
2月16日から23日まで、上海ショートビジット（SV）を

行った。参加したのは教育人間科学部人間文化課程の

イースト・アジアン・スタディー（EAS）スタジオから1 年

生 11 名と国際共生社会課程から2 名の学生計 13 名に、

院生で上海滞在経験をもつ引率補助の松尾信子さん、白

水紀子教授、于臣准教授を加えた合計 16 名。

今回の SVプログラムの中では華東師範大学の日本語

学科の学生と2日間交流した。EASスタジオで事前に準

備してきた日本紹介と上海研究のプレゼンテーションを

行い、日本語学科の学生と発表内容に関する意見交換

や、グループごとの交流をしながら、同世代の中国人学

生と直接話をするという貴重な体験をすることができた。

また交流の他にも、スタジオ授業の中で触れた映画 ｢

宋家の三姉妹｣ に関する歴史的観光名所や上海の有名

な観光名所の見学等を行った。

予想をはるかに超えるほど発展していた上海の街並

みや、上海事前研究のときに見た写真や活字からは知り

得なかった本場の空気感、中国人と関わっていく中でリ

アルに感じた文化の違いなど、現地でしか体感できない

中国の雰囲気を十分に感じた 8日間の SV について報告

する。

中国 SV
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2月16日夜遅く上海に到着、翌日はさっそく初め

ての観光として、上海を代表する有名な観光地の一

つである豫園に行った。落ち着いた雰囲気の歴史

ある古典庭園から一歩外に出てみれば、そこは打っ

て変わって数多くのお店が建ち並ぶにぎやかな商店

街、豫園商城。未知の土地での自由行動に最初はみ

な戸惑いが隠せない様子だったが、中国語を使って

昼食をとったり、買い物で値切ってみたりと、それぞ

れが現地の人とのコミュニケーションを楽しんだ。

その後は、黄浦江沿いにある遊歩道を歩いた。川

をまたいだ東側には経済の発展が著しい浦東が広

がっている。この地区は1990 年からの浦東開発プ

ロジェクトによって上海の経済拠点へと発展したとこ

ろであり、上海のシンボルタワーである東方明珠塔

をはじめとした高層ビルが建ち並んでいる。遠目か

ら見ても十分迫力があったが、実際にそれらの近くま

で行ってみると林立するビル群に圧倒させられた。

中国のとどまるところを知らない経済の勢いを感

じるのと同時に、今までの中国に対するイメージが

一気に覆させられた。

また、その反対側、遊歩道の西側にあるのが 19 世

紀後半から20 世紀前半にかけて、列強各国の租界

地として多様な西洋風石造り建築が造られた外灘で

ある。上海にいることを忘れてしまうような租界時代

のモダンな建築物が並んでいる光景を目の当たりに

し、欧米列強によって割譲されていたという景色に秘

められた歴史を強く感じた。

まさに中国の現在と過去を映し出したかのような、

浦東の近未来的なビル群と外灘の古い洋館群の織り

成す対照的な景色にはいろいろと考えさせられると

ころがあった。

3日目 には 中 国 に進 出した日本 企 業、養 楽 多

（Yakult）の上海工場である上海益力多乳品有限公

司を見学した。案内・説明をしてくれたのは日本人

として現地に派遣されている同社製造部副部長の丹

代賀人さん。そして今回仲介の労をとってくださっ

たのが横浜国立大学経済学部のOBであり、現在、竹

中（上海）建設工程有限公司上海支店営業部課長

の麓洋佐さんである。当日は後輩である私たちのた

めに、ホテルへの送迎から工場の見学までずっと同

行してくださり大変お世話になった。

工場ではまず、ヤクルト上海工場の紹介 DVDを

見せていただき、そのあとに製造工程の見学、質疑

応答という順に続いた。ヤクルトは中国全土には広

まっていないものの、広い国土に大きな人口を抱え

る中国人の需要を満たすために、メンテナンスの時

間を除いて24 時間動いているという機械もあった。

健康を保つための飲み物であるヤクルトは、まだま

だ中国では高級品の部類に属しているが、製造工場

の増設に伴ってその売上げは年々右肩上がりで、引

ツアー概要

Report 1
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き続きヤクルトを中国に浸透させていくことを目指し

ている。しかし、同じ商品でもやはり国が違えば求め

られるものも変わってくるため、マーケティングなど

を通して中国でも広く受け入れられるような様々な

工夫も欠かさない。例えば日本では1 本 65mlであ

るが中国では100mlにしているのがその1 例だ。

文化の違いが直接的にヤクルトに特徴として表れ

ているところは大変興味深かった。

グローバルに流通する商品の流れを見ながら、日

本と中国の経済的なつながりの強さも肌で感じるこ

とができた。

ヤクルトの方には、ホテルと工場の往復に移動用

のバスを用意していただいたり、帰りにお土産とし

て、この工場で作られ、実際に中国でも売られている

ヤクルトや、ストラップなどのヤクルトグッズをいた

だいたりした。このような貴重な機会を用意してくだ

さった丹代さんと麓さんには大変感謝している。

また4日目には中国国民党の創始者であり、中国

革命の父とも呼ばれる孫文や、その妻の宋慶齢が

1918 年～ 1924 年に暮らしていた孫中山故居と記

念館を見学した。

中国民主革命の先達である孫文の40 年の生涯に

おいて、日本および横浜はとても密接な関係がある。

昨年 11月は中国辛亥革命からちょうど100 年という

節目の年であったが、孫文は海外での亡命活動 20

年のほぼ半分を横浜で過ごし、横浜で辛亥革命を組

織、発動したと言っても過言ではない。

横浜とゆかりの深い孫文の人生を垣間見ながら、

東アジアを軸にした歴史やそれに伴う現在の、特に

日本と中国との関係について考える機会を与えられ

たような気がした。

その他にも、後に総理になる周公こと周恩来が、国

民党の蒋介石と会談するため、南京から上海に足を

運んだ際に拠点とした中国共産党駐上海代表処が

前身の洋館、周公館、夫孫文が亡くなった後に妻が

居住していた宋慶齢故居・記念館を見学し、当時の

様子を生で感じながら、中国の歴史的な知識を深め

ることができた。

5日目の2月20日、華東師範大学との交流1日目

は日本語学科3年生約20人の授業で行われた。私

たちは、マスメディアでは取り上げられない日本の

同年代の大学生の飾らない姿や、日本のポップカル

チャー、我々の学びの場横浜がどのような場所である

かなどについてプレゼンテーションを行った。中国

の学生は日本人の歌手やタレントに関心があるよう

で、アイドルAKB48や嵐など中国でも人気がある日

本人が出てくると、うなずくなどの反応が見られた。

そのあとはグループに分かれて自由に交流を楽し

んだ。私たちの中国語は日常会話もままならないほ

どなので、交流の前はちゃんと中国人と交流できる

中国 SV
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のかと不安に感じていたが、そのような心配は無用、

日本語学科の学生の流暢な日本語と、お互いのしっ

かりと相手に向き合おうとする姿勢のおかげで、とて

も活発に交流を進めることができた。学生たちは2

年半の勉強でここまで日本語を身につけていること

に大変驚いた。

中国の大学生と実際に話してみて、友達と遊ぶと

きはショッピングやカラオケ、映画に行くなどの日本

人学生との共通点も多く見られたが、中国ではほとん

どの学生が勉強で忙しく、アルバイトや部活動をして

いないという相違点もあった。

華東師範大学の学生を含め、多くの中国の大学生

が寮生活をしていて勉強中心の毎日を送っているの

に対し、日本の大学生の多くが、勉強以外にもサーク

ルやアルバイトをしながら忙しい生活を送っているこ

とに中国の学生たちはかなり驚いた様子だった。彼

らは普段、学校の授業が終わると寮へ戻って勉強を

したり、インターネットで日本のテレビドラマを見たり

して放課後を過ごすことが多いと聞き、日本語が上

手な理由がわかった気がした。

実際に中国で１週間生活をしてわかったように、

日本は中国よりも明らかに物価が高く、昼食代などを

考えても日中の大学生の生活費にも相当な金額の差

がある。そう考えると、日本の大学生はお金を稼ぐた

めにも、社会経験としてもアルバイトをする必要性が

生まれてくるが、中国の学生との交流を経て、私たち

は“ 学生として”の生活をもっと重視すべきではない

かと感じた。

自らの大学生活の中での優先順位について考え直

すきっかけにもなり、大変有意義な時間だった。

翌日21日は2年生40名程の必修の授業で、昨日

の日本紹介に加え、日本との比較を交えながら上海

研究のプレゼンテーションを行った。発表後の質疑

応答では「私は～に興味がありますが、日本の～はど

うですか？～についてどのように思いますか？」という

ような質問が続き、自分の興味や関心のあることが明

確にあり、それについてしっかり自分の意見をもって

いることに感心した。また、二年生は日本語を勉強し

始めてまだ一年半だというのに、間違えることを気に

せず、積極的に質問をしていた姿が印象的だった。
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学生報告
私たちが中国 SVに参加して学んだことや考えたことを
記したレポートの中からいくつか抜粋して紹介する。

井上 沙羅
中国の学生は日本語を勉強し、ただ授業や課題や試

験をこなすだけではなく、実際に私たち日本人学生

との交流という形で、勉強で培った日本語力を実際

に活かしている。勿論そこには個人の努力は不可欠

であるが、環境も非常に重要であるということを感じ

た。私たちに足りないのは学習したことを実践でき

るまでのものにしていく力だということに気づくいい

機会になった。

吉田 玲子
南京東路や老街、無錫といった上海近郊の様々な観

光地や歴史的建造物の多い場所を訪れ、近年急速

に発展する都市部と昔ながらの建築様式の残るのど

かな上海の景色を見てその二面性を強く感じた。ま

た、自由行動の時間には自ら地下鉄やタクシーを利

用して街を巡り、時には現地の人に道を尋ねたり、値

段交渉をして商品を購入したり、庶民に親しまれる

屋台でローカルな食べ物に挑戦するなど日常生活に

触れることもできた。その中で、自分の中国語の「聞

く」能力がいかに不十分であるかということを痛感

し、悔しい思いをすることも多かった。帰国後、さら

に上級の中国語を受講しようという思いと、自分の学

習を形に残すためにもHSKといった資格に挑戦しよ

うという強い意欲を持つことができた。

秋山 未歩
今回のSVを通して、中国の発展した華やかな部分と

「格差」という負の部分の両方を自分の肌で感じる

ことが出来た。中国では、服装などの身なりで容易

にその人の裕福さが分かってしまうほど、格差が大き

い社会のような気がした。また、わずか数年日本語

を勉強しただけで、私たち日本人と何の支障もなく流

暢に日本語を話す生徒たちを見て、自分もこのように

外国語を話せるようになりたいと感じ、勉強しようと

心に決めた。国際交流の楽しさを感じることが出来

たのは、私にとって一番プラスになったことだと思う。

平野 麻衣
現地の人と交流することでそれまで自分の中に持っ

ていた中国人像が塗り替えられた。日本の報道では

反日を訴える中国人をよく伝えているため、中国人に

対してあまりいい印象を持っていなかったが、今回

のSVでは心優しい人にたくさん出会えた。いくら日

本の中で国際理解に努めようとしてもそれには限界

があると感じたし、もっと積極的に海外を訪れて自分

の目で異文化を理解していきたいと思った。

Report 2

中国 SV
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华东师范大学日语教学研究中心主任徐敏民教授

觉得这次和横滨国立大学教育人间科学系的学生举

行这样的交流会非常有意义。徐教授谈到 ,通过这样

的交流活动 ,对中国正在学习日语的大学生有很好的

刺激作用。他们的求知欲会得到增强 ,并能在学习日

本概况的课堂上通过发表的形式阐释个人的观点。

同时徐教授师希望中国的学生也能有机会到日本看

一看 ,通过自己的切身体验来进一步了解日本。 

【日本語訳】

横浜国立大学の学生とこのような交流をおこなうのは

とても有意義なことです。このような交流活動は、日本

語を勉強している中国の学生によい刺激を与え、知的

好奇心を強めると同時に、「日本の概況」の授業でのプ

レゼンテーションの形式は自分の考えを表明する良い

方法だと思います。中国の学生も機会があれば日本へ

赴き、自身の直接の体験を通して、さらに深く日本を理

解することができるよう希望します。

2012年2月20日下午 ,来自横滨国立大学的十余

位师生来访华东师范大学 ,并与我们班开展了极具

意义的交流活动。

遥记得去年十月份时 ,我怀着激动的心情 ,作为华

东师范大学外语学院日语系的一名代表去往横滨国

立大学参加了为期一周的短期学术交流。现在 ,时

隔不过4个月 ,能再次见到来自横滨国立大学的师

生 ,我倍感亲切与激动。

在这次的交流活动中 ,首先我们听取了来自横滨

国立大学十余位一年级学生所带来的有关横国大、

横滨市、甚至是一些日本文化的介绍。对于从未去

过日本、从未去过横滨的同学们来说 ,他们从这样一

场演讲中收获了许多书本上无法学到的东西 ,对于

日本 ,对于横滨也有了许多自己新的认识。

在他们的演讲过后 ,是一个简单的提问环节。最

后一个环节是分组讨论环节 ,也是本次交流活动中

我最欣赏的一个环节。我们以三、四个中国学生外

加三个日本学生的形式 ,六、七个人一组 ,展开了热

烈的讨论。虽然被称作“讨论”,其实也没什么特定

的主题 ,主要是让双方学生在交流的过程中寻找双

方感兴趣的话题聊聊 ,也可以向对方提问一些有关

对方国家的文化、学术、生活、娱乐等各方面的疑问

或看法。就以我所在的小组为例 ,由于我们组的成

员都是二十岁左右的女孩 ,所以话题也比较轻松活

泼。在简单的自我介绍后 ,我们先谈论了一些关于

Report 3 — Shanghai Voice

2日間の交流を終え華東師範大学日本語教育センターの主任である徐敏民教授と、華東師範大学日本語学科を代

表して3年生の季幸さんから感想を聞かせていただいた。
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中国和日本的特色美食 ,尤其是作为东道主的我们

向她们推荐一些上海的特色小吃等 ,希望在她们此

次的上海行中可以一饱口福。接着我们又讨论起了

中日两国大学生课余生活的不同 ,尤其是在社团活

动以及打工这两方面。可以说日本的大学生不仅在

学校里的社团活动中非常活跃 ,在打工方面的积极

度和参与度也超出我们甚多 ,因此在尚未正式踏入

社会就业前就已经积累了许多的经验；而反观我们

中国的大学生 ,在各方面都相对欠缺 ,因此在这一点

上是非常值得我们深思以及改善的。另外我们还谈

及了一些关于两国的流行文化、大红大紫的偶像明

星等诸多话题 ,在此我就不一一赘述了。

这次的交流活动虽然只有短短的一个半小时 ,但

我们大家都很快地进入状态 ,气氛活泼融洽 ,直到活

动结束后我们都仍感到意犹未尽。我认为 ,这样的

交流活动不论对我们还是对于日本学生而言 ,一定

都是非常有意义的 ,希望在将来中日两国能开展更

多这样类似的交流活动 ,让我们在交流中不断学习 ,

共同进步！ 

3年级班长   季幸

【日本語訳・要旨】

横浜国立大学から来た10数名の学生と先生が、私た

ちのクラスと有意義な交流を行いました。私は昨年の

10月、華東師範大学外国語学院日本語科学生の代表と

して、横浜国立大学で一週間の学術交流活動に参加し

ており、今回は4か月間ぶりの再会で、大変感動しました。

今回の交流では横浜市、横国大、日本文化をテーマ

にした報告を聞き、日本や横浜に対する認識を深める

ことができました。そして報告後、簡単な質疑応答、最

後にグループ討論が行われました。私にとって討論が

最も楽しく、中国と日本の学生混合の六、七人グループ

で行いました。テーマはお互いに興味のある話題から

選び、私のグループの場合、みな二十歳前後の女の子

だったので、両国の特色のある食べ物について話をし

ました。私は上海の有名な軽食を勧めました。また両

国の大学生の課外活動の相違について意見交換しまし

た。総じて、日本の大学生はアルバイトや部活への参

加が中国の大学生より積極的なので、就職の前に早め

に経験を積むことができます。これは、中国の大学生

が学ぶべきものであると思います。そのほか、両国の

ポップカルチャーや人気スターなどの話題もいろいろ

取り上げました。

今回の交流活動は一時間半という短い時間でした

が、今後も更に、このような交流活動を進めることでお

互いに勉強し合い、ともに成長していくことを願ってや

みません！

3年代表 　季幸 

左端、立っているのが李さん

中国 SV
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ツアーを振り返って

お互いに様々なことを学んだ、収穫の多い交流

だったが、なによりこの交流の一番の収穫は、互いに

相手国に感じた親近感だったのではないだろうか。

教科書に向き合うだけの、机の上での勉強にとどまる

ことなく、どんどんお互いの学生が国を行き来して、

交流しながら勉強することが大切だと、徐敏民先生

も授業の中で何度もおっしゃっていた。

国や文化の違いはあるけれども、同世代の中国の

大学生が日本人の私たちと同じようなことを考えて

いたことはどこか安心を覚えたし、親しみがもてた。

この親近感をきっかけに、双方が相手への理解を深

めていくことが、今後の日中の関係をよりよくしてい

くためにも大切なのではないだろうか。

上海では見るもの全てが興味深く、日本にいる 

だけでは得られない様々なことを吸収できた１週間

だった。

地下鉄では降りる人を構わずに電車に乗ってきた

り、有名なキャラクターに見慣れないひげがついて

いたり、多くの歩行者が信号を気にすることなく道を

渡っていたり、食後に来るはずのものだと思っていた

デザートが一番初めに来たこともあった。行く前から

このようなことを聞いてはいたものの、実際に自分の

目で見たときの衝撃は大きかった。

日本と中国という、国レベルでの“あたりまえ”の

違い、つまり“ 文化の違い ”をこんなにも直接的に感

じたのは初めてだった。

中国を見てきた一方で、日本のあたりまえが世界

のあたりまえではないということを肌で感じながら、

日本という、いままで19 年間生きてきた自分の国を

客観的に見ることができた気がする。
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