりに上海、蘇州、揚州、南京など観光地がいろいろある。

1 が月で時間の余裕もあり、それらの観光地も行けて、中国の江南、あるいは江蘇省の特殊も地理面で、

歴史面で理解した。その上、中国のほかの地方も知りたい意欲が出てきた。 

 

４．学習意欲の変化 

 このプログラムに参加する前に中国に興味を持っているが、中国に関する情報はほとんどインターネ

ットか新聞で見つけた。自分の目で見たり、中国人と中国につて意見交換したりしたい意欲があった。



この 1 か月に中国で中国語を学習する必要の以上、希望を実現することがすこしできた。将来中国に留

学することにした。 

 

５．次回のプログラムへの希望 

 1 か月後、発表会でみんなの話を聞いて、参加者の語学能力や中国への理解がずいぶん高まったと気づ

けた。だからこのようなプログラムは日本と中国の将来の関係にとって重要がと思う。将来、このよう

なプログラムを発展し、また日本と中国の各地方に広がったらとても良いことだと考える。 

 

 

学籍番号 1151003  足立 大樹  教育人間科学部 1年 

 

 今回のプログラム参加は自分にとって二回目となる、参加でした。前回と異なることは、まず語学力

の向上を実感できたことです。前回の成長を身をもって体験できたのはとてもよかったと思います。や

はり、語学を勉強するには実践の中で、言葉が伝わるという面白みを体験し、それを糧に意欲を高める

ことが一番なのではないかと思いました。机の上の受験勉強とはまた一味違う学習で語学の面白さを感

じました。今後とも、この経験で得ることのできた楽しさを育てていこうと思います。また、話が少し

変わりますが、中国で外国の人々と交流する中で、やはり、英語の重要性を実感しました。中国語やス

ペイン語も話す人口は多いですが、やはり、どの人も交流には英語を使っていました。特に、アフリカ

やアラブのほうの人は英語がとても堪能で、驚きました。中国に行って身に付いたことは交流力の向上

とも言えるかもしれません。 

 また、現地の日本人との交流にも刺激を受けました。私が交流した日本人は、上海でプログラミング

の仕事をしている人や、フィリピンで英語を一年間勉強し、第二言語として中国語を学び、ゆくゆくは

ＩＬＯで働くのが夢と言っていました。日本の大学の第一言語、第二言語なんてものは何なのだろうと

つくづく思うと同時に、むなしさと悔しさがこみ上げてきました。これらの刺激を受けることができた

ことは一番の成果であると、私は思います。 

 今後、この経験を生かし、自分の夢のひとつである、一年間以上の留学に生かそうと考えます。やは

りじぶんの知らない世界はまだまだ、あるようで、すべてを知ることなんて到底できませんが、それで

も私は世界をもっともっと知りたいと改めて思いました。視野を広げること。これは私が横浜国立大学

入学当初に立てた目標です。まだまだ自分の視野なんて宇宙の中の一つの小さな惑星ほどもないですが、

自分の世界をもっともっと大きく、そして、広げていけたらいいなと思います。 

 最後に、日本の大学生約 30 人との 3～4 週間の共同生活なんてものはなかなか体験できるものではな

く、本当に良い経験でとてもよかったです。やはり、最初は不安ですが、最後にはみんなとても仲好く

なり、このＳＶの良さをさまざまな人に知ってもらいたいと思います。 

 

 

学籍番号 1155109  竹間 瑠莉  教育人間科学部 1年 

 

 私は夏に大連で行われた、今回と同様の短期留学のプログラムにも参加しました。中国への留学は２

回目であったためにさほどの緊張もなく、今回は自分なりの目標をたててこのプログラムに臨みました。

一つは中国語の発音をしっかりマスターし通じるようにすること、もう一つは中国人に何もかも頼るの



ではなく、自立心を養い、それによって自分に自信をもつことです。 

 私の発音は正直汚いです。自己紹介をして、自分の名前が正確に伝わらないのは、中国語を勉強して

いる身として悲しいものです。今回の授業は運よく、クラスの人数が７人と小クラスでした。そしてた

またま今回は発音を専門に特化する先生がいらっしゃいました。その先生のもと、みっちりと発音の訓

練を生で受けることができました。日本の授業と違って、中国の授業は答えを求められたり、みんなで

発音したりと教師―生徒間の関係を大事にします。私のいた中級班は皆大連に一緒に行った１年生であ

るためか、とても気が合い、毎日の授業も和気あいあいとしていてとても楽しかったです。先生とも授

業を通して仲良くなるため、中国での授業はなぜか親近感が生まれます。そして発音を強化していくに

あたって感じたことは、自分の発音を直そうと意識し、音に自然と敏感になったためか、中国人の話す

中国語が前より聞き取れ、理解できるようになったことです。全て中国語で行われる授業もそれほど苦

ではなくなりました。自分の発音は、といえば最後のほうはかなり褒められました。私の嫌いな zh,ch,sh

の音も、意識しなくても大分発音できるようになりました。進歩です。 

 中国で感心することといえば、中国の学生さん方は本当に日本の学生と違って勤勉なことです。聞い

たところによると、土日は平均して１０時間以上は勉強するそうです。日本の受験生みたいです。今の

私には到底考えられません。授業後、土日は揃って、図書館に篭もり勉強漬けです。切磋琢磨し合うの

が中国の学生です。そして学校の寮が４人部屋なのもみんなで頑張れる秘訣なのではないでしょうか。

その勉強量の成果のためか、中国人の方々は日本語がとても上手です。日本語で通じ合えるのは簡単な

ことで、しかも異国では安心できます。でもせっかく中国にいるのに中国語にふれる機会を自分から減

らすのは大変もったいないことだと思います。だから今回はなるべく生の中国に触れる機会を自分で作

りました。その中でも、日本人の友達と上海に行ったことはとても大きかったと思います。まず高速鉄

道の切符を買うことから始まり、自分たちの拙い中国語が通じたときは２人でやったーと声をだし、喜

び合いました。以前、団体で行ったときは上海市内の観光地をめぐったため、このときは上海市内から

は結構離れた動物園に行き、外国人観光客の少ないところで生の中国を楽しみました。バスや電車を駆

使するのは大変ですが、自分からやろう、と思うことが大事です。何事も怖がらずに自分から行動して

みることが大切だと思います。失敗しても成功してもそれが後の自分の糧になるはずだからです。今回

はこういった様々な冒険を通して、日本にいたら絶対に味わえない体験をし、またひとつ成長できたこ

とだと思います。 

 そして今回は中国人の友達がたくさん出来たことが私にとって一番嬉しかったことです。中国の人々

は奢る文化がとても多いみたいです。自分はこんなにお金持ちです、ということをアピールできる手っ

取り早い方法でもあるからです。でもそれより何より、中国人は家族、友達等人間関係を非常に大切に

します。一度仲良くなったら、生涯仲良しのまま続くそうです。だから心開いてくれた友達はとても親

しげに接してくれました。また遊びや勉強、ご飯食べ行くのに同行してくれたり、いろいろなところへ

案内してくれたりと、いつも私たちのことを考え行動してくれていました。今回はあまり全体での予定

がなく、小班ごとの自由行動が多かったためか、とても時間を有意義に過ごすことができました。自分

のいきたいところ、したいことを中国人の友達と一緒に考え、連絡しあい、予定を組み立ました。その

過程もなかなか面白く、とてもいい思い出ばかりです。迷惑もたくさんかけてしまいましたが、中国に

いるのだから、と大分甘えてしまいましたが。日本に彼らが遊びに来たときには今度は私が御もてなし

をしようと思います。 

 今回の経験はまた自分を成長させてくれたことだと思います。日中で騒がれること、反日の人々が今

もなお多数いること…目を伏せたくなるような出来事は現実にたくさん溢れています。でも私たち学生



が、手を取り合って仲良く交流を続ければそれだけで日中友好なのではないのでしょうか。どんなに小

さいことでもそれが積み重なれば大きな、大きなものになるのではないのでしょうか。私たち若者がそ

のことを自覚し、率先して政治等を主導していくのであれば、安心です。今回を通して私は中国だけで

なく、もっと様々な国に行き、様々な体験を直にしてみたくなりました。これは中国で培った、異郷の

地であってもめげずに挑戦すれば、どんなことでも自分の糧となる、といった精神があるからです。今

回は本当にたくさんの素晴らしい経験をさせてもらうことができました。このプログラムに感謝です。

１年生でありながら、こうした素敵な期間を送ることのできる私はとても幸せ者だと思います。参加し

て本当によかったです。こういったプログラムをたててくださった方々に感謝です。ありがとうござい

ました。 

 

 

学籍番号 0854068  濵野 翔平  教育人間科学部 4年 

 

 私が今回のプログラムに参加したのは、第一に現地で中国語のレベルを向上させたいと思ったからで

す。私は大学卒業後、中国の大学院に進学を希望しており、中国語をマスターすることは、必要条件で

す。日本でも語学の勉強は続けていますが、やはり聞く、話すことについては方法に限界があり、この 2

点においては、現地で集中的に学習することが一番効果的であると思いました。 

 現地では、大学の留学生が出席する中国語のクラスに参加する形で中国語を学習しました。そこは全

てを中国語で話す環境であり、留学生クラスでは当然ではありますが、これまでそのような授業を受け

た経験のない私にとっては新鮮でした。それと同時に、自分のリスニング能力の低さを改めて感じまし

た。先生の話を聞きとることに必死でしたが、日が経つにつれて少しずつ慣れ始めたように思います。 

 また、留学生のクラスでは、様々な国籍の人が同じ教室で授業を受けていることも、私にはおもしろ

い経験になりました。中国の文化に触れるばかりではなく、多様な文化を知ることができたからです。

日本、中国、そしてその他の文化を比較することができて非常に興味深く感じました。 

 今回のプログラム参加の第二の理由には、中国の学生との交流があります。異国に行くだけではその

国の文化を十分に知ることはできないと思います。その文化の多様な面を体現している現地の人々と交

流し、長く付き合っていくなかでより深くその国の文化に触れることができるのではないでしょうか。

今回できた中国人の友達とは、これからも連絡をとりあって、長く付き合っていきたいと思います。 

 さらに、現地の人々と交流することには、自分が中国語でコミュニケーションをとる機会を得られる

という面もあります。日本ではなかなかそのような機会はなく、上述したように、私がこのプログラム

に参加して向上させたかったものの一つです。しかし、この点においては、少し反省することがあった

ように思います。というのは、そもそも私は人と多く話す方ではないという性格も手伝ってか、あまり

自分から積極的に中国語で会話することがなかったからです。日本語を専門に学習している学生との交

流では、できるだけ中国語を使うようにしましたが、例えば留学生のクラスメートなど、中国語でしか

通じない人と話すなど、もっと積極的に話し、聞くべきであったと思います。やはり話せるようになる

には間違いながらも実際に会話することが必要であると実感しました。次にこのような機会がある時は、

自分から話すように心掛けたいと思います。 

 その他、今回のプログラムの合間には、自分の中国人に対する印象が変化するという経験もありまし

た。それは、休日に自分たちだけで観光に行った時に、道行く人に拙い中国語でものを聞くと、本当に

丁寧に教えてくれることがよくあったことからでした。これまで、今回も含めて 3 回中国に来ています



が、思い返してみると、赤の他人の中国人と話すということはほとんどなかったように思います。それ

までは、自分たちの世話を担当してくれる大学の学生や店員など、何かしらの関係が事前に成り立って

いる上での付き合いでした。そのような関係がないという意味での「赤の他人」の中国人は本当に親切

で、わざわざ携帯で道を調べて教えてくれたり、自分たちが聞き取れなくても何度も言ってくれたりし

ました。 

 これ程までに印象的であるのは、これまで接してきた中国人も親切であったが、先ほど述べたように、

そう然るべき関係が事前にできているのだと自分が認識していたからだと思います。そして今回、赤の

他人の中国人と初めて接して、その印象が強かったのでしょう。 

 今回の経験は同時に、日本人と中国人で立場が逆だったらどうだろうか、つまり、日本人が道を聞か

れる側なら同じように親切に対応するだろうかということや、これほどまでに親切な中国人が印象的で

あるには、知らないうちに自分の中で中国人像を作っていたのだろうかということなどを私に考えさせ

ました。本当に刺激的な経験だったと思います。 

 さて、今回のプログラムでは、自分の中国語のレベルが確かに向上していると実感できる部分もあり

ました。上述したような、自分たちだけで切符を買って観光に行き、人に尋ねて、目的地に行くことが

できたということもその例の一つであると思います。しかし、まだまだレベルは十分であるとは言えま

せん。これからも更に勉強していきたいと思います。日本語を学ぶ中国人と交流して、日本語が本当に

上手であると感じることや、自分が中国語を話してうまく通じた時の嬉しさや通じなかった時の恥ずか

しさなどは、これからの勉強の原動力になります。そして、これからも多くの中国人と接して、中国や

中国人の様々な一面を体験していきたいと思います。その上で、その体験から得られる中国、中国人観

を何かの形で伝えていきたいと考えています。 
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 私にとり、短期中国語研修に参加するのは今回で三回目。1年の夏、山西大学での最初のプログラムに

参加してから早 1年半が経過し、第 2外国語という扱いとは言え、中国語のレベルも、1週間に 1度や 2

度程度の大学での講義のみで学んでいるよりは格段に上がっているもの、と多少自惚れているところで

ある。 

 

 そもそも私が中国語を選択したのは、中国が、激動する近年の世界情勢において急激に変化を遂げて

いる非常に“おもしろい”隣国であり、また、長い歴史も誇るこの国に、まずは言語を通して触れてみ

たいと考えたからであった。 

 そして、この勉強は予想以上に興味深いものとなった。漢字やその読み方、言語学的観念からも然り、

しかしそれ以上に、現地の大学での語学研修とそれに伴う文化体験は、将来新聞記者を目指し、できる

だけ多くの“未知の世界”を自分の目で見て伝えたい、と思っている私にとって、何事にも代えられな

い貴重な経験をもたらしてくれている。 

 

 文化体験、といったって、3週間や 1ヶ月の滞在で得られるものは確かにさほど多くはない。もっとど

っぷりと浸かりたいのなら、最低半年は留学なり何なりするべきだろうし、実際、私の友人の多くがこ

の 9月から半年間乃至、1年間の留学を決めている。 



 だが、世界は広い。中国と言う一国をとってみても、その広大さ故に、一所に留まって見える景色は

狭い。北京・太原・上海・ハルビン・長春・大連・無錫・蘇州・揚州・南京…南北交々、これまで訪れ

てきた地域には、それぞれの文化があり、それぞれそこに生きる人々が、友人がいる。であるからして、

私はこうした場所を変えた短期滞在を重ねることの魅力を存分に味わってきたし、だからこそ見える姿

があると断言したい。 

 

 さて、今回の無錫、江南大学での研修は、殊更楽しいものであった。 

 まずは、期間の長さ。中国語のレベルが 1 週間そこらの違いでそこまで変わることはないだろうが、

まず環境に慣れるのに費やす 1 週間目、勉強意欲も湧く 2 週間目、周囲に目を配る時間的・精神的余裕

が出る 3 週間目…といつもならこの辺りで帰国を惜しみつつ帰国するところを、追加で 1 週間過ごすこ

とができたのには大きな意味があったと感じる。 

 そして、授業の形態。いつもなら今プログラム用に特別に設けてもらったクラスで勉強するところ、

江南大学の国際班で中国語を学ぶことができたというのは、最初こそそのレベルの高さに眩暈がしたも

のの、その面白さは随一。私が参加した班には 30 名前後の受講生が居て、年齢性別も国籍も様々。授業

中、先生の話してくれる中国文化に加え、彼らの国の文化も垣間見ることができるという贅沢な時間を

過ごせた。 

 しかし、何よりも嬉しかったのは、他国から来た留学生と放課後交流できたこと。授業で、はたまた

留学生宿舎で出会った彼らと、中国語と少しばかりの英語でコミュニケーションをとり、共に遊ぶ。相

手がネイティブではない分、会話練習もしやすいし、彼らから見た“中国”像を聞く貴重な機会が持て

た。私は元来積極的に輪に入っていくことができない性質で、今までの研修では思ったように友人がで

きなかった面があったが、今回は次に繋がる関係も築けて満足している。 

 

 4 月からは 3年生、インターンに就職活動に…と、今までのようにはこうしたプログラムに気軽に参加

できなくなるが、こうして学習意欲が増している今、大学生の今だからこそできることに精力的にチャ

レンジしていくつもりだ。 

まずはゼミ。サブゼミで中国関係のゼミを選択していることもあり、今後は中国人の留学生と中国語で

会話させてもらう機会をつくりたい。 

 加えて、新たな言語の習得。今回出来た友人に教わったわずかばかりの韓国語を、更に学んでみたい

と思っている。 

 そして、1人旅だ。大人数で組まれた予定に従って行動するのではなく、自分で中国の他の地域、ひい

ては他国を旅行したいと、現在既に計画中である。 

 こうした経験を積み重ね、自分の将来にも活かしていければ何よりだ。今後もモチベーションを継続

させつつ、充実した日々を送りたい。 
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横浜国立大学 教育人間科学部人間文化課程１年

山田 瑶

2012年1月20日 横浜国立大学 国際戦略室主催シンポジウム 「アウェーで戦える人
になれ － 今、あえて留学のすすめ －」におけるＰＰＴ

元々中国の文化やショートステイに興味が
あった

中国語を上達させるよいきっかけになると
思った

せっかく大学生になったのだから、大学生に
しかできないような体験をしたいと思っていた

 ２０１１年 9月11日～10月2日（夏休み期間中）

 現地で中国語を学びながら中国文化に触れる目的

 初級班 (中国語2a、2b集中授業)・・・17人
中級班 (初級履修済み すべて自費参加)・・・8人

 行先・・・大連、旅順、瀋陽 （中級班は他にハルビン、
長春にも行った）

 授業場所・・・大連理工大学外国語学院日本語科

 費用・・・約1２万円（うち8万円は奨学金として支給）

 平日の午前中に毎日授業
１．５時間（１限8時～、２限１０時～）

 先生は大連理工大日本語学院の教授と院生の方々
 日本語で授業
 中国語実習２ｂの内容（通常なら、一年後期に受講）
 17人という少人数⇒先生による発音チェック、会話練
習も充実

 最終日には単位のかかった試験

発音・文法・語彙ともに
２８講の授業で格段に上達！

大連理工大学 外国語学院

授業風景
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休み時間

最終日に孟慶栄先生からいただいた修了証

 寝泊まり・・・大連理工大内の留学生宿舎（二人部屋）

 食事・・・朝昼夜、基本的に自由に外食

 大学内外にたくさんの商店（スーパー、コンビニ、飲食
店、服飾店など）

 特に食事に関しては商店がたくさんあり、さらに安い
ため（一食15元＝１６０円ほど）充実していた。

観光地ではない、大学周辺の店を利用し、向こうの生
活習慣に合わせた生活をすることで、旅行では知れな
い中国の文化に触れることができた。

宿舎

安くて美味しい食事

大学付近
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 中秋節（9月12日）・・・中国の祝日

 家族が集まり月餅・葡萄・リンゴなど丸いものを食べる。

 理工大生の王さん宅へ家庭訪問

 王さんのお父さんは日本語堪能・親日家

 餃子作り（皮から）

 教育熱心である。

中国の家庭生活に触れたり、互いの国について
活発に意見を交換でき、とても有意義な時間だっ
た。中秋節をお祝いできて貴重な経験であった。

中秋節 王さん宅

王さんのお父さん 手作り餃子

中秋節・家庭訪問 王さん宅

水墨画教室

 パンダの水墨画を習った

太極拳

 太極拳を実際に見て、体験

 見た目以上に奥が深く、難しい

 毎朝どこの広場を通っても、太極拳をする集団をみか
けた。⇒ラジオ体操のようなイメージ

水墨画教室 先生の実演
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自分の書いた水墨画

 東鶏冠山（日露戦争の激戦地）・・・戦争の爪痕

 蛇博物館

 関東軍司令部跡

 旅順博物館

社会科の授業で名前を聞いたことのある程度の地で
あったが、行ってみると大連同様、日本ととても関連の
ある街なのだと分かった。日露戦争から植民地化のこ
とを、もっと勉強してよく知る必要があると思った。

東鶏冠山

関東軍司令部前の

独立記念モニュメント

関東軍司令部跡と旅順博物館
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 大連駅から電車で片道５時間半かけて瀋陽駅へ
 北陵公園（清朝初代皇帝ホンタイジと妻の墓陵）
 ９・１８歴史博物館（満州事変から日中・太平洋戦争）
 瀋陽故宮（ヌルハチ、ホンタイジの皇居）
 老辺餃子館・・・老舗の餃子店
 東北大学の学生との交流会

故宮や北陵公園では、建造物などから清朝（満民族）
の文化に触れることができた。９・18博物館に行ったこ
とは、高校まで歴史で習ってきたことを別の視点から見
ることができ、貴重な体験であった。

北陵公園

北陵公園

9・18歴史博物館

瀋陽故宮
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 大連には日本企業が多く進出 (約3000社)
 日本電産社で企業見学をさせていただいた。

 世界各地に支社を置く利点⇒コスト、現地の声を反映

 生産ラインの見学

中国に生産ラインを設ける日本の企業は、現在数多く
存在し、日本経済を支えている。そんな企業に実際足を
運んで、生産ラインの様子を見学させていただいたり、
お話を伺うような機会などないため、とても勉強になっ
た。

日本電産社での企業見学

 大連市内観光（星海広場や平和広場、動物園など）

 個人的に友達になった方々との食事会

 ショッピング（勝利広場、大学周辺など）

 交通ルールの違い（道路の横断）

 日本文化の中国での浸透（サブカルチャーが顕著）

 国慶節

星海広場と

大連の銀行街

街中



7

動物園

動物園

勝利広場

道路の横断中

国慶節（10月１日）の大連理工大学

①実際に行って生活しないとわからない中国

【行く前の中国に対する印象】

反日的、中華思想⇒ＴＶ、本、インターネットなどでの見聞による

【中国で生活して初めて分かったこと】

親日的・・・サブカルチャーなどの日本文化の人気

人情・・・どこに行っても、誰もが親切にしてくれた。理工大の人
と深い友情が築けた。理工大の外でもたくさん友人ができた。

旅行ではわからない中国を、三週間の生活を通して知ることが
できた。きっと他の国でも同様に、生活を通してこそ知れる文化
があるのだろうと思う。中国がさらに好きになった。そして、もっ
とたくさんの国でこのような体験をしたいと思うようになった。
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②語学への考えの変化、留学の決意

【中国語について】

3週間の授業に加え商店など生活の場でも中国語漬け

⇒発音、リスニング力の飛躍的進歩

生活の中で中国語を使う

⇒生きた中国語（教科書には乗らないがよく使う言い回し、
友達同士での会話に使うはやり言葉）に触れる

中国語を習得するには、中国で中国語漬けになるのが一番
効果的なのではないかと考えるようになった。だから今年の後
期から中国の大学で語学留学をすることを決意した。

②語学への考えの変化、留学の決意

【英語について】

中国語で理解できない時に、英語を使う機会も何度かあった。

⇒言いたい言葉がとっさに出てこなかったり、発音が下手で通
じないことがよくあった。

高校までの勉強法を続けていたのでは、文章こそ読むことは
できても、会話で英語を使えるようにはなれないなということが
分かった。実際に英語で会話をする機会を設けるようにしない
と、外国の方とより深いコミュニケーションをとることはできな
いと思うようになった。実際、帰国してからは英語で会話をす
る機会を増やそうと動くようにしている。

 生活の中でもっと中国を知り、中国語力をもっと高めたい。
⇒9月から北京師範大学へ半年間留学

この3週間のＳＶを通して、「旅行じゃわからない中国」を知っ

た。私の将来の夢は、ツアープランナーである。「旅行じゃわ
からない中国」を旅行の中で知ってもらえるようなプランを組
むことが目標だ。そのためにも、留学に行くことでさらに深く中
国を知りたいと思う。

このＳＶは自分にたくさんの発見や知見をもたらしてくれ、大
きな転機となった。本当に行ってよかったと思う。

3月には、オーストリアへのＳＶに参加し、さらに知見を増や
すつもりでいる。ＳＶの制度も今後も活用していこうと思う。

 留学しようか迷っている人へ

「今行かなければ、いつ行くのでしょうか」

私も、ＳＶに参加するまでは留学は考えていませんでした。
しかし、ＳＶに参加して「今行かなければ一生後悔するだ
ろう」と思うようになりました。

迷っているなら、まずはＳＶに参加してみるのをお勧めし
ます。横浜国大ではＳＶ参加にあたり奨学金が支給され
ることもあります。環境は整っていると思います。後は、自
分が動くかどうかです。

以上のパワーポイント配布資料は2012年1月20日に

横浜国立大学教育文化ホールで開催された「アウェー
で戦える人になれ－今、あえて留学のすすめ－」（横浜
国立大学 国際戦略推進室主催）において山田瑶さん
が報告した内容です。

山田さんは教育人間科学部人間文化課程1年生で、

「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」（SS&SV）のうち、9月１１日～10月2日のＳＶ
に参加しました。

ご本人の了承を得て、若干語句等の修正をしたうえ、み
なさんに参考資料として提供いたします。


