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平成 24 年度 SSSV を終えて 

横浜国立大学大学院環境情報研究院 長谷部英一

平成 24 年度 SSSV プログラムでは、SS プログラムとして江南大学と大連理工大学の２

校の教員と学生・院生を受け入れた。11 月 10 日から 11 月 19 日までは、江南大学の教員

２名と学生７名が、１月 20 日から１月 30 日までは大連理工大学の教員２名と学生・院生

10 名が来日し、本学を訪問したほか神奈川・東京の各所を見学した。 
 短い期間ではあったが、日本語を学習している中国人の学生・院生にとって、実際に日

本を体験する機会を得られたことは有益であったと思われる。また両校の来日に際しては、

本学から SV プログラムで派遣した学生が積極的に協力してくれ、本学における研究発表会

の運営や各所の見学における案内などを担当してもらうなど、彼らの貢献は非常に大きな

ものであった。このような日中学生間の交流がこれからの日中の良好な関係を築くであろ

うし、この点でもこのプログラムが有益であったことがわかるであろう。日中間の政治的

な関係がやや悪化しているなかで、若い世代の日中友好の関係が構築されることは重要な

ことであり、今回のプログラムを行った意義もそこにあると思われる。

 もちろん問題点がないわけではない。来日した学生・院生は日本語学習を専攻している

わけであるが、それを受け入れている私自身は日本語教育の専門家ではない。単に中国を

研究対象としているにすぎない。それも私は中国の古典を研究しているだけなので、日本

語学習に対する適切なアドバイスができないだけでなく、現状の日中間の問題に関しても

専門的な発言はできない。中国語を“授業として”やっているというだけで、中国との関

係を全て担当させるのは多々の問題をかかえている。

 私自身も日中間の友好を望むものではあるが、現状のままではこのプログラムを継続し

ていくのは難しいのではないかと思われる。今後も継続するならば、全学的な協力や事務

処理の簡素化などが望まれる。



2012 年度 SS・SV プログラムを終えて 
 

                  横浜国立大学 国際戦略推進機構   新沼雅代  
 

2012 年 9 月に 30 名の本学の学生が中国の大連理工大学で約 3 週間の研修をした（9 日

から 28 日の約 3 週間）。研修の内容は、中国語の学習を基盤とし、それに各交流活動を通

じた異文化理解や異文化コミュニケーション能力の育成を加えたものである。 
2012 年 11 月 10 日から 19 日まで江南大学から 2 名の教員と 7 名の学生を、2013 年 1

月 20 日から 30 日まで大連理工大学から 2 名の教員と 10 名の学生をお迎えした。中国から

の学生は日本語を専攻していることから、日本訪問は、机に向かった日本語の学習に主眼

に置いたものではない。彼らは日本に積極的な関心を多くは持っているわけで、実際の日

本を見ることができるのは大変良い機会である。ただ、学生及び教員に現金支給というか

たちで支援する点は検討が必要だと感じた。また、中国語担当教員の受け入れ態勢に余裕

がなかったため、大学間の交流であるにもかかわらず単なる旅行のようになってしまった

のではないかという懸念が残った。アカデミックな交流イベントにできればよかったのだ

が、日常の授業を抱えつつ、11 月と 1 月に十分な内容を用意することは難しかったという

のが正直なところである。 
 次に私が担当した中国語の集中授業の面から SV について述べたい。外国語の学習は、言

語習得、言語教育、異文化理解、異文化コミュニケーションなど様々な分野と関係してい

る。異文化理解や異文化コミュニケーションなどの言葉は良く耳にするが、異文化理解と

は何か、異文化コミュニケーション能力とは一体どのようなものを指すのか。さらには、

本学における中国語教育を通じた異文化理解とは何か、本学の中国語教育を通じた異文化

コミュニケーション能力の育成とは何かが定義、議論されないまま、その術語だけが独り

歩きすることを（自戒を含め）憂慮している。言語習得、言語教育、異文化理解などは近

接の研究領域であるけれども、明らかに別領域のものである。それぞれの研究成果を無視

し、「その言葉が話されているところで生活すれば話せるようになる」と言ってしまうのは

あまりに無邪気すぎる。その国に行っても話せないまま帰ってくる者などたくさんいる。

外国語が話せるようになる（或いはならない）というこの不思議を解明しようと日々様々

な研究が行われている。言語の学習に異文化理解、異文化コミュニケーション能力の育成

を盛り込むことで、かえって本来の目的が見えにくくなってしまうことがある。この問題

を回避する方法は、目的別にイベントを分けることなのではないかと考える。 
集中授業であれ、SV プログラムであれ、「中国語が好きになりました。」「中国に行く前

はあまり良い印象はなかったけど、実際行ってみると違って、今は大好きになりました。

またいつか行ってみたいです。」といったコメントを学生から引き出すことに留まるのでは

なく、他の表現形式で学習成果や学生の内面的変化を明示できるようにすることが大学教

育においては必要であると私は考えており、今後の今後の課題としていきたい。 



百川东到海

——国立横滨大学交流之感想

江南大学  汪双喜

很荣幸，能作为带队老师，与吴颖老师、7 位日语系的同学来到

日本，来到美丽的国立横滨大学进行交流。在学校项目组精心安排下，

走访了东京、横滨、镰仓，与日方师生一起交流。这次见习让学生体

验了日本深厚的民族文化和极具魅力的现代文明。作为带队老师，我

受益颇多。虽说时间不长，但给我留下了深刻的印象。如，一些青年

学生愿意选择学习中文，并且学得很刻苦。在较短的时间里，就能取

得不错的水平，能简单地交流，非常不宜。

让我们一行人从第一天就感受到的是环境整洁。走到哪里，哪里

都很干净。天空也很蓝。很明显，这都是全体市民共同塑造的。关于

卫生处理就不说了，房东就卫生如何处理，在来访头一天，专门讲了

很长时间，让我们都咂了舌，大费脑筋。一天，我们走在路上，一辆

路政的车在修理马路，马路中间有块路面有破损。我记得，修理工人

不多，三个人，把区域划定，认真做工，在区域内部有干活中形成的

垃圾之外，区域外部干干净净，洁净程度没有丁点地受到影响。

我想说的是，拥有美好的环境是靠每一个人长期坚守的。所有事

情，何尝不是如此呢。生命在一点一滴地累计，友谊也要一点一滴地

累计。

在我们交流期间，教师与教师、学生与学生、教师与学生都有着

很好的互动，大家从生活、文化、教学都有着较好的沟通。负责项目

的新沼、长谷川、村田老师也都融入进来，还引导我们去参观一些代

表日本民族文化历史的典型建筑、文化场馆以及街道风情。在一点一

滴地参观中，我们逐步汇成对日本民族和文化的认识。在一点一滴地

交流中，我们也逐步建立起彼此的理解和融洽。



初めて日本への旅 

  江南大学    呉 頴 

日本語学科の卒業生としても、日本語の教師としても、ずっとこの目で実際の日本をみ

たかったです。卒業してからもう１０年たちましたが、日本へ行きたい夢は諦めてあきら

めていません。「平成２４年度留学生交流支援制度プログラム」を利用して、2012 年 11

月 10 日から 19 日まで７名の学生と同行して、横浜国立大学へ短期研修に行きました。9

泊 10 日の短期研修で、明治新宮、ＮＨＫテレビ局、浅草寺、鎌倉大仏、江ノ島などいろ

いろなところを見学しました。それに、横浜国立大学で授業参観、学生との交流などで、

たいへん有意義で楽しかった毎日でした。 

以前教科書に出た日本ではなく、本当の日本の姿をこの目で見ました。初めて日本への

旅ですから、なんでも面白くて興味津々でした。私が見たい日本と日本が私に見せたとこ

ろを両方感じました。まず感じ取ったのは日本人の行き届いた心づかいです。初めての海

外旅行だから、空港に着いたら、どこでどのように手続きをしようかちょっと困っていま

した。中国の空港だったら、受付に行って係員に聞いたら、親切にしてくれることができ

ましたが、大きい荷物を持って、受付や係員を見つけるのも大変でした。でも、日本の空

港に行ったら、ちょっと立ち留ってどうしようかと迷っている瞬間、すぐ係員が目の前に

現れて、行きたいところに案内してくれました。小さなことですが、困っている人にとっ

てはずいぶん助かりました。 

もう一つは日本は規則を守る民族です。切符を買うにも、トイレに行くにも、電車に乗

るにも、列をきちんと並びます。町を歩いても、エレベーターに乗っても、左側に立って、

右側に急いでいる人に間を開けます。いくら急いでも、いろいろルールを守って列を乱し

ません。それに、ゴミ処理のことですが、ゴミの種類によって、分け方、出し方が違いま

す。一見してみれば面倒くさいですが、日本人は規則どおりにごみを分けておいて、指定

された日に出します。そういうことも、日本人の環境保護意識を強く反映しています。 

もちろん、ほかに、印象深いこともたくさんあります。例えば、ずいぶん整備された道

路、食べ物のおいしさ、坂も多い、ガラスも多い川崎市などです。 

日本と中国は一衣帯水ですけれども、自分の特色を持っています。日本へ行かなければ、

本当の日本の姿を感じ取ることができないです。この「留学生交流支援制度プログラム」

は、国際交流行動を展開することによって、国際的なコミュニケーション能力、異文化を

理解する力を育成するためです。いま厳しい国際環境のなかで、異国の文化を体験したり、

お互いの文化を伝えたりして、異文化に対しても寛容な雰囲気に努め、青年たちによって

スムーズな国際対話を行うのはたいへん大切だと思います。 



 訪日の心得 

 

                      大連理工大学 外国語学院  唐暁煜 

 
  この度、初めて大連理工大学の学生の引率として横浜国立大学に伺わせていただきまし

た。帰校の諸先生のご協力をいただき、無事に、しかも、実りのある旅を終えることがで

きました。私は、日本語を学び、そして、大連理工大学において日本語教師として勤める

ようになって以来、ずっと日本語に感謝の気持ちを持って暮らし、仕事をして参りました。

日本語を教授するだけでなく、日中の交流に参加させていただく機会をいただいたからこ

そ、私の世界観が広がり、そして、この運命は私にとっての大きな幸運であることが分か

ってきました。 
  以前、交換留学生や派遣教員として日本へ行ったことはあったのですが、この度は学生

の交流を中心とした活動の引率でしたので、日本社会が中国の大学生に何を伝えてくれる

のか、或いは、中国の大学生はどのように日本社会を読み取ってくれるのか、ということ

について出発前から大変注目していました。成田空港に着くと同時に、その答えが与えら

れたかのように温かい雰囲気が私たちを包んでくれました。到着ロビーを出ると、そこに

は去年の夏に短期留学で本校を訪れていた学生たちが出迎えてくれていました。その中の

二人の学生はどこで買ってきたのか、「中国」という二文字が胸に書かれたジャージを着

て迎えてくれました。そのようなジャージは中国で 80 年代にスポーツ選手が着ていたユ

ニフォームで、今では中国でもあまり見られません。この光景を見た中国の学生たちはみ

んな感動して、このことでスムーズに日本の学生たちと溶け込み会話を始めることができ

ました。そして、その後も予想どおり、中国の学生たちは充実した有意義な十日間を過ご

すことができました。 
 長年にわたり日中の交流に力を入れ、幾度も本校を訪問していただいている帰校の村田

先生が私たちの宿泊先でお出迎えしてくださいました。村田先生には、オリエンテーショ

ンだけでなく、翌朝電車の駅まで送って、切符の買い方を教えてくださるなど、生活の細

かいところまで気を配っていただきました。駅の改札口を出ると、今度は同じく帰校の長

谷部先生がお出迎えくださいました。長谷部先生の案内で、私たちは帰校へ向かいました。

道中、帰校は一体どんなところなんだろうと、みんな気持ちを抑えられないほどわくわく

していました。そして、ついに帰校のキャンパスに着きました。緑に囲まれ、とても静か

で、きれいな建物が立ち並び、どこもここも整然とした感じを受けました。学長、副学長

も時間を作って面会してくださった上に、夜のレセプションまで準備し、おもてなしをい

ただきました。そこで私たちは御馳走をいただきながら、各自の勉強や仕事、及び生活の

ことなど、更に今後の交流と連携についても歓談を深めました。出席していただいた帰校

の先生方は学生を励まし、今後の交流をサポートする意向を示してくださいました。その

話を伺った私たちは無論再び心が温まりました。 
 10 日間の中で、学生の発表は一番印象深いものでした。それは善隣協会の会員でもあ

る村田先生を通じ、日本国際善隣協会へ出向き、交流することができたことです。そこで

9 名の学生が「90 後」をテーマに発表しました。「90 後」というのは、1990 年代生まれを

指すもので、良きにつけ悪しきにつけ、「最近の若者は・・・」と言われる世代でもあり

ます。その発表の中で、90 年代生まれは「頭がよくて自信を持っている」、「自分の個性

を主張する」という長所が提示された一方、「協調性がない」、「個人主義」というマイナ

ス点も指摘されました。その原因について中国の「一人っ子政策」、「経済が発展して生活

が豊かになった」などという分析も加えられました。学生たちはまだどのように「非主流」



と言われる考えを主流文化に溶け込めるのか戸惑っていたようですが、その中でも必要な

思考を行えていたように思います。また、この交流を通じ、学生の心の声が聞けたように

も思います。そして、善隣協会の皆様からも大変参考になる貴重なご意見を頂戴すること

ができ、大変ありがたく思いました。 
 楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますが、有意義なことはいつまでも学生の記

憶に残るに違いありません。この 10 日間、村田先生の案内で NHK ビル、明治神宮、ま

た幾度も本校へ学生を引率してくださっている新沼先生の案内で鎌倉大仏、江ノ島の夜景

などの見学が実現しました。その他、岡倉天心に関するシンポジュームを聞き、帰校の学

生の発表会に参加したり、梶ヶ谷小学校での授業参観など、実に中国の古いことわざで言

うところの「百聞は一見に如かず」どおり、今回学生たちが経験させていただいたことは

永遠に忘れられないものになったと思います。 
 大連に戻った後、本校日本語学科内で「訪日発表会」を開きました。そこで学生たちは

「日本の衛生、秩序、日本人の思いやりの心などが素晴らしい」ということを口々に語り

合っていました。もちろん日本人の学生たちとの友情も深まったと言っていました。この

ような友情を有すればこそ、日中間の交流は人と人、学校と学校との間に留まるのもので

はなく、きっと国と国との交流にも発展されるものであると心から信じています。 
 
 

这次我第一次作为大连理工大学外国语学院的带队老师，随日语系两位老师及带领 7
名学生赴横滨国立大学进行交流学习。在日方老师的热情接待和积极协助下，我们顺利完成

了有收获的 10 日之旅。我一直以为正是因为学习了日语，才进入了理工大学成为了一名大

学教师，才有机会参与到同日本人及日本的大学进行的交流学习中。正是因为日语让我的世

界变得更广阔，因此我一直怀着感恩日语的心情在工作和生活。越是参与到中日交流中就越

是能体会到我的幸运。 
以前曾经作为交换留学生和工作派遣来到日本，但这次带队是以学生交流活动为中心展

开的，因此更加关注日本社会会向中国学生传递怎样的信息，或者说中国学生会在短短的

10 日行程中怎样解读日本社会。一到达东京成田机场就仿佛给了我答案。一出机场出口，

我们就被暖暖的气氛包围着。去年夏天曾到我校的几个日本学生已经在那里等我们了，有两

个男生穿着不知从哪里买到的印有“中国”二字的运动服，要知道这种老女排穿的运动服现

在在中国都是看不到的，作为中国人看到这样的迎接场面自然是感动油然而生。有这样的融

洽的场面预示着这次访日交流一定是不虚此行的，正如预想的那样学生们度过了既充实又有

意义的 10 天。 
长年致力于中日交流、曾经多次到我校访问及讲座的村田忠禧教授已在住处等候我们，

不但向我们详细说明了 10 日的行程安排，也在生活细节方面做出了关照。第二天早晨，村

田老师还送我们到电车站口，教学生们如何买票。到了横滨国立大学站出站口的时候，横滨

国立大的长谷部老师已经在那里等我们了，在随着长谷部老师一同走向学校的时候，大家的

期待心情已经变得更加浓烈了，那个我们的日本朋友每天工作和生活的地方是什么样子的

呢？每个人都禁不住在心里揣测着。终于到了国大的校园，那里绿树成荫，宁静素雅，每栋

建筑都干净整洁，透着井井有条的气息。校长副校长接见了我们一行人，当晚还为我们准备

了欢迎晚宴，大家一起用餐并叙谈了各自的学习、工作和生活，同时也畅想和规划了今后的

交流与合作。在欢迎会上认识了国大的许多老师，他们在会上做了自我介绍，并表示了对学

生的鼓励，以及对今后交流活动将大力支持和协助的态度。我们又一次心生温暖。 
在 10 天的行程中，其中的一次发表会令我印象深刻。经村田教授的联络，我们得以到

国际善邻协会进行交流学习。在会上，我校的 9 名学生以“90 后”为题分别表述了上世纪



名学生分别表达了访日的心得和感想。在他们的语言中离不开日本的“卫生好，秩序好，素

质高”，当然还表达了“同日本学生的友情”变得更加深厚了。

有了这份友情，我们有理由相信，这样的交流活动不但是人与人、学校与学校的，更是国家

与国家间的交流。



SV　横浜国立大学
学習成果に関するレポート



2012 年 9 月 9 日～9 月 28 日に実施した横浜国立大学の SV の学習成果に関するレポート 

SV プログラム参加者 30 名 研修先 大連理工大学 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

川崎 有貴  経済学部 経済システム学科 経済コース 1 年 

約 3 週間、大連理工大学で中国語の集中授業に参加しました。ここ最近の領土問題によ

る日中関係の悪化もあって、当初私は中国に対して良いイメージを持っていませんでした。

このプログラムに参加したのも、中国という国に特別興味は無く、中国語を上達させたい

からであり、行く直前に日中関係が特に悪化してしまったときに、参加したくないと少し

思ったくらいでした。

私たち 30 人は 6 つの班に分かれ、それぞれに大連理工大日本語学科の 2 年生が 1 人ずつ

付いて行動しました。私の班は郭さんという男の子でした。初めは彼と私たちの間に距離

がありましたが、毎日一緒にいるうちに仲良くなって、ご飯を食べたり、出かけたり、冗

談を言ったり、とても楽しかったです。1 日郭さんに会わないと寂しくなって、みんなで彼

にご飯のお誘いの電話をするほどでした。また郭さんの先輩のインさんや、ルームメイト

の李さん、3 年生のチョンチョン、2 年生の唐さん、ここに書ききれないくらいたくさんの

中国人と仲良くなりました。世の中では反日感情が高まっているにもかかわらず、彼らは

とても親切にしてくれましたし、むしろそんなこと気にしていないようでした。

 街に出るとやはり緊張したり、気分を害されることが多少はあったのですが、今の時期

であるのでそれは当然のことだと思います。バスのなかで睨まれて少し緊張したことがあ

りました。でもそれは私たちが日本語でお喋りをしていたからだと思います。日本でだっ

て公共の場所で外国人がベラベラ喋っていたらイライラするのは当たり前だと思います。

中国で嫌われぎみである日本人ではなおさらのことです。でも街でもそんな人ばかりでは

ありませんでした。日本食に餓えた私たちの行きつけの「蘭の麺料理」という日本料理店

があるのですが、そこのおばさんは一見無愛想なのですが何回も行くうちに笑顔を見せて

くれるようになり「好吃了」というとニコニコしてお礼を言いながら食器を片づけていき

ます。何となく私たちを受け入れてくれている気がして本当にうれしかったです。週末に

行った青海広場でロープでつるされて海上を飛行するアトラクションをやったのですが、

着地点にいるおじさんがとても気さくな人で私たちが日本人だと分かると、熱心に中国語

を教えてくれました。海外に行ったらその国の人の立場になって少し気を使って生活すれ

ば問題はないと思いました。やさしい人はたくさんいます。

 中国に来て初めに驚いたのが交通ルールです。一番驚いたのは、車が猛スピードで行き

かう道路を歩行者が平然と横断していくことです。私は車の中に飛び込むことができなく

て、いつも中国人と一緒に道路を渡っていました。私は中国へ発つ前に自動車免許をとっ

たばかりで道路交通にとても興味があったので、共同授業では絶対「日本の道路交通」を



テーマにしたいと思って、既に別のテーマで PPT を作っていましたが、中国に来てから作

り直しました。また終盤に少し体調を崩して薬をもらいに病院に行ったのですが、中国の

病院はたくさんの検査をしたり、薬を必要以上に出すことでお金をとるシステムで、交渉

しないと大変高額になってしまいます。医療もビジネスなんだなとびっくりしました。

 この授業に参加しての学習効果としては、日本で中国語を勉強しているだけでは到底あ

りえないくらい自然に中国語を身につけることができたと思います。例えば、教科書に日

常のあいさつが載っていますが、日本にいるとき勉強の範囲でしか中国語を使わないので

「谢谢」は言えても「どういたしまして」という言葉がとっさに出てきません。中国にい

ると、ドアを押さえてもらったとき、買い物をして帰るとき、中国語を教えてもらったと

き、お礼を言ったあと必ず皆が「ブークーチ，ブークーチ」と返してきます。そうして何

度も何度も耳にするうちに自然に「谢谢」の後には「不客气」が言えるようになりました。

また、授業で習った文章を中国の友達に話しても全く通じないことがありました。それは

文字一つずつにある声調が間違っていたり、日本人には分かりづらい音の違いがあったり

するためで、例えば同じ「shui」でも三声で水、四声で睡となってしまいます。個人的に

一番発音が難しいと思う「日语 riyu」ですが、「りーゆう」と言っても中国人には本当に全

く通じません。言葉では説明しづらいのですが簡単に言うと下を丸めて「いーうー」と発

音すると「日语」になります。中国人には英語がほとんど使えないので（これも驚いたこ

とですが）中国語を話すしかありません。中国語で何とか伝えようとしているうちに、そ

うした日本では習得できない微妙な口の形が感覚的に分かるようになったと思います。 

 この授業に参加する前から、私はどこかに留学したいなと漠然と思っていました。中国

に来て語学力が上達しただけでなく、異文化を理解して、たくさんカルチャーショックを

受けて、たくさんの人との出会いがあって、本当に毎日が刺激的で楽しくて、留学したい

という気持ちが強くなりました。 

 村田先生、新沼先生、大連理工

大学の孟先生、唐先生、吴先生に

は大変お世話になりました。あり

がとうございました。日本語学科

のみんなとは一生忘れないたく

さんの思い出ができました。みん

なはこれからも交流していきた

い大好きで大切な友達です。また

横浜国立大の仲間とは 20 日間い

ろいろと大変な中協力して過ご

して絆ができました。これからもみんなで中国語を切磋琢磨しながら頑張ろうと思います。 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

田中 友理  経済学部 経済システム学科 1 年 

私は中国語を学びたい、そして中国の現状を知りたいと考え、この大連理工大学での３

週間のプログラムに参加した。このプログラムに参加することで、私は中国語力を向上さ

せると同時に、価値観を大きく変えることができた。

私は中国へ行く前、中国に対してあまり良い印象を持っていなかった。中国における半

日デモが国内でも大きく取り上げられる今、これはおそらく多くの日本人が持っている感

情だと思われる。しかし実際に中国へ行ってみると私の中国への印象は激変し、中国が大

好きになった。

最初に中国に着いて思ったことは、「中国は都会である」ということだ。私の中で、中国

はあまり進んでいない国、というイメージがあったのが、実際はそのようなことはなく、

大きなビルがたくさんあり人通りも多かった。学校が一つの町のようになっていることに

も驚いた。大連理工大学の中には、病院やスーパーマーケット、住宅など日本の大学には

ないものがたくさんあった。街はとてもおおきく、横浜よりもたくさんの店があった。中

国は想像よりも清潔で体調を崩すことなく３週間快適に過ごすことができた。

中国人への印象も大きく変わった。中国人は想像よりもはるかに優しかった。大連理工

大学の生徒だけでなく、学外の人たちも私たちを歓迎してくれた。日中の歴史的な問題に

よって日本人は街で白い目で見られるかと思っていたが、街で「日本人です」と答えても

みんな親切に接してくれた。むしろ知っている日本語を使ってくれたり、日本語を教えて

と話しかけてくれたり友好的であった。中国人はおおざっぱな人たちかと思っていたが、

現地でできた友人たちは細かい心遣いをいつもしてくれて、人間的にも学ぶべきところが

たくさんあった。

授業には、日本語で中国語を習う授業と、中国人と交流する授業があった。交流授業で

は、日常的なことに対する日中の違いや、政治的なことに対する日中の違いについて意見

を交わすことができた。中国における儒教の重要性や中国の社会主義に関しての話を聞く

ことができたことは、今後の中国の理解にとても役に立つと感じた。授業で私は「日本の

高齢化社会について」発表した。できるだけ簡単な日本語でプレゼンテーションするよう

努めたが中国人の学生には少し難しかったようである。それでも中国の学生は熱心に聞い

てくれ、質問までしてくれた。日本の高齢化問題は深刻である。中国もこのまま一人っ子

政策を続ければ、何十年後かに高齢化に苦しむ。中国は日本とほぼ同じ課題を抱えていく

だろう。一足先に高齢化を迎えた日本は高齢化問題に関するノウハウを持っているはずで

あり、高齢化対策の面において日本は国際的に活躍することができると考える。日本と中

国の協力は両国にとって必ずプラスとなる。

 



私は以前、日本の友人に「夏休みに中国へ行く」と話したら、その友人に「なんで中国

に行きたいの?私は中国人が嫌いだ。中国人なんて理解できない。」と言われたことがある。

その友人は中国に行ったことはなく、日本で得た情報だけをもとにそのように考えている。

この友人は極端な例ではあるが、私は、周囲の人のそのような中国に対する偏見や固定観

念をなくしていきたい。中国は素敵な国であり、また日本も素敵な国である。私は今回の

プログラムに参加してそう強く感じた。

私は今回のプログラムで生まれて初めて海外へ行った。中国へ行くことで中国に対する

考え方が大きく変化した。そして外国へ行くとその国に対する考えが大きく変化するとわ

かった。私は様々な国に対する考えをできるだけ正確に持つため、多くの国を訪れたい。

一人一人がお互いの文化を理解すれば国家同士も友好的な関係も築くことができるはずで

ある。まずは中国へ行った経験をもとに、中国人の優しさや心配りを日本の友人に伝えた

い。そして、日本と中国の関係がより良くなるために努力したい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

寺田 真也  経済学部 経済システム学科 経済コース 1 年 

 私が今回のプログラムに参加した理由は主に二つあります。一つ目は単に中国語の能力

を上達させたかったからです。日本で週 3 時間だけ勉強するより、実際中国へ行って 20 日

間どっぷり中国語の学習をする方が確実に効率的だし、意味のあるものになると思ったか

らです。中国へ行く前から、将来の働き始めた自分が中国語を話せることは自分にとって

必ずプラスになると思っていたので、このプログラムについて聞いたとき、とても惹かれ

ました。二つ目は、中国をはじめとする周辺の諸外国に対する偏見を払拭したかったから

です。テレビやインターネットによって植えつけられた偏見を、実際に中国へ行くことに

よってまず自分自身の内にある偏見を取り除き、そして中国で実際に見聞したことを周り

の人に伝えていくことで、周りの人の外国に対する誤った偏見を取り除きたいと思ったか

らです。といっても自分自身、中国へ行く前から自分の持つ中国に対するイメージが誤っ

た偏見だとわかっていたわけではなく、むしろそのイメージは実在のものだと信じていま

した。なので、自分自身が中国へ行くことに少なからず不安がありました。しかし、そこ

で逃げては自分を成長させることができない、この機会に自分の内面を磨こう、と考え中

国行きを決意しました。これが本当の二つ目のこのプログラムへの参加志望理由であり、

今思うと、偏見を取り除きたいというのは後付けの理由だったのではないかと思います。

 そんな複雑な心境の中、私はついに大連にたどり着きました。大連理工大学は全寮制の

大学で敷地内にたくさんの寮や民家らしきもの、スーパー、スポーツ競技場などがあり、

日本の大学よりも学生生活は充実してそうだなと感じました。それから、中国生活の印象

として大きいものはやはり物価だと思います。大抵のものは日本の十分の一から三分の一

の値段で買え、三週間近く滞在していると金銭感覚がおかしくなり、日本に帰ってからの

 



購買意欲が急降下します。中国で自分自身がもっとも安くて得したと感じたものは煙草で

す。煙草は安いものだと日本の四分の一程の値段で手に入ります。そのため、お土産に買

って帰るととても喜ばれるのでお薦めです。

 大連理工大学では私たちは平日の午前中はしっかりと中国語の授業を受けました。初め

のころは授業で出てきた、日常会話などで使える簡単なフレーズを覚えては、仲良くなっ

た中国人の学生に披露して手に取るように中国語の語彙力が上昇しているのがわかりまし

た。これは、日本にいては決して味わうことのできない感覚だと思います。しかし、そん

な好調子も長くは続かず、授業の回を追うにつれて授業で学んでいることと、町で聞く生

きた中国語のレベルの差を思い知りました。いくら授業をまじめに取り組んでも、外で聞

く生きた中国語を理解することは無謀でした。まず、リスニング能力が未熟すぎました。

相手がいくらゆっくり話してくれても、四声を聞き分けることができず、漢字が浮かびま

せん。そしてたとえわかったとしても、どうしても中国語の発音が日本風のカタカナ発音

になってしまって全く通じず、最終的に紙とペンを使って筆談で伝えるしかありませんで

した。今回の中国渡航で本当に多くを学び、たくさんの物を得ましたが、中国語の能力は

予想よりも全く上達しませんでした。もう少し、各自中国語の勉強をしてから行くべきだ

と思います。しかし私は何も分からないこの時期に行くことも大きな利点はあると思うの

で、定期的にこのようなプログラムに参加して、重点的に中国語の学習をすることが一番

の近道だと思いました。そうすることで、単に中国語を学べるというだけでなく、中国と

いう国そのものに興味を持ち、自らの視野を広げ、将来の自己形成に大きく影響を与えら

れると思うからです。

 大連理工大学では平日の午前中授業のほかに日中共同授業という日本人と中国人が一緒

に授業を行う機会も多数準備されていました。具体的には日本人学生が中国人学生に対し

て日本語で日本の文化などに関して発表を行うというものでした。実際に私も中国人に対

して「日本の有名な寺」というテーマで発表しました。発表するまで中国人学生は日本の

お寺に関してどのくらいの知識があり、またどのくらいのレベルの日本語まで理解できる

のかわからなかったので、とても不安でした。しかし、いざやってみると一文一文しっか

りとリアクションしてくれ、ちゃんと伝わっているのだとわかり、結果とてもやりやすか

ったです。中国人学生がもともとどれほど日本の寺についての知識があったのかはわかり

ませんでしたが、少なくとも私の発表した寺についての名前くらいは覚えてもらえたので

はないかと思いす。

また、この日中共同授業は中国人学生と日本人学生が混ざって授業を受けるので、必然

的に近くの席の中国人学生と交流でき、より深い人間関係を築くことができました。そこ

で交流して思ったことは、やはり話す言葉は違えど、住む場所は違えど、考えていること

はどこの国の人も根本的には変わらず、私たちが持つ外国のイメージというのは一部の過

激な思想をもった数人をメディアが誇張して表現しているにすぎないのだということです。

私たちが渡航していた間、ちょうど中国では反日運動が激化したらしく、日本の友人から

 



たくさんのメールをいただきました。しかし、実際に反日思想の的になったということも、

そのような現場を見たということもありませんでした。私たちは中国にいる間ほとんどテ

レビを見る機会がなかったので、そのような状態だということすら聞かされるまで知りま

せんでした。これこそメディアの誇張報道と洗脳能力を思い知らされた瞬間でした。あの

ような報道の一方、私たちは中国人学生と毎日のように会い、話し、交流していました。

僕も日本にいては、報道に騙されて、中国や中国人のことを嫌いになっていたかもしれま

せん。しかし、あのような期間にいたからこそはっきりと言えます。中国人も日本人も根

本的には何も変わりなく、中国人は言葉の通じない日本人に対してもとても親切に接して

くれます。このことが直にわかっただけでも、今回のプログラムに参加した意義は十分に

あったと思います。これからはこのことをより多くの日本人に伝え、報道に騙されない強

い自己の形成を目指したいと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

根本 友輔  経済学部 経済システム学科 経済コース 1 年 

 今回のプログラムに私が参加した理由は、中国語を習得したいと言うのはもちろん、海

外に行くことで知識・見聞を拡げ、日本の現状を客観的に見ることができるようになりた

いと考えたからです。また、自分の一生でこういったプログラムに参加する機会はほとん

どないと考えたからです。ここではプログラムの中での体験やその中で自分が抱いた考え

を記述していきたいと思います。

 出発前までは、日中関係の悪化に伴い、私の心の中では次第に中国にあまり行きたくな

いという感情が高まっており、親戚や友達にも行って大丈夫か？といわれ続けていました。

 



しかし、実際に中国に行き、そこで生活してみるとそうした心配は杞憂に終わり、そのよ

うな考えはマスコミなどによって作り出された日本人の固定観念にすぎないということが

わかりました。実際、スーパーやレストランの店員はとても親切かつフレンドリーで、私

らが日本人だと知ると身振り手振りや易しい中国語、時にはぎこちない日本語で一所懸命

に私たちに説明してくれました。もちろん、反日の人もいたわけですが・・・。そして何

より中国の学生の方々の存在がとても大きく、彼らは常に私たちを気遣ってくれ、来たば

かりで不慣れな私たちのために毎日付き添っていろいろと教えてくれました。仲良くなっ

ていくにつれ、一緒にスポーツをしたりお互いの寮に遊びに行ったり、二人で悩みを話し

合ったりなど、国を超えた親友もたくさん得ることができました。彼らとはこれからも付

き合っていきたいです。尖閣などの諸問題により日中関係が悪化しつつある今だからこそ、

私はこのような関係性が重要だと考えています。上からの変化が望めない今、下からそう

した意識を常に持って行動することが大切なのではないかと思いますし、そうすべきなの

だと思います。

 学習面に関して、私はこの２０日間で中国語のスキルが飛躍的に伸びたことが実感でき

ました。私は授業に能動的でいることはもちろん、大連理工大学の学生と積極的に話し、

またスーパーやレストランでもただ単語だけで自分の意思を伝えるのではなく、なるべく

文で話すようにしました。そうしたお陰もあり研修後半には少しですが自分のいいたい事

がすぐに中国語で出てくるようになりました。また、実際に大連で暮らし大連の学生たち

と関わっていたことによって、本場でしか得ることができない実践的な活きた中国語を得

ることができましたし、時勢的な言葉をいろいろと知ることもできました。

 語学だけでなく文化的・慣習的な体験も私にとってとても大きなものでした。プログラ

ムの中には太極拳や水墨画も含まれており、大学の外に出て文化を直に感じることもとて

も新鮮でなおかつ楽しいものでした。日本ではあり得ないことでも中国では当たり前であ

るようなことも経験でき、そうした体験もまた貴重なものでした。その中でも特に、道路

の横断は私を戸惑わせました。中国では日本とは異なり車優先社会であるため横断歩道が

あまりなく、そのため歩行者は車がビュンビュン飛び交う車道を平然と渡っていました。

終わりのほうこそ慣れはしましたが、毎日道路を怖がって横切っていたことを覚えていま

す。それも今では貴重な体験だったと感じています

 一生付き合っていきたいようなかけがえのない仲間と２０日間を過ごせたこと、研修中

に自分の誕生日を日中のみんなで祝ってくれたこと、危険な中国情勢に際してみんなで真

剣に話し合ったこと、中国の学生が受ける英語の授業に出席させていただいたことなど、

他にもこの場では書ききれないほど貴重で濃い体験がたくさんありました。この先自分の

人生の中で、もう二度と同じような体験をする機会は訪れないだろうと思います。だから

こそ、私はこのプログラムを経て得たことを活かし続けていきたいと思っています。

 この研修を通しての私の一番の収穫は、物事を最も早く且つ効果的に習得するためのベ

ストな手段は、積極的に自分を厳しい環境の中に置いてその中で精一杯努力することだと

 



いうことを知れたことでした。“実践に勝る方法はない”という言葉をよく耳にしますがま

さにその通りだと思います。日本で受ける普通の授業と今回のような集中授業では天と地

ほどの差があると思いますし、実際に帰国後の授業でもそれを実感できました。だから私

はこれからも自分を常に厳しい環境下に置き続け、その中で精一杯絶えず向上していきた

いと思います。

 最後に、講師方々をはじめとして今回のプログラムに携わっていただいた全ての方に感

謝の意を表したいです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

月形 百花  経済学部 国際経済学科 1 年 

 このプログラムに参加した理由は、とても単純なもので、中国に興味があったからとい

うものである。日本と中国は昔から、良い意味でも悪い意味でも、とても深い関係がある。

また、中国は今、世界の中でも特に急発展を遂げている国である。そんな中国に実際に行

き、中国という国を自分の肌で感じたかったのだ。

しかし、最初に中国に行くと決めたときは、不安でいっぱいだった。例えば、環境の変

化、食事、中国人の方と仲良くなれるかどうかなど。しかし、今思えば、そのような不安

は無用だった。寮はとてもきれいで、中華料理もとても美味しく、何より中国人の方たち

はとても親しみやすかったからである。中国人の方たちは、積極的に話しかけてきてくれ、

私たちのおぼつかない中国語にも、優しく返事をしてくれた。そんな中国人と過ごした 3
週間は最高に楽しかった。

中国で過ごした 3 週間は新鮮で驚くことだらけだった。特に食事のことである。とても

美味しい料理を、日本では考えられないほどの安さで、食べることができるのだ。また、

スーパーで売っているお菓子やフルーツなどもとても安く売られていた。どれもおいしく

て安く、また聞いたことのないような料理がたくさんあって、毎日の食事がとても楽しか

った。そのような食事の場所で学ぶことができたことは、店員とのコミュニケーションの

取り方である。現地に行って、現地で体験するからこそ、店員がよく言う文句や、店員と

の間の決まり文句などを、実際に肌で感じながら学ぶことができた。実際に中国人が話す

速さでのコミュニケーションだったので、リスニング力もついたと思う。

また、中国語 2ｂの試験として、みんなの前で中国語のスピーチをした。私は、「中国で

の思い出」というテーマのもとスピーチをした。原稿に関しては、自分で調べながら中国

語で書き、それを中国人の友達に訂正してもらった。自分で調べるだけではわからないよ

うな言い回しや文法を、教えながら訂正してくれ、さらに実践的な中国語を学ぶことがで

きた。発音に関しては、特に苦手な分野だったので、とても苦労した。しかし、中国人の

友達が夜遅くまで熱心に指導してくれ、発音の仕方を身に付けることができた。中国人の

方に、一対一で教えてもらえるからこそ、自分の苦手なところを重点的に学習することが

 



でき、より中国語の能力を伸ばすことができたと思う。

中国での集中授業によって、中国語を上達できただけでなく、一生の思い出や、かけが

えのない友達を作ることができた。一緒に中国に行った日本人の方たちとは、異国での生

活を共にし、協力しながら困難を乗り越えたことで、友情を深めることができたと思う。

また、中国人の方たちには、感謝の気持ちでいっぱいである。最初は赤の他人であった私

たちを、いろいろな場所に案内してくれ、楽しませてくれた。例えば、海や遊園地やカラ

オケに連れて行ってくれたり、一緒にスポーツをしたり、中国語の歌を教えてくれたりし

た。どれもとても楽しく、一生忘れられない最高の思い出になった。

中国語を上達できたことはもちろん、中国人の方たちと友達になることができたので、

このプログラムに参加して本当に良かったと思う。反日の影響もあり、中国に対して偏見

を持つこともあったが、実際に中国に行くことで、そのような偏見の無用さを感じること

ができた。目や耳で聞くだけでなく、実際に肌で感じることが重要だということを、この

プログラムで学ぶことができたと思う。これからも、興味を持った国には積極的に行き、

たくさんのことを肌で感じたい。そして、このプラグラムのおかげで、さらに中国への関

心が強まったので、これからも中国語を熱心に学び、中国に関する知識も増やしていきた

い。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東浦 有香  経済学部 国際経済学科 1 年 

共同授業で行った報告のタイトル  「日本観光における中国」

 私がこのプログラムに参加した理由は、日本とは違う外国の暮らしを体験してみたかっ

たからです。今まで外国に行ったことがなく、不安な気持ちもかなりありましたが、多く

の日本人と一緒に行けるということで不安も軽減され

 



たし、元々大学生になったらいろいろな国へ行ってみたいと思っていたので、今後自分で

外国へ行くための予行練習になればいいと思い、参加することを決めました。

 このプログラムに参加して得られた成果として、まず挙げられるのはやはり中国語の能

力の向上です。中国に行く前に大学で中国語を学んでいたとはいっても、それは数ある授

業のうちの 1 つでしかなく、実際にしゃべれることと言えば挨拶と自己紹介程度でした。

しかも、自分が正しく発音していると思っていても、中国の人にはまったく伝わらないと

いうことが何度もあり、最初のうちは、スーパーでものの値段を聞くことも、お店の人の

答えを聞き取ることも一苦労でした。しかし授業の中で、生活に使えるフレーズを教えて

もらったり、中国人の友達に教えてもらったりなどして、中国語に慣れていくにつれて、

会話の中で聞き取ることのできる言葉が増えていきました。相手の言いたいことが分かる

ということが、こんなにうれしいことなのだと感じた瞬間でした。そして、最後には洋服

屋さんで値段の交渉をしてみたり、どの食べ物がおいしいのかをお店の人にきいたりする

こともできるようになりました。もっと中国語を使ってみたい、という日本では絶対に感

じることのない気持ちになったと同時に、相手の言っていることを理解できないこと、自

分の考えを伝えられないことにもどかしさを感じました。今までは受動的だった中国語の

学習ですが、これからはもっと積極的に勉強して、今回のプログラムで知り合った中国の

友達と中国語で連絡を取り合ったり、今回日本語学科の人がやってくれたように、中国語

で日本を案内してあげたりできるようになりたいと思います。

 もうひとつ、このプログラムを通して得

られたことは、今まで持っていた中国のイ

メージと実際の中国の違いに気づけたこ

とです。日本人は中国人に対して「中国人

は反日感情を抱いていて、中国は危ない国

なのではないか」といった、あまり良くな

いイメージを持ちがちだと思います。正直、

私も中国へ行く前はそうでした。しかし、

このプログラムを通して、そのイメージは

完全に偏見でしかなかったのだと感じま

した。確かに日本で報道された通り、日本

人だとわかると殴られた、というようなこ

ともあったのかもしれません。しかし、私

たちが日本人だとわかると、嬉しそうに日

本語で挨拶してくれる人、中国語が分から

ない私たちのために紙に書いて説明して

くれる人など、大連理工大学の学生さんや

お店の店員さんには、親切な人もたくさんいました。むしろ中国の人たちの優しさに、私

 



は感謝の気持ちでいっぱいです。中国にも日本と同じように親切な人はたくさんいるし、

バスケットボールや卓球などスポーツをすれば、一緒に盛り上がることができます。日本

と中国、住んでいる国は違ってもみんな同じ人間なのだとはっきりと感じました。私はこ

のことを少しでも多くの人に伝えていきたいと思っています。この期間に中国にいて、日

本の報道ではなく、自分の目で本当の中国を見ることができたことは、とても貴重な体験

でした。

今回の経験から、私は中国のほかにも様々な国へ行ってみたいという思いが強くなりま

した。私が思っていた中国が、実際の中国とは全く違ったように、私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ほかにもたくさんあると思います。テレビやイン

ターネットの情報だけをただ鵜呑みにするのではなく、自分自身でそれぞれの国の実際の

姿を見てみたいと思います。そのためにも、今まで以上に英語や中国語といった外国語の

学習にちからを入れたいと思います。とくに、外国語を話すことや聞くことができるよう

になるには、とても時間がかかるし、自分 1 人で勉強するのは、大変なことだと思います。

また、このような機会があればぜひ参加したいし、留学についても前向きに考えていきた

いと思いました。このプログラムに参加できて本当に良かったと思っています。ありがと

うございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

松原 秀  経済学部 国際経済学科 1 年 

 今回の中国研修に応募した理由というのは、中国という、今までは自分の中で良い印象

を持てないでいた国に対して、直接その土地に行って、見聞きすることで、自分なりに中

国という国を見定めようと思ったからである。結果的に言えば、この研修に参加して本当

に良かった、と心からそう思う。

そして、9 月 18 日と日中間の領土問題の過熱が重なり、大学のほうから早期の帰国を提

案されたことも後から考えれば、すごく良かったと思う。みんなで夜、会議し、それぞれ

の意見を言い合ったことは自分にこの研修の目的を再確認させてくれた。ちょうど、生活

にも慣れてきて、楽しいだけでだらだら過ごすようになっていた時期でもあったので…。

 大連の生活は、不便を感じたこともあったが、自分が日本にいて想像していたよりもか

なり快適ではあった。やはり、一人部屋というのは、かなり良かった。当初は、二人部屋

と聞いていたので、それも楽しみではあったが、プライバシーが守られる一人部屋は、こ

の生活ではすごく助けになったと思う。

 また、大連の料理は本当においしかった。最初のほうは、お腹を壊すことも多々あった

が、後半は、そのようなこともなく、多少、味に飽きることもあったが、おいしく食べら

れた。

 



 ４月から週に２回の中国語を習ってきた僕たちにとって、中国人の中国語を聞き取るこ

とは、不可能に近いことであったが、それでも、食堂やスーパーなどで値段を言われた時

に、それを聞き取れた時はすごくうれしかった。それに、この研修中の授業で習ったこと

を日本語学科の中国人学生に試し、理解してもらえる時もあり、また、発音が悪くて、理

解してもらえなかった時もあって、中国語の発音の難しさをしみじみ痛感したりして、一

喜一憂したことはすごく楽しかった。それに、

中国では、日本人からすると理解できないことがたくさんあった。

 まずは、店の人の態度である。日本なら、もっと愛想がいいのにな、とか思いながら、

その人を見ていました。みんながそういうわけでないのですが、日本だとクレームが来る

だろうな、と感じながら、日本と中国の差を考えていました。

また、歩行者が道のど真ん中で車の往来を待っているのは、本当に衝撃だった。中国は

国土も広く、道もその分広くなるから、自然とそうなるのかもしれない、そうでもしない

と横断歩道のない道を通れないのだろうと思いながら、それでも、この研修中にこの渡り

方には慣れることはできなかった。

 今回の大連での研修というのは、本当に日本人には安全な場所であったと思う。今回、

初めての中国であったが、今思い返しても、個人的に嫌な思いをしたという記憶は無く、

楽しかった思い出しか残っていない。だから、今の僕の中国に対する印象はすごく良い。

しかし、もし、大連ではなく北京でこの研修が行われていたら、おそらくこのような楽し

かったという思い出だけでは終わらなかったと思う。嫌なこともあっただろうし、反日を

すごく意識せざるを得なかっただろう。しかし、僕は中国のいろんな所に行って、いろん

な物を見て、様々なことを経験したいと思っている。それは、必ずしも自分にとって良い

思い出となることではなくても、良いと思うし、むしろ、そういった面だけを見て、中国

のことを理解しようとするのは少し違う気もする。様々な面を見、そこには、日本人には

心苦しいこともあるかもしれないが、自分で受け止め、喜怒哀楽することで、やっと中国

のことが少しはわかるような気がする。だから、春に行われる研修にも、ぜひ参加できる

のなら参加して、中国への理解そして、中国語の上達を一段と深めていきたい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

吉田 純平  経済学部 国際経済学科 1 年 

私が今回の SV に応募した主な動機は以下の３つです。まず、現地で本場の中国語に触れ

ながら学習することができることです。研修にいくまでの５ヶ月間中国語を習いました。

ネイティブの先生の授業を受けることもありました。しかし今回のプログラムの話を受け、

 



現地までいって勉強できるのはまたとないチャンスであると考え、応募しました。次に近

年目覚ましい発展を遂げている中国をこの目でみることができることです。中国の発展は

新聞やテレビ等でよく報道されています。さらにその中でも大連は経済技術開発区にして

指定されており、特に発展の目覚ましいところです。その現場をみてみたいという思いは

強くありました。３つ目は長期留学の準備になるのではということです。私は在学中に長

期の留学を考えています。期間３週間という今回のプログラムは、そのいわばウォーミン

グアップとしてよいのではないかと考えました。

 実際の中国での生活は、とても楽しいものでした。一緒にこのプログラムに参加した３

０人と、校内の寮に住みました。当初の予定とは変更され、一人一部屋が与えられました。

これはとてもよかったと思います。一人の時間が確保されるため、自習がとてもしやすい

環境だったと思います。それ以外のときは基本みなで部屋のドアはあけておき、廊下や各

自の部屋で話をしたりしました。大連理工大学のキャンパスはとても広大なものでした。

２日目に理工大学の学生さん方にキャンパスツアーをおこなっていただきました。３時間

ほど案内してもらいましたが、回りきれないほどでした。寮から授業の教室までも徒歩で

２０分かかりました。朝８時から授業が始まるので、毎朝早起きせねばならず、はじめは

慣れませんでしたが、研修が終わる頃にはすっかり早起きできるようになっていました。

食事も想像より遥かにおいしかったです。校内の食堂や校門を出てすぐの飲食店街でほぼ

毎食、食べていました。時たまおなかを壊すこともありましたが、そのようなときはカッ

プラーメンか、みんなで寮の近くにチャーハンのおいしい店を見つけ、そこで食べるなど

して対処していました。

 授業はたいてい午前中を使って行われました。一日２コマで、１限目は日本語が流暢な

理工大学の日本語学科の先生による文法の授業、２限目は大学院生が担当し、１限目に習

ったことを用いて、主に会話の練習をする授業でした。このほかに、理工大学の学生と一

緒に日本語の授業を受けることもありました。そこでは、私たち日本人が自国をアピール

するようなプレゼンを行いました。私は「日本の音楽市場」というタイトルのプレゼンを

行いました。日本における CD の売り上げ減少、ネットでのダウンロードの増加、ライブ

本数の増加などを紹介しました。しかし、学生からの反応はいまいちでした。彼らに聞く

と、音楽は好きなものをネットから無料でダウンロードでき、すぐに手に入るので、CD や

有料ダウンロードについては特に興味がないということでした。実際、中国では通常

Facebook や Twitter に接続できませんでした。その代わりになるものとして、QQ と呼ば

れるサイトがありました。私が中国で知り合った学生のほとんどがこれを使用していまし

た。QQ には、Facebook や Twitter、Skype と行った SNS の機能のほか、Youtube のよう

に動画配信の機能も備えていました。さらに音楽の無料ダウンロードも可能で、日本の楽

曲もとても多くありました。これが中国の音楽を取り巻く状況なのかと大変驚きました。

 また、中国の発展の様子をまざまざと見せられたことも記憶に残るものでした。今回の

研修中に大連市内を観光する機会がありました。星海広場に行ったときその周辺には建設

 



中の高層ビルが何本も建っていました。しかもどれも高級マンションになる予定のもので

した。最近中国の不動産バブルにかげりが見え始めたと行った報道を目にしていたので、

その光景は意外なものでした。星海広場だけでなく、大学や空港の周りといった大連市街

全般的にも建設中の高層ビルは無数にありました。同じ日に家庭訪問もさせてもらいまし

た。一般的な家庭に連れて行かれるのだろうと予想したのですが、案内された先は超高級

マンションのようなところでした。３０階建てのマンションの前には守衛のいるゲートが

あり、入り口までには西洋風の庭が広がり、１回には受付の女性が常時待機していました。

さらにエレベーターで上がると、１フロアに２部屋しかない作りとなっており、その１部

屋がとても広かったです。ただただ圧倒されていました。家の人に聞くと、日本との貿易

を仕事にしているとおっしゃっていました。

 このようにめざましい発展により裕福な人がいる一方で、貧しい人も多く、貧富の差は

凄まじいそうです。ある理工大学の学生と話していたとき彼は国内の貧富の差について話

していました。大学入学のために地方から出てきた彼は、学生間での貧富の差でさえ大き

いことに驚いたそうです。彼は現在の貧富の格差をなんとかしたい、これを是正するのが

僕の夢だと行っていました。また別の人は政治の不透明さを訴えていました。このような

人たちの対話できたことはとても貴重な体験でした。

 今回の研修では、まわりに日本語を話すことのできる中国人学生がたくさんいたので、

彼らと話すときにどうしても日本語に流れてしまうことがあったのが反省点だと思います。

店など、町中で活動していたとき、何か言われてもよくわからないときや、こちらの言葉

が伝わらないときが多々ありました。この悔しさをバネにして、今後の日本での授業をし

っかり頑張りたいと思います。

 しかしそれ以上に中国の姿を見れたこと、学生の友人がたくさんできたこと、彼らと腹

を割ってはなせたことなど収穫はとても多かったです。今後も彼らとは交流を続けていき

たいと思います。やはり日本と中国は切り離せない関係にあると思います。領土問題のこ

じれなどの影響もあり、今回の研修中にも嫌な思い、不便な思いをすることは確かにあり

ました。でも、村田先生の講演でもおっしゃっていた通り、対話を重ねることが大切なの

だと思います。互いに違いがあることを認め、折り合うところを辛抱強く探していくのが

１番よいのかなと思いました。これは日中間だけでなく、どこの国に対しても言えること

だと思います。今後日本以外の国の人と交流する機会をたくさんもちたいと思いますが、

今回の経験を生かして多くの友人を作り、交流の幅を広げていければと考えます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

マイティ ハヴァン MAI THI HA VAN  経営学部 経営学科 2 年（ベトナム留学生） 

 今まで私が参加したプログラムの中に、これは一番意味があり、一番印象が強いプログ

ラムである。

 



① まず、今回のプログラムに参加して、一番幸せすることは、私はたくさんの友達がで

きた。日本人、中国人の友達もいるし、ベトナム人の友達もいる。

日本に来て、ちょうど 2 年半ぐらいたった。しかし、今までこんなに日本人の学生と触

れるチャンスがなかった。日本に来てから、友達はほとんど留学生だった。たとえ同じの

授業を受けても、あまり日本人の学生と話さなくて、サークルや部活なども参加しなかっ

たから、あまり日本人の友達はない。しかし、今回のプログラムのおかげで、私はたくさ

んの日本人の友達ができた。今まで、キャンパスの中に歩いている時、よく皆に会って、「あ

ああ、マイさん、久しぶり」とか親しく話して、私はとてもうれしい。今も中国に一緒に

行った友達と同じ中国演習の授業を取っている。これから、大学における課外活動に友達

と積極参加したいと思う。

 そして、中国に来て、私は大連理工大学で勉強しているベトナム人の留学生も会えた。

時々、皆と一緒に食べに行って、ベトナム人から見た中国の話が教えてもらって、中国に

対する見解も多角度になれた。私が日本に帰った日の前、皆も送別会を準備して、非常に

感動した。

 それに、今回の中国への旅、予想意外私はたくさんの中国人の友達はできた。本当に感

動した。ベトナムと中国の関係にはいつもいいわけではない。1979 年に両国間の戦争もあ

るし、現在、領土紛争もあるし、ベトナムには、反中国デモは何度も起きた。つまり、一

般的に、ベトナム人にとって、政治の面に、中国のイメージは大きな国で、よく小さい国

をいじめするというイメージである。この考え方はある程度中国人に対する見方も影響を

与えるだろう。だから、私はまだ中国に行かないうち、中国人は一般的にどうだろうか、

私であるベトナム人が嫌いかという心配があった。しかし、中国に来てから、その心配が

全然出なかった。大連理工大学の友達は私にとってとても親切で、たくさん助けてくれた。

皆さんと話したとき、国籍の区別がほとんどなかった。今、日本に帰ったが、よく中国人

の友達とメールを交換し続ける。得に、大連理工大学に、私は日本語を勉強している友達

だけ友達になるわけではない。日本語を勉強しない学生とも友達ができた。私の中国語は

まだ下手から、彼らと話す時、英語を使う。これについて考えて、外国語を勉強すること

のおかげで、私は誰でも話せ、誰でも友達になれた感じがある。つまり、このプログラム

を通して、私は外国語の大切さをもっと理解できて、これから、外国語をもっと一生懸命

勉強したいと思う。

② 今回のプログラムに参加して、私が中国に行くことができた。実際の中国を自分の目

で感じて、中国人と交流できて、中国がよくわかるようになった。

 中国に行かないうちに、中国についてのことはほとんどマスメディアを通して知る。し

かし、マスメディアからもらう情報は偏見を避けにくいだろう。だから、中国に行って、

私は驚いたことはたくさんある。特に、中国の巨大、中国の発展に印象が強い。そして、

中国の友達と話した時、ベトナム人と中国人の考え方には同じ点がたくさんあるというこ

 



とが感じられて、食文化などにおいて類似点も多いし、中国はなんとか身近な名前になっ

てきた。中国は私のとても好きな国のリストに入った。

 もちろん、グローバリゼーションのおかげて、現在、他国に行くのはとても簡単である。

しかし、もし私は普通のツアーに参加して、やはりこのように中国人の若者との交流チャ

ンスはなくて、中国のことはたくさんの点で理解できないだろう。

③ 次に、集中授業に参加して、中国を勉強速度が早めてくれた。2 年生である私にとって、

これは非常に役に立った。

 担当先生が私たちに「外国語を勉強することは集中的に続けることは非常に大切だ」と

言っている。3 週間だけ中国に行って戻って、今、私はある程度中国人の同級生と中国語で

話せた。もし、今年の夏休み、私は集中授業に参加しないと、たぶん前期勉強した言葉は

すべて忘れてしまうかもしれない。

 そして、中国に行って、中国に対する愛情を高めて、逆に、もっと中国語が話せたい気

持ちが強くなる。これは中国語を勉強することに対して、非常に役に立つだろう。

 以上より、私は今回の集中授業に参加して、いろいろなことを収穫できた。心から担当

の先生と大学に感謝を申しあげたいと思う。これからこのようなプログラムをより多く行

ってほしい。そして、このようなプログラムに参加にして、私もより意味がある大学生生

活を送りたいと思う。

写真 1：5 班の友達と最後のパーティに取った写真。真ん中の人は 5 班の担当学生のティ二

さんである。来年の 1 月ティ二さんは SS プログラムに参加して、横浜国立大学に来る予定

 



がある。

写真 2：大連理工学部、午前 6 時ごろ取った写真。中国人友達はその晩、私たちの寮に泊め

たが、みなほとんどずっと話して、寝なかった。一番右側は私の一番親しい友達のチョウ

さんである。別れた時、チョウさんも私も泣いた。彼女は来年広島大学に短期留学する予

定がある。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

槇 亮祐  経営学部 経営学科 1 年 

僕は入学当初から留学に興味があり、２，３年生になったら１年ほど留学しようと思っ

ていました。その時にこの研修のことを知りました。中国にはもともと興味があり、今後

の世の中では仕事をするうえで中国人とかかわることも多いだろうと思っていたので中国

への短期留学で中国語を学ぶという内容は僕にとってはこれ以上ないほど魅力的なもので

した。実際にこの研修に参加して僕は中国語の能力以上にとても多くのものを得ることが

できたと思っています。この研修では後期の中国語の授業で習う内容の授業を受けたので、

中国の学生との交流で授業以上のことを少し学んだといってもいきなり中国語が流暢に話

せるようになるかというとそうでもありません。ですが、中国の学生と交流するうちに自

分の語彙の少なさや中国語レベルの低さを痛感し、そしてなにより仲良くなった中国の学

生と中国語で会話をしたいという強い思いが生まれたことで、もっと熱心に勉強しなけれ

ばならないという気持ちになりました。彼らはたった２、３年の日本語学習で僕たち日本

人と何気ない会話ができます。しかし僕たちは少なくとも７年も英語を学んでいるのに英

 



語圏のネイティブスピーカーとここまでの会話はできません。僕たちは大連理工大学の日

本語の授業に参加し、日本語でプレゼンを行いました。僕は「日本の水問題」というテー

マでのプレゼンを行ったのですが、発表中多くの学生がとても熱心に耳を傾けてくれてい

るのが伝わってきてとても話しやすい環境にしてくれました。また、彼らにとっては外国

語でのプレゼンになるので、発表するうえでは言葉選びに気を付けました。日本語のうち

でも固い言葉をつかうといくつかわからない言葉もあるようなのでできるだけ簡単な言葉

を使うようにしていました。すると何人かの学生は意味が分かるときには大きくうなずき

ながら聞いてくれたので、うまく言葉を選んで発表することができたと思います。それで

も自分が英語や中国語でプレゼンされると想像すると総じて難しすぎて理解できないだろ

うと思います。やはり彼らとの語学能力の差は歴然としたものでした。その違いは勉強量

の違いから生じるのだと気づきました。日本語学科の学生は１年生のころは週５で日本語

の授業があり、空いている時間はもちろんのこと夜も遅くまで図書館や自習教室で勉強し

ているとのことでした。実際夜の９時を過ぎても教室に多くの学生がいて勉強している姿

を見て、日本での自分の勉強への態度を反省させられました。

また、この研修での主な活動範囲が大学周辺のスーパーまでくらいだったので学生と周

辺に住む中国人の方々が利用する普通の町で過ごすことができ、期待通り、観光客向けで

はない本来の中国の姿を見ることができたと思っています。夜に屋台が並ぶところは昼の

間ひどく生ごみくさい道もありました。さらに建物も全体的にどこか古びた感じがして綺

麗なものは大学周辺には少ないという印象を受けました。しかし一方で、ホームビジット

で訪れた家はとても綺麗で広く、大学周辺の建物との差はかなりありました。このように、

日本にいてはイメージしにくいことも肌で感じることができました。

これらのさまざまな経験を通して中国に対するイメージも大きく変わりました。中国を

訪れる前は中国に対して少なからず恐怖心を持っていました。日本にいるうちはデモが本

格化する前だったとはいえ日中関係の悪化と反日感情の高ぶりにびくびくしていました。

ですが大連に行ってみると、学生の人たちはほとんど中国語の話せない僕たちのサポート

を親切におこなってくれ、さらに近くのスーパーや食堂の店員は値段さえろくに聞き取れ

ない僕たちの対していろいろな方法で伝えようとしてくれました。今回は偶然にも日中関

係がかつてないほどに冷え込みましたが、そのようなことがほとんど気にならないくらい

平和で、皆が優しくしてくれた町でした。２０日間のうちに多くの中国の学生と仲良くな

り、「中国人＝怖い・悪い」といった悪いイメージはすべて消えました。それでも一部に強

い反日感情をもった人がいるということは事実で、日本人ということがわかると態度が変

わる店もありました。しかし今回の訪中を終えてからは中国人が尖閣諸島問題で何か言お

うと、反日を叫ぼうと、これが中国人のすべてではないと思えるようになりました。特に

学生などしっかりとした教育を受けて自分でこれらの問題をよく考えている人は、たとえ

その結果魚釣島は中国の領土だと主張していても、感情論でないので論理的な議論ができ、

逆に日本人の側も冷静に議論すべきだと思わされました。中国の学生と日本の学生が議論

 



をし、考えの立場が全然違ったとしても僕たちが友達であることには変わりません。大人

はもっと複雑な事情などがあってそう簡単にはいかないのかもしれませんが、いずれ僕た

ちが大人になるころには下の写真のように肩を組んで笑いあえる人がもっと増えるといい

なと思いました。

 今回の研修に参加したことで今まで以上に海外への留学に対する関心が高まりました。

言語の習得の必要性や意義を感じたという理由以上に、実際に海外で暮らすことで、日本

で言語を学ぶだけでは気付けないその国の文化や町の雰囲気を感じることができると気づ

いたからです。身近に感じていた中国でさえ今回の 20 日間だけで大きく印象が変化し、も

っと知りたいと強く思うようになりました。なので、もし今まであまり知らなかったよう

な国に行って学びその国について知ることができたら、自分がどのように感じどう変わる

のか、想像しただけでわくわくします。この研修では多くのかけがえのない中国人の友人

ができました。横浜国大の学内でも留学生が中国語で会話していることは訪中前から気づ

いていましたがそのころはなにも聞き取れず、その輪に入りたいと思うこともありません

でした。しかし中国で友達ができたことで横浜国大にいる中国人の留学生とも話してみた

いと思いましたし、会話のうちのほんの１語くらいは聞き取れるようになったので、もっ

と勉強していずれ会話の輪に入りたいと思います。

今はメールや Facebook などを利用し、帰国してからも中国と繋がりを保つことができる

ので、今後も連絡を取り合いもっと多くのことを学ぶのはもちろんのこと、もしまた大連

に行く機会があれば理工大の学生に会って、また一緒に遊びたいなと思います。

この 20 日間は長いようであっという間でした。大学生活最初の夏休みにこのように充実

した体験ができたことで、来年度以降もいろいろな活動に積極的に参加したいと思いまし

た。この研修に協力してくださった全員に心から感謝しています。ありがとうございまし

た。

――――――――――――――――――――――――――――――――

山本 真由子  経営学部 経営学科 1 年 

共同授業での発表テーマ 「日本の伝統楽器」

 



私がこのプログラムに参加したのは、夏休み中に、中国語実習 1a、中国語実習１b の単

位が取得できれば、秋学期には演習に進めること、奨学金など、経済的な支援があること、

それと、時間のある大学在学中にできるだけ海外を見てみたいと思っていたという理由か

らです。

 中国で、日本語学科の先生方や、学生さんを除き、中国語を使わないと、コミュニケー

ションができないという状況におかれることで、中国語を勉強することへのモチベーショ

ンは確実に上がりました。文法通りに文を組み立てて、話す、ということは難しく、なか

なかできるようにはならなかったけれど、単語や、断片的な話し方でも、中国語が相手に

伝わるととても嬉しかったです。毎日の授業では、中国人の先生から教えていただくこと

ができ、みんなから質問が出ることも多く、意欲的に取り組めていたと思います。

 このプログラムに参加して得られた成果は、私は発音が良くなったことだと思います。

日本の授業では、単語や文法を覚えはしても、中国語を日常で使うことはないという考え

から、発音に気を配ることはほとんどありませんでした。

しかし、実際に中国で中国語を使ってみると、四声を間違えたり、例えば、shi と xi の違

いで、まったく違う意味になってしまったり、伝わらなかったりということが多くあり、

それからは発音や、四声を意識することができるようになりました。

 もう一つ変わったことは、中国に対する見方です。尖閣諸島の問題などから反日デモも

起こっており、この実習プログラムに参加する前は、中国に対し、「日本嫌い」「情報統制

が厳しい」といった、マイナスのイメージを大きく持っていました。

 実際に中国に行き、そこの人たちと交流してみると、確かに、情報統制はされていて、

インターネットでアクセスできないサイトもあるし、日本人嫌いな人もいたりして、自分

たちや、一緒にいてくれる学生さんが嫌な思いをする、ということも、無いわけではあり

ませんでした。しかし、日本語学科の学生さんや先生方を始め、大学内外問わず、ほとん

どの人は親切に接してくれました。この実習に参加して、中国に対し、親しみを感じるよ

うになりました。

 これからも、中国語の勉強を頑張って続けていきたいと思います。単位が関係なくても、

今後こういうプログラムがあったら、ぜひ参加したいし、それまでには日常会話ができる

までには中国語を上達させておきたいと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

篠原 達矢  経営学部 会計・情報学科 1 年 

 自分が今回の中国研修授業に参加した動機は単純そのものであった。海外へ行った経験

がなく、どこか異国の地へ行ってみたいと前々から思っていたし、確かちょうどこの頃、

沢木耕太郎著の「深夜特急」を読んでいて、海外への関心が高まっていた。そんな時にこ

 



の中国研修授業の存在を知り、僕は迷うことなくすぐに参加を決めた。だから正直に言っ

て、本場の中国を自分の眼で見てみたいというのが第一であり、それに比べると中国語を

学習するというのは動機としては薄いものであった。留学についてもやってみたいという

気持ちはあったものの、具体的にどこの国へ行って何を学びたいかということまで掘り下

げられなかったし、その気持ちも海外への憧れからきているところが大きかったように思

う。

 研修授業は中国語の文法の授業、日中共同授業などに分かれていたが、すべて日本語を

交えて行われた。このことは中国語初心者である自分たちにとっては、非常に取り組みや

すいものであった。しかし敢えて苦言を呈せば、日本語に頼りすぎになってしまったとも

感じた。学生同士の交流の相手が全員、日本語学科の学生であったので日本語で話しかけ

てくれ、それに自分たちも日本語で答えるという形がほとんどであり、中国語で話す機会

は少なかったように感じる。今思うともっと積極的にこちらから中国語を使って話しかけ

てみるべきだった。

 しかし、交流の中で中国語の表現について質問することももちろんあったので、それは

勉強になったし、何よりも中国の学生の考え方・姿勢を知ることができたのが一番の収穫

であったと思う。特に中国の学生は勤勉だということは何度も実感した。感心するととも

に、自分ももっと頑張らねばという学習意欲がわいてきた。

 学生同士の交流の内容が様々であったのも有意義であったと思う。日中共同授業では中

国の学生のプレゼンを聴くこともあったが、主に自分たちがパワーポイントを用いて準備

してあったプレゼンを行った。その内容についての発表者への質疑応答はもちろんのこと、

自分と席の近い中国の学生とも積極的に意見を交換し合った。自分は中国の学生が日本に

もっと興味を持ってもらえるように「日本の街！！」という題でプレゼンしたのだが、分

かりやすさを重視しすぎたあまり写真でいっぱいになってしまって、内容がやや薄くなっ

たと後悔している。ある議題について（青春について）中国の学生と議論し合うという内

容の授業もあった。向こうの学生の考え方を知るいい機会になったし、純粋に自分の意見

を見つめなおすいい機会にもなったと思っている。また、中国文化に親しむという目的で

中国の歌を歌ったことも印象深かった。

 研修授業以外の自由時間の場での交流も非常に有意義であった。大連市街へ買い物・見

学に行くときには中国の学生に付き添いをお願いして一緒に回った。そこでは授業という

枠組みに囚われることなく、色々な話をすることができたし、皆フレンドリーに快く案内

してくれた。振り返ってみるとかなり迷惑を掛けていたと思うのだが、中国の学生が皆嫌

な顔ひとつせず接してくれたことは本当に嬉しかった。また、一緒にバスケットボールな

どのスポーツを良くしたのだが、それを通して一体感のようなものが生まれ、より仲良く

なれたと思うし、スポーツに国境はないということを強く実感できた。

今回の研修授業中の 9 月 18 日は柳条湖事件の起こった日であり、中国では各地で反日デ

モが展開された。日中関係も悪化の一途を辿ったとニュースで放映された。これまでの自



分であれば、ニュースをそのまま受け止めていたと思うが、今は違う。ニュースは過剰報

道しすぎだと批判したいし、中国の学生の優しさと彼らと自分たちの考え方―日本と中国

はもっと仲良くしていくべきだという考え方を多くの人々に伝えたい。このように思える

ようになった自分の内面の変化もこの研修授業で得たかなり大きな成果だと言えると思う。 
そして忘れてはならないのが、この研修授業に参加した 30 人の国大生みんなとの絆が深

まったということ。前述したような中国での反日デモの激化の報道を受け、全員で集まっ

て会議を開いたこともそうだが、班やグループ内に限らず、全体でも皆一体感があったと

思う。なにより共に色々な体験ができたことが有意義だったし楽しかった。

 この研修授業が今後の自分にとってプラスになることは間違いなく、この経験を活かす

ことが重要だ。今回の経験を踏まえ、自分は中国への関心が一段と高まった。「海外のこと」

を知るというのではなく、「中国のこと」をより学びたいと思う。まずは後期の中国語の授

業に高い意識で臨むつもりだ。当初の自分の目的であった「外国を目で見ること」によっ

て、自分の世界観もかなり変化したと感じているので、今後もこのようなプログラムがあ

れば積極的に参加したい。国際理解についても多面的に理解することが重要だということ

を改めて実感したので、書物・報道のみならず、外国のことを知る機会があればそれにの

っかることで、色々な知識を吸収していきたいと思っている。留学したいという思いも強

くなった。

以下は日中共同授業での一コマ。

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

栗原 知佳  経営学部 経営システム科学科 1 年 

 プログラムへの参加動機

私は第二外国語として中国語を選択し、このプログラムがあることを知りました。

初めは、約２か月間もある夏休みを有意義なものにしたいといった単純な思いからこ

のプログラムへの参加を考えるようになり、単位修得が可能であることや現地で集中

的に中国語を学習できるといったメリットに惹かれ参加を決意しました。

 実際に参加しての成果

結果からいうと、私は実際に３週間の研修を経て、中国語が流暢に話せるようになっ

たかというとそうではありません。

しかし、毎日ネイティブの先生方による授業を連続して受講したおかげもあってか、

文法的なことはもちろん、特に発音面での成長を感じました。

中国に到着後すぐの時は、お店で注文を行おうとしても発音が悪すぎてまったく伝わ

りませんでしたが、慣れてきたのか、少しずつではありますがだんだんと伝わるよう

になってきたのです。

初めて言葉が伝わったとき、簡単な会話が成立した時の感動は忘れ難いものです。

また、現地で学習して得たものは言語だけではなく、中国の学生との交流を通して中

国での文化、特に礼節などを学ぶことができました。

これは、日本の大学で机に向かって勉強しているだけでは間違いなく得られないもの

であるため、参加して良かったと思える要因のひとつだと思います。

 



 今回の経験を通じて

今回このプログラムに参加し多くの中国人と関わったことで、私の中で中国に対する

印象が大幅に変化しました。

多くの中国人は外交的かつとても友好的で温かい心を持っているということ。愛国心

を強く持つと同時に、外国への興味関心も深く持つということ。最後に忘れてはなら

ないことは、とても勤勉であるということ。

私は心の底から関心しました。

中国人の学生はたった１年学習しただけであんなにも流暢に日本語を話しているのに、

半年勉強したはずの中国語を自分はほとんど話せなくて本当に情けなく感じました。

しかし、現状を知れたことで自分自身もっと精進しようと思うことが出来ました。

やはり、実際に自らで赴いてみなくては分からなかったことでもあるので、繰り返し

にはなるけれど、今回参加出来て本当に良かったと思っています。

そして、これを機に私は中国はもちろんのこと、他の国々にもぜひ足を運んで、自ら

の目でその国を見、様々な価値観、文化に触れていきたいと感じました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――－―

鹿末 裕貴  経営学部 国際経営学科 1 年 

 正直言って、「中国語の勉強をしよう」という気持ちよりも「中国って実際どんなところ

か知りたい」という気持ちでこの研修に参加した。そのおかげか、２０日間も中国にいた

ので中国語のレベルが上がったのはもちろん、一番の変化は中国に対する印象が変わった

 



ということだ。

・「食」に対する印象の変化

不衛生で不健康。味も雑で値段も高い。

 ↓      ↓

確かに衛生的とは言えなかったが、野菜を使った料理も多く割とヘルシーといえる。味

付けも意外と日本人向けで食べやすい。何より安い。総合的に言うと食には困らなかっ

た。

・「街」に対する印象の変化

古くてあまりにぎわっていない。

 ↓     ↓

場所によっては高層ビルが立ち並び、外装もきれい。交通量もとても多く、とてもにぎ

わっている。外れの方にある店などで古い外装のものなどもあったが、想像よりはるか

によかった。

 



・「人」に対する印象の変化

大ざっぱで短気。反日感情を持っている。

  ↓        ↓

お店の店員など、日本のように細かいところまで礼儀正しいとはいえないが、基本的に

みんなとても優しいうえに、私達をお客様だといって礼儀正しく接してくれた。反日感

情を抱く人などはほんのごく一部であり、メディアの騒いでいる問題を、いい意味で深

く考えておらず、気にしていない。

以上のように、中国に対するイメージは大きく変化したといえる。この経験をしたことで、

もっと他の国にも行って、その現状を確かめてみたいと強く思った。この研修を通して人

間的に大きく成長できたと思う。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

杉本 さくら  経営学部 国際経営学科 1 年 

私は、今年 9 月 9 日～28 日の 20 日間に渡る、中国・大連の大連理工大学で行われた

中国語集中授業に参加した。この 20 日間は、私のこの 18 年間の人生の中で最も大き

く心に残る思い出となったと言っても過言ではないかもしれない。

9 月 9 日、3 時間の空の旅の終盤、空にいた私の目に飛び込んできたのは、今まで見

たことのない、日本とは全く異なる街並みだった。見えるものはただただ高層の物珍し

い建物ばかり、中国の人口の多さを感じたとともに、私はその時既に異国に来たと実感

しこれから始まる生活に胸を膨らませた。

 



それから始まった 20 日間は、期待以上の内容の濃い日々であったし、たくさんのカ

ルチャーショックを受けた。

 どこに行っても人が多いこと、交通の流れが日本に比べてはるかに忙しいこと、物価

がとっても安いこと、驚くことばかりだったけれど一番心に残ったのが、中国人の方々

の心の温かさだった。

中国研修に参加したとは言っても、中国語を学び始めてたったの 3～4 か月、ピンイ

ンの学習で精一杯のレベルだったので、中国語をしゃべることなど全くできない。そん

なわたしを中国人の方々は温かく支えて下さった。食堂で食事をするときや買い物をす

るときなど、様々な場面で嫌な顔ひとつせず助けて下さった。また

20 日間の中国語の学習はとても刺激的だった。クラスメイトは国大の日本人生徒の

みであったけど、４つある全ての学部から集まっており緊張感のある有意義な授業とな

った。講師は理工大学の中国人の先生で、ネイティブスピーカーの生の発音のもと、学

習できたのは大変良かった。また、中国人学生との共同授業での日本についての発表で

私は、故郷・静岡の「富士山」について語る機会を得ることもできた。

中国滞在真っ只中、少し前より曇り空だった日中関係が究極に悪化したときがあった。

北京や上海の激しい反日デモの様子が日本ではメディアに大きく取り上げられ、日本に

いる私に関係のあるほとんどの人から心配する声が届いた。幸い大連は目立ったデモは

なく、まあまあ平穏であった。しかし、滞在中、学外で中国人の反日感情をぶつけられ

たことは何回かあった。お店に入れてもらえなかったり、商品を売ってもらえなかった

り、日本人だからといって後ろ指を指されたりした。その時その時は、日本人としてと

てもショックであったが、逆にそのような時期に中国に滞在し、生の反日感情を自分の

目で見、耳で聞けたことは貴重な体験であったし、日中関係をより一層深く考えるきっ

 



かけとなった。（もちろん私が交流した、学生たちは私たちにすごく優しく、そんなこ

とは全くなかったが。）

 このように私の中国研修は、とても有意義なものになったので、参加できて良かった

と心から思え、かけがえのない思い出となった。

 これからは、研修中に学び、格段に上達した中国語の継続的な学習に努め、また経験

をもとに日中関係が友好なものとなるために自分にはなにができるのか考えていき

たいと思う。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

畑 大二郎  経営学部 国際経営学科 1 年 

「中国で仲間と過ごした日々」

１．動機

 私は、もとより留学をしてみたいと考えていたので、短期ではありますがこの研修で、

中国で生活をすることで異国での生活に慣れることができると考え、この研修プログラム

に参加することを決めました。

 また奨学金などの補助により、経済的負担が少なかったことも大きな理由の一つです。

２．中国での生活

 大連理工大学での中国語の学習は、平日は毎日午前中に授業を受け、新たな文法事項な

どを教わり、そして午後、中国人の学生と話すときに午前中習った表現などを使うことで、

語学力をつけていくというものでした。

 授業では、日本の大学での授業とは大きく異なり、発声練習の割合がとても大きく、こ

のおかげで中国語の発音がかなり良くなったと思います。

 



 中国の学生と話す時、相手は日本語学科の学生であるため基本的に日本語で会話するの

ですが、自分の知っている表現等はできるだけ中国語で話して、知らない表現は中国人の

学生に教えてもらおうと積極的に行動しました。

 その甲斐もあってか、研修の後半には日常会話のほんの一部ではありますが、中国語で

会話もできるようになりました。

 また、私は中国に行く前、食べ物が口に合わなかったりするんじゃないかと不安でした

が、研修の前半には、毎日昼ごはんの時に日本語学科の生徒の方がおいしい餃子屋さんや

食堂に連れて行ってくれたので、安心して食事ができました。

実際、中国での食事はどれも美味しく、そして驚くほど安かったです。

私はこの研修を通してたくさんの中国人の友達ができました。

皆とても優しく楽しい人で、休日などの自由時間には一緒にいろいろな所へ行きました。 
日本とは一味違ったカラオケや遊園地、ショッピングなど、良くも悪くも貴重な体験が

できました。

 彼らとは、言語や文化の違いなどの壁を感じないような、まるで日本人の友達であるか

のように接していました。

 授業の最後に行われた中国語でのスピーチでは、中国の友達に原稿作り、正しい発音な

ど多くのことに関して教えてもらい、彼らの助けなしではスピーチを完成させることはで

きませんでした。

 結果、緊張で練習していた時ほどなめらかに話すことはできませんでしたが、無事スピ

ーチを終えることができました。

スピーチ作りを手伝ってくれた友人たちに感謝したいです。

 今後も彼らとメールなどで連絡を取り続けて、仲を深めていくとともに、日常的に中国

語に触れることで語学力の向上と、中国文化の理解に努めていきたいと思います。

３．中国に対するイメージの変化

研修に参加する以前は、中国という国に対してあまり良いイメージを持っていませんで

した。しかし実際に中国に行き、優しく接してくれる現地の人々と触れ合い、テレビなど

で得た情報による先入観だけで中国を見ていた自分が恥ずかしくなりました。

まさに「百聞は一見に如かず」だなと痛感しました。

 日本にいる自分の周りの多くの人々は、以前の自分のようにメディアから得た情報だけ

で中国という国を判断してしまっています。そのような人たちに、自分が実際に足を運ぶ

ことで実感した、中国の人の温かみや、中国の良さなどを伝えていきたいと思います。

そして参加後、ほかの国にも訪れたいと強く思うようになり、留学への意欲も増幅しま

した。

中国には留学でなくても、個人的に旅行でまた訪れようと思います。

 



 最後に、私はこの２０日間の研修で中国人、そして国大生の最高の仲間と出会うことが

できました。

このプログラムに参加できて、本当に良かったです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

深田 篤  経営学部 国際経営学科 1 年 

 



報告タイトル：農業～日本ブランド～

私は 4 月にこのプログラムの募集を見たときには、大学生の夏休みには海外経験をして

おきたいという思いがあったので、今回のプログラムに応募しました。もともと海外に対

する興味は持っており、このようなプログラムには積極的に参加していきたいとは思って

いたが、応募が 4 月ということもあり、大学生活、そして中国語のことなどさっぱりわか

らないという不安があったので今回の応募には本当に勇気がいった。しかし、このプログ

ラムに参加する人たちはそういった不安を押しのけても外国に行きたいという思いを持っ

た人が来るということは確信していたので、この機会に同じ思いを持った人と関係を作る

ことができるのが本当に楽しみであった。

 私は実際のところ中国、そして中国人に対してあまりいいイメージを持っていなかった。

しかしそのイメージは一瞬で吹き飛んだ。

 大連に到着しロビーに出ると、大連理工大学の先生、生徒方が私たちを歓迎してくれた。

その後も、日本語学科の生徒の方達は私たちに学内、学校周辺、大連市内を案内してくれ

たり、またご飯を食べる際には何人分もの注文をまとめてやってくれたりと、とても親切

にしてもらった。私たちが、これは中国語でなんというのか、と矢継ぎ早に質問しても嫌

な顔一つせず丁寧に教えてくれた。この研修期間中、大連理工大学の先生、生徒方には本

当にお世話になった。

また、日本語学科の生徒方の日本語のうまさには本当に驚いた。まだ 1 年ちょっとしか

日本語を勉強してないとは思えないくらいの日本語力であった。私は日本語学科の生徒方

の日本語のうまさに刺激されて、自分自身もっと中国語の勉強を頑張らなければならない

と思った。

 尖閣諸島をめぐって日中関係が悪化し、中国各地で非常に大規模なデモ、暴動が発生し

ていた中での今回の滞在であったが、私自身はとてもいい時期に中国に滞在できたのでは

ないかと思っている。交流授業の時、隣になった学生の方と尖閣諸島問題について意見を

交換することができ、中国では尖閣諸島は自国の領土だと勉強するということも知ること

ができた。私はせっかく今回中国に行くのだから、この問題について多少は知識を持って

いなければならないと思い、中国に行く前、尖閣諸島に関する本を読んだ。ここで得た知

識が大連理工大学の学生の方とのコミュニケーションに役立った。

今回のプログラムで得た一番大きいものは、3 週間一緒に行動したメンバーである。みん

な本当に学習意欲が高く、授業では我先に発言しようというぐらいやる気が溢れていて、

それに触発されて自分自身貪欲に中国語の勉強を進めていくことができた。柳条湖事件が

発生した日を迎え、反日デモが各地で一層の激しさを増した時に、横浜国立大学のほうか

ら帰国してほしいという旨が届いたが、その際には３０人全員がそれぞれ自分の考えをみ

んなの前で発表し、全員で考えを共有し、最後までこのプログラムをやり切ると全員で決

 



断した。ここでのみんなの思いは、途中で帰国することによって、やっぱり中国は危険な

国だと私たちの周りの人に思われてしまう、だから自分たちが最後までこの研修をやりき

ることによって、中国はとてもいい国で、大半の人たちは私たち日本人に親切であり、テ

レビで報道されているのはほんの一部の過激な人たちであるということを自分たちの周り

の人たちに伝えていきたいという思いがあった。

 この研修で私は中国語の学習意欲が本当に髙くなった。今回は日本語学科の生徒方の日

本語に頼ってしまった部分がある。だから今後大連に行って今回お世話になった方たちと

再会するときには中国語で会話できるようになっていたいという思いから、これから中国

語の勉強を頑張っていこうと思う。

 そして、この研修で、その国の本当の姿はその国に行かなければわからないということ

に気が付いた。テレビで作為的に選択された情報の報道を見聞きするだけではその国に対

して間違ったイメージ、偏見を持ってしまう。だから今後私は様々な国に行って自分の目

でその国の姿を見たいと思う。

 今回の研修を立ち上げてくれた村田先生をはじめ、新沼先生、大連理工大学の関係者の

方々に本当に感謝したい。ありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

古澤 紗衣  経営学部 国際経営学科 1 年 

 私が今回の大連理工大学での中国語短期集中講座に参加したきっかけは、もともと中国

に興味があり、大学生になったら中国を訪れたいと思っていたことや、以前に上海を訪れ

たことがあったのでそれ以外の地域に行ってみたかったことや、大連出身の中国人の知人

がいたためもともと大連への関心が高かったことがあります。さらに、日本での中国語の

授業だけでは得られない生きた中国語を学びたかったからです。

 今回の研修中は反日デモが激化していたなかでの研修となりましたが、もし日本でニュ

ースを見ていただけなら、きっと中国に対してのイメージは反日的で悪い国というような

ものになってしまっていたと思います。しかし、大連理工大学の学生や先生はとても親切

な方々ばかりだったのでとても楽しい日々を送ることができました。この二十日間は一生

の中でも忘れることのできない日々になったと思います。

 私がこの研修中に感じたことは、中国の学生の勉強に対する意識の高さです。夜遅くで

も学内を歩いていると、教室の電気がついており多くの学生が自習に励んでいる、という

ような様子が多々みられました。私たち日本人のグループにチューターとしてついてくだ

さった日本語科のみなさんもとても忙しそうで、その中で時間を見つけて私たちに学校を

案内したり市内へ出かけたり、一緒にご飯を食べたりしてくださいました。横浜国立大学

とは違って、土曜日や日曜日まで授業があるということにカルチャーショックを受けまし

た。学生全員が寮で生活しているという時点で、学習に対するモチベーションの高さが違

 



ってくるだろうなあと思いました。日本語科の学生の皆さんも、一年勉強しただけであれ

だけ日本語が上手に話せているなんてどれだけ勉強をしているのだろうかと思います。日

本人の大学生の意識の低さを恥ずかしく思います。きっと中国の学生も意識の高い日本人

学生との交流を望んでいたと思います。これからは、せめて中国語の授業だけでも熱心に

取り組んでいきたいと思います。

 研修中の授業に関しては、これほどまとまった時間で外国語を毎日勉強することは初め

てだったので、とっても大変でした。中国へ行く前に日本で学んだ発音などは、自分では

正確に発音できていると思っていたのですが、たくさん直されて、なんども発音したけど

結局うまくできなかったので心が折れました。日本でしっかり勉強しなおしてまた中国へ

行ってリベンジしたいと思います。授業はとても大変でしたが勉強するごとに街やお店の

人たちが話している中国語から、知っている単語や理解できることが増えていきました。

また、自分でよく発音していた単語は聞き取れるようになっていたので、外国語の取得に

は能動的に自分から話すことがとても大事なのだと思いました。中国語以外の英語などを

学習するときも、このことを活かしていきたいです。授業内容は、日本での授業に比べて

先生の話をただ聞いている受け身のものではなく、実際にたくさん発音していたので大き

な学習効果があっただろうと思われます。また２限の授業では先生が大学院生の方だった

ので、私たちとも年齢が近くとても楽しい授業をすることができました。

 大連市内や旅順の見学については、わたしが一番驚いたことは勝利広場の広さです。今

回の研修中に勝利広場を三回訪れましたが、まだまだとてもまわり切れていないし、何度

行っても道やお店を覚えられることはないと思います。あれほど大きな市場がいつも活気

づいているのは、中国が発展の過渡期にある大きなパワーをもった国であるからこそだと

おもいます。勝利広場のような場所は、異文化でありとても衝撃を受けました。値切るこ

とを前提とした文化も日本と違って戸惑ったけど、現地の中国の人でさえ値切ることは苦

手だと言っていました。どうして定価がないのかなと疑問に思います。

 旅順への観光は、ドラマの「坂の上の雲」を見ていたこともあって、楽しみにしていた

ことの一つでした。実際に行ってみると戦争が行われた地でもあるので、なんともいえな

い重苦しい空気でした。日本人として複雑な気持ちになりました。

 今回の滞在で一番印象に残っていることは、食事です。中国料理はさすが世界三大料理

だけあって、中国へ行く前の想像以上にどの料理も美味しかったです。もう今中国料理が

恋しいです。

 研修を通してさらに中国への興味がわいたので、さらに中国語を勉強してそのリベンジ

の意味もこめてまた必ず中国を訪れたいと思います。大学在学中に桂林や西安やラサは必

ず行きたいです。そして今度は中国語で中国の人たちと交流したいと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

馬場 真莉子  教育人間科学部 学校教育課程 1 年 

 



共同授業で発表した報告のタイトル「東大の秋入学導入について」

中国 SV プログラムに参加した理由 
 以前から大学生のうちに積極的に海外へ行って様々な経験をしたいと思っていた。世界

一の人口を占め、急速に発展を遂げている中国については身近なようで知らないことだら

けだったため、実際に行って現地で大学生活を送ってみることで中国をもっと身近に感じ

たいと考えこのプログラムに参加することにした。

大連理工大学での生活

 平日は午前に中国語の授業を受け、お昼休みを挟んだ後再び中国語の授業を受けたり、

大連理工大の学生と交流ゲームをしたり自由活動の時間でスポーツや学校付近のお店を案

内してもらったりして過ごした。中国語は発音が難しいためネイティブの先生による講義

はとても新鮮でよい刺激になった。今回は主に日本語学科の学生と交流をしたのだが、驚

いたのは皆とても日本語が上手だったことだ。また、日本語を学びたいと思っている中国

人は考えていたよりもたくさんいて、日本語が使えると将来日本の企業に就職することが

できるからという理由で語学が専門ではない理系の学生でも熱心に日本語を勉強していて

感心した。また日本のアニメや漫画、ドラマは中国でも人気があるようで交流会の話題に

はよくあがった。日本語や日本の文化に対して興味を持ってもらえるのは日本人としてと

ても嬉しい気持ちだった。私が日本人の友達と話をしている時でも中国人の学生は熱心に

耳を傾け、分からない日本語があるとすかさず意味を教えてと質問し、そこで覚えた日本

語をすぐに会話で使おうとしていた。だから私も少しずつ中国語の表現を友達になった中

国人の学生に教わって使ってみようと努力した。自由活動の時間のスポーツではバレーボ

ールやバスケットボール、テニス、卓球などをやったのだが、そこでとても印象に残る場

面があった。それは初対面で名前も知らず国籍も違う人でもコートの近くにいれば一緒に

やろうと気軽に声をかけて仲間に加えていたことだ。私がバレーボールをやったときは年

齢がずっと年上の人や黒人の学生も交えてゲームをしてとても楽しかった。スポーツに国

境はないのだなと思った。休日は大連市内に行ったり、中国人の学生の家にホームビジッ

トに行ったり、旅順市内に行って 203 高地を見学したりと盛り沢山だった。乗車料が 1 元

（≒14 円）のバス一本で星海広場にある遊園地や勝利広場というショッピングが楽しめる

場所に行けるのは大連ならではで楽しかった。中国人の学生と一日中一緒に行動している

と一層仲が深まり、冗談も言い合えるぐらい打ち解けることができた。

日本との文化面での違い

 中国で生活してみると様々な所で日本とは異なる点が見つかった。まず交通面では、日

本では人が優先されるが中国では車が優先される。そのため道を渡るときは走行中の車の

 



間を上手くすり抜けて行かなければならず、最初はひかれそうな気がしてとても怖かった。

また、バスの中では席が空いた時他の人が座りやすいように詰めて座ったり、エスカレー

ターでは急いでいる人が進みやすいように左に詰めて乗る、といった日本人が当たり前の

ようにしている光景は中国ではほとんど見られなかった。スーパーのレジなどもお客さん

に対しての気遣いは日本ほどは感じられず機械的にこなしている印象を受けた。友達にな

った中国人の一人ひとりは本当に優しくて親しみやすい人ばかりだったが、接客というサ

ービス面でいうと日本人のマナーや礼儀を重んじる姿勢は誇れるものなのだなと感じた。

大学生活の面では、日本だと一人暮らしか自宅から学校へ通う人が大多数を占めるが、大

連理工大学では皆大学内の寮に住んでいる。そのため、日本の大学よりもずっと広くて生

活に必要な物はキャンパス内で全て揃ってしまうほど充実していた。学生の出身地も様々

で、同じ中国内でも方言はそれぞれ外国語に聞こえるほどなのだと聞き、さすが中国は国

土が広いなと思った。

実際に行ってみてわかったこと

 初めは少し怖いイメージすら持っていた中国だが、三週間大連理工大学の学生と過ごし

て中国人は本当に親切で一緒にいて楽しい人がたくさんいる素敵な国だなと実感した。研

修中は調度、尖閣諸島問題で反日感情が高まっている時期で日本に帰ろうという考えも出

たが、友達になった中国人の学生は気を遣って安全に配慮してくれたり、大丈夫だよと声

をかけたりしてくれた。日本人に対して良く思

ってくれている中国人もたくさんいるのだか

ら、両国の友好関係をうまく気づいていくため

にはやはりもっと交流してお互いを知り、話し

合うことが大切だと思った。日本にいても中国

語は勉強できるが、実際に中国に足を運んで見

ることで得られるものはとても大きかった。中

国人に対する印象が変わり、もっと仲良くなり

 



たいと思うようになったし、外国人に話しかけることへの抵抗感が和らぎ自分自身も少し

成長することができた。だからこれからまた機会があれば積極的に海外の大学へ行って、

様々な国の人と交流して友達を作りたい。そのためにも英語や中国語などの語学力向上に

努め、日本の文化を紹介して上手くコミュニケーションがとれるように日本自体のことに

も関心を深めていこうと思う。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

樋川 紗瑛  教育人間科学部 学校教育課程 1 年 

この中国への SV への参加を決めた理由は 2 つあります。とてもながい大学の夏休みを有

効に利用し、有意義なものにしたいという希望があったこと、もう 1 つは、私は語学に苦

手意識を持っていたので、留学という思い切った行動をとることで自分を変えることが出

来るかもしれないと考えたからです。

実際に中国で 20 日間を過ごすなかで、大連理工大学の先生方や学生のみなさんはとても

よくしてくださり、とても良い環境で中国語を学ぶことが出来たと思います。おもに平日

の午前中が中国語の授業で、午後は理工大学の学生と共同授業をしたり、太極拳や水墨画

など中国文化の体験をさせもらったりしました。午前中の授業にでてきた単語や文法が、

友達との会話の中や街の中の看板、店員さんの言葉の中にあふれていたので、午後や日曜

日のフリータイムは楽しみながらも、習った中国語の復習もでき、一石二鳥でした。また、

大連理工大学の仲良くなった学生ともっとコミュニケーションがとりたいという気持ちが

わいてきて、語学勉強への意欲も日本にいた頃に比べ、格段に上がっていました。結果と

して、私の中国語力はこの 20 日間で確実に伸びました。 

 



大連理工大学での中国語授業の様子

成果発表会では「中国 SV を通して学んだこと」と題して、中国語の学習成果について、

中国の食文化、慣習について、旅順観光で感じたこと、最後にお世話になった理工大学の

みなさんへの感謝の言葉を中国語での 5 分間のスピーチにして発表しました。理工大学の

学生に手伝ってもらって作った原稿はとても素晴らしいものになりました。3 週間の成果が

形に残りとても感動し、語学っていいなと思うことができ、短期間の SV でもここまで伸び

ることができるのかと驚きもしました。

 やはり、語学はその言語で溢れている場に行き、学習することが一番身に着くというこ

とが分かりました。それは語学の学習において大事な‘‘耳を慣らせる’’ことが自然に出

来たからです。現地の人の会話を最初は聞きとれなくても繰り返し繰り返し何度も聞いて

いることで、少しずつ意味がわかってきたことには本当に自分でも驚きでした。

 私はこの先も中国語の勉強を続けていき、中国で日常生活が送れる程度の力をつけたい

と思っています。なので、もしまた今回のような機会があれば是非参加したいと思ってい

ます。そして語学力を付けたいと思っている人には留学を勧めていきたいです。そのため

にもこのような SV はもっとたくさんあってもいいのではないかと思いました。なぜなら、

本格的な長期の留学はお金もかかり、準備も大変になるので思いとどまってしまう人も多

くいると思います。しかし SV であれば、それよりも気軽にお試しのような気持ちで参加が

出来ます。期間が短いので学習成果は長期より小さくても、実際に外国で勉強が出来ると

いうことに大きな意味があると思います。その人にとって貴重な体験となり、実際に自ら

の目で世界を見て影響を受けることで、グローバルな視野を持てる人になることができま

す。また SV をきっかけとして長期の留学に踏み切る人もいるかもしれません。日本の学生

がもっと海外で勉強が出来るチャンスが広がれば嬉しいです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮本 蘭  教育人間科学部 学校教育課程 1 年 

私はこれまで海外に行ったことがありませんでしたが、以前から語学留学にとても興味

 



がありました。今回のプログラムは実際に中国に 20 日間も滞在できるだけでなく、中国語

2a,2b の単位も取得が可能と聞き、素晴らしい機会だなと思い参加することを決めました。 
 春学期に横浜国立大で中国語を学んでいるときは、中国語を頑張って習得しようという

意識はありましたが、教科書の中でしか中国語に触れないせいか、会話力があまりついて

いませんでした。

 そのため、プログラムが始まり、実際に中国で生活し、現地の方とコミュニケーション

をとることに初め大変苦労しました。大連理工大では、そんなほとんど中国語が話せない

私たちに、日本人学科の学生さんたちがグループを組んで一緒に行動してくれました。ご

飯を食べに行ったり、大学内を案内してもらったりとお世話になるばかりでした。私も日

本語だけではなく、学んだ中国語で会話しようと努力しました。

 理工大の授業は文法や語彙をただ学ぶだけでなく、実際に発音することに重点を置いて

いました。自分ではできていると思った時でも、先生に直され、正確にできるまで繰り返

し発音しました。そのおかげで発音の力はかなりついたと思います。また、習ったことを

使って実際に会話が通じたときはなんともいえない達成感がありました。

 総合日本語５という授業では、日本人学生が中国人学生に対して、自分が興味のあるテ

ーマについて日本の紹介を行いました。私は実家が宮城県仙台市ということもあり、「東日

本大震災の体験と今後の復興」と題して発表しました。自分が体験した地震の恐怖や、祖

父母の家が津波で被災したことを当時の写真を交えて説明しました。またこれからの復興

のあり方について自分の考えを伝えました。私は大学で心理について勉強しているので、

震災による被災者の心の傷について特に詳しく話しました。メディアからの情報では伝わ

らない被災者の想いを少しでも多くの人に伝えることができてよかったです。

 その後の交流会で、皆の発表と関連して、中国人の学生さんたちと日本と中国の文化の

違いについて話し合ったのもすごく印象に残っています。たとえば、中国の教育制度には

日本にある家庭科という教科はないそうです。国が違えば教育の方針もこんなに違うのだ

なあということを改めて感じました。また、太極拳や武術を習ったり、中国の歌を教えて

いただく機会もありました。歌は中国語の習得にもとても良い方法らしく、中国で流行っ

ている歌を 2 曲習いました。何回も練習して皆で歌えるようになったときは心が一つにな

る感じがしました。

 自由活動の時間にバレーボールや卓球を一緒にやったことも忘れられない思い出です。

スポーツに国境はないということを改めて実感した瞬間でした。

2 週目の休日には旅順に研修に行きました。ちょうどその 3 日ほど前に尖閣諸島を日本が

占有し、一時は反日デモが激化し、旅順研修どころか全員で日本に帰国するという話もで

ました。しかし私たちは 30 人全員で話し合い、20 日間終わるまで中国に残るという選択を

しました。私はその話し合いのおかげで、皆の絆がさらに深まったように感じました。

 旅順では日露戦争跡地と、監獄、博物館を見学しました。跡地は雨にも関わらず多くの

ツアー客が来ていました。当時使われていた大砲や防空壕からは戦争の生々しい光景が浮

 



かびあがり、たくさんのかけがえのない命が奪われたかと思うと、胸が締め付けられまし

た。監獄には寒さや暑さに何の配慮もない牢屋が 1 列に並んでいました。ガイドさんから、

感染病にかかり、治る見込みがない病人には安楽死をさせるという話も聞いて、彼らの人

間としての尊厳が冒涜されていることに非常に腹が立ち、悲しい気持ちになりました。最

後の方に絞首台を見学したときは、実際の光景が脳裏に浮かびあがり、つらくてその場に

いられないほどでした。この研修で、私は改めて戦争の残虐さを感じました。この機会に

見たこと、感じたことを私は絶対に忘れないでしょう。

 こうして日々いろんな体験を重ねていくうちに、最終日はすぐ近づいてきました。最後

の授業ではこの 20 日間の体験を中国語で発表しました。私はこれまでの中国での楽しかっ

た思い出と、この研修で語学を学ぶことにさらに興味を持ったことをつづりました。その

具体的な内容は、私は今回この研修に参加してますます海外で暮らすということに魅力を

感じ、同時に言葉がうまく通じないもどかしさも痛感しました。海外で生活するにはその

国の言葉を話せるようにならなければなりません。これから中国語はもちろんのこと、他

の語学も積極的に学び、いろんな国に行ってみたいと考えています。

 ついに最終日の朝になり、日本に帰国する時がやってきました。これまでの楽しい思い

出が走馬灯のように浮かび、別れがたい思いでいっぱいになりました。私はこの研修に来

て、日本を初めて離れて、中国で多くの刺激を受け、中国人皆さんの優しさに触れ、中国

に対するイメージが大きく変わりました。このことを日本の皆にも伝え、そして日中関係

が今よりもっと改善していけばいいなと思っています。

たった 20 日間でしたが、私の人生の中で最も深く、濃く刻まれた 20 日間でした。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

神谷結香  教育人間科学部 人間文化課程 1 年 

 留学前

私は小学生のころ、ガーナで働く子供たちのドキュメンタリーを見て、自分とは全く違

う生活をしている同年代の子供たちがいることにとても驚き、また、生まれた場所によっ

てこんなにも生活が変わってしまうことはおかしいと感じました。それから、自分は将来

このような格差をなくしたいと思うようになりました。そのため、国際問題には以前から

とても関心があります。

また、大学生になったら留学したい、いろんな国に行きたいと考えていました。そこで、

この大連理工大学での中国語集中授業の話を聞き、行ったことのない中国に行ける上、単

位が取れるなんて、自分にもってこいだと思いました。すぐに、参加を決めました。

 しかし、行けることになって中国語を頑張ろうと思っても、大学生特有の雰囲気に流さ

れて、あまり勉強に積極的になれませんでした。８月、学校が終わって夏休みの間は、一

度も中国語を見ることがなかったくらいです。自分は本当に行く気があるのかと思ったこ

 



ともありました。

 留学中

 中国は本当にとてもいいところでした。大連市内の方にも、とてもよくしていただきま

した。日本人と聞くと、ゆっくり中国語を話してくれたりするので、買い物をするときに

店の人と、どこから来たの？何しにきたの？などの簡単な中国語を話せて、それだけでと

てもうれしかったです。

 しかし、実際初めのころは、とても大変でした。１ヶ月ぶりの中国語に自分の名前すら

も憶えてなかったからです。そんな中、同じ班の青戸君は前期に使った教科書を最後まで

終わらせてきたらしく、初日から中国語を話していました。とても驚いて、自分も頑張ら

なくてはと思わされました。中国人の学生に、どうやったら中国語が上手くなるか？と聞

いたところ、毎日たくさん話そうとすることが大切だと言われました。それから、毎日努

力しようと心に誓いました。

 中国人学生の交流は日本語専攻の学生がほとんどでした。主に２、３年生で、私たちが

日本語の授業に参加させていただき、そこで日本のことについて発表したり、ディスカッ

ションをしたりしました。私の発表テーマは「横浜国立大学のエコ活動」でした。最初に

日本人が発表したとき、中国人の学生はあまり内容がわかっていないようだったので、日

本語で作ってきた PPT を中国語に訳して発表したのですが、訳が上手くなかったようで、

発表のとき、学生は笑っていました。しかし、先生からのレスポンスで（エコの意識があ

るかどうかはわかりませんが）中国でも同じような活動が行われていることがわかりまし

た。

 一番驚かされたのは、中国の学生はとても日本語が上手いということです。学生と話し

ていて、分からなかったら、すぐ辞書を出して調べてくれるし、日常会話に困ることはほ

とんどありません。そのため、意識的に中国語を話さないと、せっかく中国に行ったのに

全然中国語を使わなくても会話ができてしましまうのです。それを意識して、私は積極的

に中国語を話すようにしました。現在日本で友達と会話をしているときに、中国語が思い

浮かぶことをうれしく思います。

 最後に中国語でのスピーチの発表がありました。３週間の感想で、この実習の総まとめ

にもなるものです。前日、たくさんの中国人学生が私たちのために夜遅くまで原稿を見て

くれて、中国語を録音してくれて、本当にお世話になりました。私もそれに応えられるよ

うに一生懸命暗記して、発表に臨みました。とても緊張しましたが、中国語で満足のいく

発表ができました。

 帰国後

 実習を通して、一番変わったのは勉強への意識の面だと思います。中国の学生は暇を惜

しんで勉強していて、休日も自習を理由に出かけることを断られたくらいでした。また、

 



旅順の記念館に行って戦争中の話を聞いたときや、尖閣諸島の問題を学生と話したとき、

知らなかったことが多すぎて、自分を恥ずかしく思いました。これからは旅行でも留学で

も、他国に行くときは、その国と自国の関係や歴史を調べようと思いました。

 今回の実習で、中国のイメージが変わりました。行く前から、反日の報道があって、あ

る程度覚悟はしていたのですが、全くそんなことはなく、やはり行ってみないとわからな

いという思いが強くなりました。今、アフリカ・東南アジアなどの発展途上国の人たちの

生活にとても関心があります。本やテレビで見て、ある程度はわかっているつもりですが、

本当は違うかもしれません。また、ヨーロッパなどの国は汚い所など想像もできませんが、

もしかしたらそういうところがあるのかもしれません。そう考えるとわくわくしてきます。 
 留学は、来年の９月からを考えていますが、上記のこともあり、行く場所はじっくり検

討したいと思っています。また、留学のための TOFFL のテストやそれに伴う様々な勉強も

学校の授業と並行しながら、しっかり頑張りたいです。

 最後に、この実習を通して、お互いを高め合えるたくさんの仲間に出会えました。中国

の仲間がむこうで一生懸命日本語を頑張っていると思うと、私も意欲が湧いてきます。ま

た、日本でも一緒に中国に行った人達で、演習授業を頑張ることができます。今は住むと

ころが離れていても、SMS ですぐに繋がれます。これらの仲間をずっと大切にしていきた

いです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

野村 昌弘  理工学部 化学生命系 化学応用 1 年 

今回私が中国に短期留学して気付いた事は、日本のニュースで見た中国と、実際に行っ

 



て見た中国とは全く違うということです。ニュースで得られた中国人のイメージは乱暴で

好戦的なものでしたが、実際の中国人ははとても友好的で優しかったです。日常生活をサ

ポートしてくれた日本語科の学生、ジェスチャーをつけてくれたお店の人、頑張って日本

語を使ってくれたお店の人、試験の準備を手伝ってくれた学生と、皆いい人ばかりでした。

また、今回の短期留学で多くの中国人の友達を作ることができました。日本に帰ってか

らも交流は続いており、これが１番の収穫であったと思います。

 学習面では、中国語を聞くことに耳が慣れて多くを聞き取れるようになり、多少は中国

語で話せるようになりました。これからも継続して勉強したいと思います。

 中国は本当にいいところでした。また行きたいです。さらに、英語圏の国にも留学して

みたいです。

  因みに、私はスカイツリーについて発表しようと思っていました。最後に、私が中国で

の学習成果発表会で発表した文章及び写真を載せたいと思います。

大家好，我叫野村昌弘，来自横滨。现在是横滨国立大学化学专业一年级的学生。

我来这之前，因为对中国不太了解，所以 脑海中 对中国的印象不太好。但是，来到这里

之后，我的观点全部改变了。这里是一个好地方。日语专业的学生都很温柔。而且，大学附

近的商店的人也都很亲切。我觉得大连的人都很友好。

在学习方面，我觉得中国的学生都很认真。我见过中国学生之后，觉得自己应该更努力学

习。日语专业的学生，说日语都很流利，我也想把汉语说得很流利。我很喜欢外语，想学会

很多种语言。所以，回到日本之后，会更加努力学习汉语。

今后在日本我想帮助更多的来自中国的留学生。这样做，不仅能练习汉语，还能交到更多

的朋友。我想做中日语言的翻译。

  在游玩方面，我坐公共汽车去了胜利广场。公共汽车上特别拥挤。因为 40 分钟的车程一直

站着所以很累。之后又去了大连商场的地下超市，在那里看到了日本没有的瓜子和鸡爪。被

鸡爪的样子吓了一跳。另外在大学附近的书店，还买到了汉语版的《老人与海》。虽然很难理

解全部的汉语内容，但是我会尽我所能读到最后的。总之，大连是一个很好的地方。我还想

踏上大连这片美丽的土地。以后有机会请大家到日本交流学习。

以上就是我演讲的全部内容。感谢大家的倾听。

 



 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

目崎 美紀  理工学部 化学・生命系学科 バイオ EP 1 年 

○プログラム参加の動機

中国語実習 2a･2b 集中授業の案内を見たときに興味を持ちました。私は今まで海外に行

ったことがありませんでした。海外に行ってみたいという思いももちろんありましたし、

実際に中国に行くことで生の中国語が聞けるというのは中国語を学習するのにとても良い

と思いました。また、2a･2b の単位を夏に取ることができ、秋からは演習の履修が可能にな

ることも参加する動機の一つでした。

○実際にプログラムに参加して

結論から言うと、このプログラムに参加して本当に良かったと思っています。実際の中

国を見ることができたこと、生の中国語に触れられたこと、中国の学生たちと交流できた

ことはとてもよい経験となりました。確実に中国語に対する勉強意欲が向上しました。20
間という短い期間でしたが、いろいろなことができた気がします。

 中国語の話す力が伸びたかと言われると自信がないですが、買い物に行くたびに少しで

すが単語が聞き取れるようになっていたりして嬉しくなったり、自分の言った言葉が最初

は全然伝わらなかったのにわかってもらえたりと、ちょっとずつですが力がついてきたこ

となのかなと感じました。

 研修中、平日は朝八時から授業を受けて、午後は中国の学生と交流したり太極拳や中国

絵を体験したり土日はバスなどを使って大連市内に観光に行ったりととても充実していま

した。朝が早いことなどの日本との違い、その小さな違いたちを面白く感じました。中国

の学生たちはとても勉強熱心で感心しました。日本語学科の学生たちは、1,2 年しか日本語

を勉強していないはずなのに上手に日本語を話していて本当にすごいと思います。中国語

を話せない自分が残念でした。中国の学生たちの姿からも勉強へのやる気が出てきました。

共同授業では、私はバイオ専攻ということもあり、「日本の在来生物」についてプレゼンを

行いました。中国の学生と青春について話し合いをしたことが印象に残っています。日本

と中国では学生の生活の仕方が全然違って驚きました。中国の学生たちといろいろな話が

でき、友達になりました。中国の学生はみんな良い人たちで、一緒に買い物に行ってくれ

たり、大連を案内してくれたりしました。大連市内では、星海広場や勝利広場などに行き

ました。星海広場はアジア最大の広場ということもあり、とても広くきれいでした。勝利

広場はお店がたくさんあって楽しかったです。大きなデパートに行ったりもしました。来

た当初は何もわからなくて中国の学生がいないと買い物すらまともにできなかったのです

が、いつの間にか自分たちだけで買い物やバスに乗れるようになっていました。

 実際に中国に行って、今まで私が中国に対して思っていた印象が良い方向にがらりと変

わりました。今回の研修期間中、反日ということが目立ちました。確かにそういう人もい

 



るのかもしれませんが、中国の人みんながそうというわけではないし、理工大学の生徒や、

先生方は私たちに本当に親切にしてくれました。自分の目で見るということは大切だとお

もいました。

また、この 20 日間をこの 30 人で協力して楽しく過ごせたことはかけがえのない思い出

です。名前も知らなかった人たちと無事にやっていけるかどうか正直不安でした。この研

修を通じて仲を深めることができました。

○これから

今回の経験は一生ものだと思います。せっかく中国まで行って語学の勉強をしてきたの

ですから、中国語を話せるようになりたいと思っています。そしてまた中国のいろいろな

場所に行ってみたいです。中国だけでなくヨーロッパなど世界を自分の目で見てみたいと

思いました。まずは大学の授業を頑張って、秋からは中国語演習の授業に取り組みたいで

す。今回の研修だからこそ得られたものがたくさんありました。日本にいるだけではわか

らないこと。自分の視野が大きく広がったのを感じました。

――――――――――――――――――――――――――――――――

松村 翔  理工学部 建築環境系学科 地球生態学 EP 1 年 

 大連での三週間の生活を終えて、今振り返るとどの思い出も素晴らしいもので自分の胸

に焼き付いている。僕はこの三週間を決して忘れることはないだろう。 

 僕がこのプログラムに参加した理由は小学生の頃、地元の市の企画で中国を訪れ、そこ

でホームステイを体験したとき中国人の優しさと温かさに触れて今回も是非中国を訪れた

いと思ったからである。しかし、出国前連日報道される中国と日本の緊張状態についての

ニュースを見て今回の訪中はあまり良いものにはならないのではないかと考えていたのも

確かである。

 ９月９日午後、中国に到着し空港から大学までのバスの中で初めに感じたのが中国の街

が混沌としていたことである。開発が急ピッチで進められている地区もあれば、古い民家

が半壊した状態で残されている地区、コンクートが大量に放置されている地区もあった。

日本ではまず見ることのない光景にとても驚いた。そのとき僕はこの国が今まさに高度な

経済成長を迎えていることを肌で感じることができた。

 中国での生活で驚いたのは街だけでない。人々の暮らしについても驚いた。僕は大学近

くのスーパーや食堂で日本に比べてかなり無愛想な店員を多く見た。一人の中国人の友達

が教えてくれたのは「中国にはまだまだ貧しい生活をしている人が多く、自分みたいに留

学をすることができる人もいれば屋台を経営してかろうじて生活している人もいる。また

中国には特殊な税制度がありそれは貧しい人々にとってとても辛いものである。」というこ

とである。その人々は日々の生活に不満を抱えているそうだ。中国は今大きな格差問題を

 



抱えているのが目に見えた。中国の内部事情を知ることができたのもとても貴重な体験で

あった。

 僕は大学の授業で“日本の代表的な祭り”について発表した。例えば祇園祭、ねぶた祭

りなどである。日本の祭りは中国から稲作が伝わって以来、中国の影響を深く受けている。

そのことを上手く伝えることができたのではないかと思う。

 今回の研修で中国語の能力を大いに高めることができた。平日の午前中に毎日行われる

発音重視の授業は僕にとってとても有意義なものであった。日本では恥ずかしがって皆あ

まりやりたがらない発音練習も一緒に参加した日本人の友達は恥ずかしがらず取り組んで

いて僕も大きな声で取り組むことができた。午後からは毎日中国の友達と遊び、そのとき

その日学んだ中国語を実用化することで中国語を習得するのにとても近道であった。今回

の研修は中国語を学ぶ環境がとても整っていたと思う。中国語の勉強意欲も格段に上がっ

た。帰国後、僕は毎日のように中国人の友達と中国語を交えてチャットをしたり、日本語

を使いながら電話で中国語を学んだりしている。間違いがあればすぐに訂正してくれるの

でとても有難い。彼らは日本語を学んでおり僕も日本語を教えているので一石二鳥である。

今は日本語で会話することがほとんどであるが、このまま交流を続けていつかは必ず中国

語で会話ができるように勉強し続けていきたいと思う。

 今回の研修で得たもので一番大きなものはやはり友達であろう。僕は共に研修に参加し

た日本人の友達を研修前全く知らなかった。しかし２０日間共に過ごし、一緒に話をした

り、ご飯を食べに行ったりする中でとても仲良くなることができた。彼らとはとても気が

合い、帰国後も一緒に遊ぶ機会もたくさんある。また同じメンバーで必ず大連を訪れたい。

また多くの中国人の友達ができた。彼らは優しく純粋でとても面白い。彼らと過ごした時

間は一生忘れることがないだろう。一緒にカラオケに行ったり、彼らの寮に遊びに行った

り、スポーツをしたり、またたくさんの話をしたりした一つ一つの思い出がかけがえのな

いものである。本当に楽しかった。多くの出会いに感謝したいと思う。

 外交面で日本と中国はあまり関係が良くない時期での訪中となった。しかしこの時期だ

からこそ学べたこともいっぱいあったと思う。普段は中国人の友達と仲良く話をしていて

何も問題はなくても、いざ街に出ると周りの市民からは一人の日本人として扱われる。一

度、街で買い物をしているときに日本人だという理由に怒鳴られたことがあった。そのと

き僕は自分の性格も知らずに人格を全て否定されたような気がしてとても嫌な気分になっ

た。初めて経験するような気持ちである。中国には多くの人がいて、考え方も人それぞれ

であると聞いていたのでそれを飲み込むしかなかった。この気持ちをどう表現すればいい

のか分からなかった。別の日に旅順を訪れる機会があった。その日は大連の生活も終盤を

向かえていて僕たちは仲良くなった中国人の友達と共に行動した。中にはかつて日本軍が

中国人に行った様々な残虐な行動の話を聞くことができる施設があった。僕はその話を聞

いてとても心を痛めた。中国人の友達も顔を渋めていた。そのとき彼らは何を考えていた

のだろう。やはり日本人に怒りを感じたのではないだろうか。こうやって仲良くしている



けど見る目が変わるのではないだろうかとかを考えてしまった。そのとき僕は彼らと話す

言葉が見当たらなかった。僕はこの出来事を惨いと一言だけで済まされないのだと考えた。

もっと知らないこともたくさんあるし、日本はこれからも戦争の責任を負い続けなければ

ならないのだとも思った。それでも自分には偉そうに言う権利もないと思った。やはり中

国人と日本人の交流として考えたとき一言では表せない。でも９．１８の日、中国人の友

達は周りの目も気にすることなくずっと僕たちと一緒にいてくれた。何人かの友達はなぜ

今頃日本人といるのかと聞かれたという。でも僕も日本で同じ状況にあったとしても彼ら

といることは間違いない。今はそれだけで十分だと感じた。

 僕はこの三週間多くのことを学び、多くのことを考え、とても有意義な生活を送った。

中国に来て日本のことを改めて考えることも多かった。これから中国と日本はますます手

をとりあって進まなければならないと思う。今僕は中国が日本と同じぐらい好きである。

僕は将来日本と中国の架け橋になるような仕事がしたい。今回の研修はその夢に大きな意

味を与えてくれた。今回この研修に参加することができて本当に良かった。この研修に携

わった全ての人に感謝の気持ちを伝えたい。本当に有難うございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

青戸知広  理工学部 数物・電子情報系学科 電子情報システム EP 1 年 

４月に今回のプログラムを知ったとき、私は迷わず参加を決めました。その最大の理由

は、「単位が取れるから」でした。通常、秋学期は春学期と同じ時限に中国語の授業を二

つ受けなければなりませんが、そのように縛られることなく、秋学期に自由に中国語演習

の授業を受けることができるということに、強く魅力を感じていました。もちろんそれだ

けではなく、中国という国の現状を自らの目で見るということが、きっと自分の将来の役

に立つだろうと思ったからです。確かにメリットはたくさん考えられましたが、まだこの

ときは、恐らくこのプログラムは少なくとも楽しいものにはならないだろうと考えていま

した。夏休みの最後をこのプログラムに費やすことに、少しばかり惜しいと感じていたこ

とも事実です。 

 



 プログラムへの参加が決まったあとは、少しでも理工大の学生さんたちと中国語で話せ

るように、より一層勉強に力を入れるようになりました。NHKで週に一度放送される中国語

講座も見るようになりました。第二外国語だからといっていい加減に済ませることなく、

しっかりと勉強に取り組むことができたのはこのプログラムのおかげだと思っています。

春学期、中国語 1a1b 両方で「秀」の評価を得ることができました。また、スラスラと言え

るまで読んで暗記した例文は大連で幾度となく活躍することになりました。 

 出発直前、尖閣諸島を巡って日中関係は急速に冷え込んでいきました。繰り返し大連は

安全と言われていたものの、毎日のように報道される中国の状況を見て不安にならなかっ

たといったら嘘になります。両親や友達、先輩も中国に行く私を心配してくれていました。

相手は外国人ですから、何を考えているかわからないし、思わぬことが引き金になってト

ラブルが発生してしまい、最悪の場合、傷つけられる人が出てくるかもしれないと思いま

した。いくら日本に興味をもつ日本語学部の学生さん相手でも、日中の歴史や、とくに尖

閣諸島の問題に触れるような話題は決して口に出さないようにしようと決めていました。 

 大連理工大学の大きさには驚かされました。また、思ったより綺麗だと思いました。日

が経つにつれて、外観だけでなく、中身の素晴らしさにも気付き始めました。スポーツの

できる施設が整っているのがなにより羨ましいです。とくに大学内でビリヤードやボーリ

ングができるなんて思ってもみませんでした。ものひとつひとつが安いというのも少なか

らず理由としてありますが、今となっては大連理工大学での学生生活に強く憧れています。

滞在した三週間、まったく退屈することはありませんでした。もし、トイレとシャワーが

日本と同じように設備されるようなことがあれば、私でも 4年間楽しく快適に生活できる

と思います。 

私は大連理工大学での初めての共同授業で発表を行いました。題名は「人間 VS コンピュ

ータ～人工知能はどこまで発達したのか～」といったものです。将棋というゲームを戦場

に、開発者たちは互いの自慢のコンピュータの「賢さ」を競い合っています。その中で最

も強いと言われたソフトが、人間の名棋士相手に勝利を収めました。いかにして勝ったの

かというものです。中国では日本以上に囲碁が盛んであるということは知っていました。

将棋と囲碁を絡めて発表すれば、興味を持ってもらえると思い、このテーマに決めました。

日本語、すなわち理工大の学生さんたちにとっての外国語で発表するので、表現はごくご

くシンプルなものに留め、パワーポイントのスライドもアニメーションを使って、できる

だけ理解しやすいように工夫はしました。どこまでわかってくれたかはわかりませんが、

終わったあと、となりの席の理工大の学生さんから「よかったよ」とひとこと頂いたので

よかったのかなという印象です。 

日本にいたときの怠惰な生活が嘘のように、規則正しく充実した生活を送ることができ

ました。時間はあっという間に過ぎて、最後に単位取得をかけたテストが控えていました。

中国語実習 2a の筆記試験は普通に勉強するだけでしたが、2b は 5 分間の中国語によるス

ピーチを評価されるというものでした。それぞれ仲良くなった理工大の学生さんに原稿作

 



りを手伝ってもらいました。私は、大学院生の孙さんと李さんに指導してもらいました。

二人は、私の言いたいことを丁寧に汲み取り、文章の流れまで考慮して、時間をかけて原

稿を練ってくれました。それでも試験当日、緊張した私は、正しく発音できませんでした。

2b で「秀」をとれたのは彼女たちが素晴らしい原稿に仕上げてくれたおかげだと言わざる

を得ません。 

 村田教授は大連理工大学の日本語学部の学生さんたちと、我々横浜国立大学の学生 30人

に講演をされました。講演中教授は、私が理工大の学生さんと話すのを避けていた、歴史

や領土問題についての話題を取り上げました。私は心配で気が気ではありませんでしたが、

理工大の学生さんたちは最後まで冷静にお話を聞いていました。そして私は、村田教授が

おっしゃった「日中関係が悪化したときこそ、避け合わずにお互い話し合わなければなら

ない」といった趣旨のことに考えさせられ、確かにその通りかもしれないと思いました。 

 よく日本で報道される、暴徒化して建物を壊したり、日本の国旗を焼いたり、略奪をし

たりする中国人というのは、実はごく一部にすぎないということは、大連に行く前にもわ

かっていました。しかし、恥ずかしながらメディアによって信じ込まされ、誤って認識し

ていたことも確かにありました。例えばそのひとつに「中国人は謝ろうとしない」という

ものがあります。私はそれだけは中国の国民性だからどうしようもないと割り切り、腹が

立っても我慢しようと覚悟していました。しかし、出会った理工大の学生さん全員がそれ

は間違いだと証明してくれました。それだけでなく、彼らは遅刻をしないし、嘘をつかな

いし、謙遜することもありました。日本の大学生よりよっぽど忙しいのに、平日であって

も我々のために時間を割いて、大連を案内してくれました。我々に付き合って高級な食事

をして、我々が奢ると言ってもなかなか聞きませんでした。我々が中国語を聞き取れない

ときは、紙に書いてピンインまでふってくれました。彼ら自身が習っている歴史が少し事

実と違うことも分かっていたし、汚いものが平気というわけでもありませんでした。わた

しは彼らと日本人に大きな違いはなく、お互いに分かり合うのは難しくないと思いました。

暴徒化する人々も、日本に反発しているのはごく一部であり、大部分の人々は日々溜まっ

た鬱積とひもじさが合わさって、あのような過激な行動に出てしまうというのは本当だと

思います。

メディアはときに、誤った情報、また誇張した情報を報道します。自国に、とくに島国

である日本に留まっていては、外国の正しい情報は手に入りません。まだまだ外国にた対

する誤った認識が数多くあると思います。中国の大連以外の地域、また、中国だけでなく

他の国に行って、自分の目でその現状を見てみたいという気持ちはより一層強くなりまし

た。最後に、この素晴らしいプログラムに感謝したいです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

天野 春樹  理工学部 数物・電子情報系学科物理工学 EP 1 年 

 



・プログラムの参加動機

横浜国立大学に入学した時から、大学ではたくさんのチャンスに積極的に接していきた

いと思っていた。このプログラムは、最初の大きなチャンスだった。話を聞き、すぐに参

加を決意した。その時は、このプログラムがこんなにも素晴らしい経験になるとは思って

いなかった。

参加動機は、自分は海外に行ったことがなかったため、海外に行けるいい機会だと思っ

たことと、中国語の能力を上達させたいというものだった。

・実際に参加して

このプログラムで最もよかったことは、中国人学生の友達ができたことだ。中国人の学

生は、本当に心がきれいで素直で素敵な人が多かった。驚くほどであった。三週間という

短い時間ではあったが、毎日を共に過ごして、とても深い友人になれたと思う。尊敬でき

る、とてもいい友人たちと出会えただけで、このプログラムに参加してよかったと思う。

日本語学科の学生たちは、授業以外の時間は基本的に自習をする。勉強に対する姿勢が、

日本の大学生よりも前向きなように思えた。その成果もあり、日本語学科の二年生、三年

生はとても日本語が上手だった。友達同士で自習スペースに行き、わからないところを教

えあったり、眠そうな友人を励ましたりしながら勉強する姿はとてもいいと思った。

もちろんずっと勉強だけしているのではない。大連理工大学はとても広く、バスケコー

トやフットサルコート、テニスコートなどがたくさんあり、学生たちが自由に運動してい

た。私はあの雰囲気がとても好きだった。コートに行けば、言語が通じなくても歓迎して

くれて、一緒にスポーツを楽しむことができた。寮の部屋にはテレビゲームもあり、一緒

にゲームをして遊んだりもした。また、寮で中国語の発音を教えてもらったこともあった。

また、このプログラムでは、中国という国についてたくさん学び、考えることができた。

日中関係についても、今までにないくらい考えることができた。村田先生の講演を聞く機

会もあり、日中関係についてより深く考えるようになった。プログラムの期間中に、日中

関係は尖閣諸島の問題により急激に悪化してしまった。これらのニュースを聞いたとき、

本当に悲しい気持ちになった。きっと日本にいたら、こんな気持ちにはならなかっただろ

う。プログラムを中止すべきだという話も出たが、私たちは参加者 30 人で話し合い、残る

50 



ことを選んだ（家族をはじめとする多くの人に心配をかけてしまったが）。ここで帰ること

は、日中関係から逃げることのように私には思えた。30 人の留学という小さなことではあ

るが、私たちは日中関係について真剣に考えることができた。

また、旅順にも行き、昔日本人が中国人に対して行った残酷な行為も実際の地で学んだ。

ある中国人の学生が「これは中国人にとってとても怖い過去」と言っていたのが心に残っ

ている。中国側の立場から、日本の歴史を見ることができたのは、とても重要な体験だっ

たと思う。

もちろん語学の学習という点でも、このプログラムはとてもよかった。中国語の世界の

中に自分を置くことは、やはり中国語を学ぶ最適な方法であると感じた。発音も、それま

での自分の発音ではまったく通じなかった。まだまだ自分の言いたいことを自由に話せる

ようにはなっていないが、この短期間で中国語のレベルはとても上がったと思う。これか

らも中国語の勉強を継続したい。

また、中国人学生との共同授業では「日本のテレビコマーシャル」について発表を行っ

た。人前でプレゼンテーションをする機会は大学に入って初めてたっだので、準備も含め

ていい経験になった。

このプログラムは、私たち参加した学生の自由度が大きかったことがとてもいい点だと

思う。自由時間がたくさんあったため、自分たちで中国人学生と連絡を取り合い、遊んだ

り、食事に行ったり、買い物にでかけたり、宴会を開いたりもした。自由に大連市内を行

動できたことは、たくさんのことを学ぶことに繋がったと思う。決められた活動ではなく、

自由に中国人学生と交流できたのは、本当にいい体験であり、深い友達になることに繋が

ったと思う。

・これから

 先にも書いた通り、このプログラムで得た最高のことは、中国人学生の友達である。彼

らとはこれからもずっと連絡を取り合い、必ずまた会いたい。また、今回は大連市内のみ

の活動だったため、中国の他の場所へも行きたいと強く思った。中国以外の国にも、行っ

てみたいと思った。自分のまだまだ知らないことが、外国にはたくさんあることを知った。

 また、日本に帰ってきて思うことは、やはり日本人の中国人に対するイメージは、テレ

ビなどのメディアによって大きく影響されるため、中国に対していいイメージを持ってい

ない日本人もたくさんいる、ということだ。そういう人たちも含め、私はこれからこの体

験のことを多くの人に話していきたいと思う。

 中国に行き、自分はとても成長できたと思う。中国人学生の、勉強に対する前向きな姿

勢や、素直できれいな心を見て憧れた。彼らは毎日とても楽しそうだった。私のこれから

の日本での生活も、このプログラムで学んだことを思い出しながら、よりいい方向に向け

ていきたい。

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

井上 竜馬  理工学部 数物・電子情報系学科 情報工学EP 1年 

端的に言う。中国人は親日である。さらに言う。この研修は語学学習のためではない。 

 不審に思う読者方、焦るべからず。中国人に反日派がいないという訳ではないし、中国

にわざわざ赴き中国語を勉強しなかったのかというと、無論そうでもない。むしろ、渡航

前には考えられないほど中国語と向き合っていた。だが、それが全てではなかった。ほん

の一部でしかなかった。では、この研修の目的は何か。 

「中国」と聞いて、好印象を受ける読者は少ないだろう。それもそのはずである。最近の

日中関係は国交正常化後最悪とも言われるほど冷え切っている。中国では反日デモ（と称

した実情はただの暴動）が多発し、日系企業や日本関連の店・建物に被害が出ている。そ

んな状況を見て、なお中国を許せる人は少なかろう。では、「中国人」と聞いたらばどう

だろう。「『中国』と聞いたときと何が違うの？」と思う方が多いのではなかろうか。そ

れは「中国」と「中国人」のイメージが同じ、という証拠である。実際のところ、私自身

も研修前はそうだった。領土問題について言えば、尖閣諸島は日本固有の領土、どうして

中国はそんな主張をするのか、と中国の傲慢さに怒りと憐れみを覚えていた。そこまで日

本が嫌いなら、日本と完全に国交を絶ち、お互いが干渉しなければいい、という過激な意

見にさえ、ある程度賛同していたこともあった。故に中国に行く直前は、身の危険こそ感

じなかったが、中国人は日本が嫌いだろうから、交流といってもたいしたことはできず、

語学学習以外にためになるものはないだろう、と思っていた。領土問題は中国と日本の国

レベルの問題であるにもかかわらず、それを「中国人も日本が嫌い」というように、中国

と中国人をセットにして捉えていたのだ。 

ところが、実際に中国に行ってみると、その認識はまるで違った。確かに、日本では考

えられないような習慣や文化が中国にはあった。例えば、トイレにトイレットペーパーを

流せなかったり、レストランで食べ残しや食べかすを平然と机の上に吐き出したり、幹線

道路で横断歩道がないにもかかわらず、堂々と道路を横切って行ったり、など。それらは、

日本の習慣・文化を当たり前だと捉える見方からは奇妙とも見えるかもしれないものだっ

た。が、そういう感情は海外ではよく経験する一種の「カルチャーショック」なわけであ

り、「だから中国人は…」という発想に結び付けるには、少々早合点だろう。なぜなら、

それが中国人の「当たり前」であり、彼らにしてみれば「何もおかしなことはしていない」

と思っているのだから。 

 加えて、中国人は日本人より勤勉である。一般的な日本の学生が大学の放課後にバイト

やサークルに明け暮れるのに対して、中国の学生でバイトをする人の割合は少なく、放課

後も課題やレポートに追われているそうだ。また、大学入試に対する意識も高く、入試を

人生における１つの通過点と捉える日本に対し、大学に入ることがまず人生の第一の目標

というのが中国。よって高校時代の勉強時間も、朝７時から夜１０時までという、日本で

 



は考えられないほど長く、大学にかける想いの違いを目の当たりにした。 

 私は大連理工大学の「総合日本語三」という授業において「机器人的日本」と題して、

日本のロボット工学技術の紹介を日本語学科の２年生に向けて日本語で行ったのだが、彼

らの反応は上々だった。 

 日本語を学び始めて１年と、ネイティブが話す内容はまだまだ難解であろうに、私の話

に熱心に耳を傾けてくれて、スライドに分からない単語が出てきたら辞書を使って調べ、

懸命に私の発表を理解しようと努めてくれた。発表後も、内容について質問を受けたり、

今後の展望について意見をもとめられたりと、彼らの高い意欲に驚かされるとともに、自

分の大学生活はこの程度でいいのだろうか、と自分自身を省みる機会にもなった。 

 他にも、言葉の分からない私に、身振り手振り、筆談にまで付き合って下さった寮の警

備員さんや、10元程度の買い物に100元札を出しても(駄菓子屋で１万円札を出すようなも

のである)、笑って対応して下さったスーパーの店員さん、私が日本人だと分かると、島の

問題を持ち出して、しかもそれを冗談で笑い飛ばしたバンジージャンプの係員さんなど、

こんな人たちがいるのかとも思わせられた。 

 ここに書かれていることが嘘だと思うなら、百聞は一見に如かず、実際に中国に行き、

現地の人々と交流を図ってみるとよい。少なからず習慣・文化の差異はあれど、本質的に

は同じなのだと気付かされるはずだ。先ほどの話に戻せば、確かに「中国」には、領土問

題に対する姿勢や独裁体制の固持などから、堅く、陰湿で冷たいイメージが伴うが、「中

国人」はそうではない。彼らは、ゲストをもてなす精神にあふれ、日本人だろうとそうで

なくても同じように温かく迎え入れる、心優しい人たちなのだ。もちろん、彼らの中には

日本を嫌う人もいるだろう。ただそれは、どんな人、どんな国においても同じことが言え

るのであって、万人に好かれるというのは至極難しい。そのことを考慮に入れても、中国

人は温かいと、私は断言する。それが、私がこの研修で見てきた中国人の姿だからである。 

さて、ここまで読んで下さった読者方は、もう私の主張を分かって頂けただろう。正直、

今の日本のメディアは、情報操作とまでは言わないが、それに近いほど偏った報道をして

いるようにも映る。私は、そのような環境に身を置いていては、中国を良く思わないのも

仕方ないと思う。しかし、必ずしもイメージと現実が同じではないことを、読者方には理

解してほしい。百歩譲って中国が劣悪な国だとしても、中国人までもがみな劣悪というわ

けではない。今回の研修で私は、自分がイメージだけで相手を蔑んでいたことを深く反省

し、できるだけ多く人の、その誤解を解きたいと思った。研修を通じて変化した中国に対

する主観を、共有したいと思った。その第一歩として、この場を借りて、私の研修レポー

トとして報告する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

戸村 優  理工学部 電子情報システム EP 1 年 

 



 資源はもちろん、技術面でも日本は中国と関わっていかなければならない。自分は、エ

ネルギー問題に対して関心があり、そういった意味で中国のことをもっと知りたい、語学

力を身につけたいと思い今回の中国との交流プログラムに参加しました。中国語で会話す

ることは不可能に近かったので、留学先の生活には不安があったが、日本語学科の学生さ

んや先生方に助けてもらうことで、中国語の勉強や文化を分かりやすく習得することがで

きた。

 周りがみな中国語を話している環境の中、自分一人は日本語しか話せなかったことはも

のすごく悔しかった。値段を聞くとき、食べたいものを注文するとき、言いたいことを相

手に伝えることができない場面が何度もあった。だがこの、いつまでも黙っていては何も

始まらない環境こそが、自ら言葉を勉強しようとし、正しい発音ができるまで中国の学生

さんに聞いてもらうなどの積極的な姿勢へと変えてくれた。ただ教科書を見ているだけで

は学べないことを実際に海外へ行ってみることで多くのことを学ぶことができた。

 今回の交流プログラムを生かして、中国語の語学力をさらに身につけたいと思う。一緒

にプログラムに参加した横浜国立大学の学生や中国の学生さんとも仲良くなれたので、中

国語を勉強したいと気持ちは高まった。外国の文化を知るために、まずは相手の言葉から

学んでいきたいと思う。これからの国際社会で役に立つためにも頑張っていきたい。

共同授業での発表テーマ「日本のエネルギー将来像」
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