天津市
天津大学
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：11 月 11 日～11 月 14 日
期末考試：1 月 4 日～1 月 6 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
学校の有志者と一緒に北京の香山へ行きました。公費留学生は自費の留学生より安く行かせていた
だけました。12 月に留学生新年会パーティーがありました。
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：
【必修】口語 精読 【選択】ビジネス中国語
火：
【必修】新聞 口語 【選択】HSK５級
水：
【必修】精読 聴解 【選択】HSK５級
木：
【必修】口語 精読 【選択】HSK５級
金：
【必修】聴解 新聞 【選択】彫刻
土：

【選択】中国文化 、中国語

＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級班 2 クラス 20 人、中級班 3 クラス 25 人、高級 2 クラス 20 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
先生と会話をして、先生と教科書を見ながら決めました。最終的には自分の決断で決めます。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
17 名の韓国人、日本 2 名、イラン 1 名、ウクラエル１名、デンマーク 1 名
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
HSK 対策 4，5 級、絵画、彫刻、ビジネス中国語、漢字
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：600（人）

日本人留学生：6（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋

＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(ベトナム人)

＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
テレビ、シャワー、トイレ、電話、電気スタンド、ベッド、机、クローゼット
＊インターネットを使われている方に質問します。どのように接続していますか(ADSL,ダイヤルアッ
プ,ネットカフェ,201 カード使用など)？
前は 80 元のカードをかっていたのですが、あまりにも遅かったので天津大学校内のインターネット
を使うことにしました。
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
開通代金が 50 元、毎月 30 元です。
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
中国建設銀行のカードを頂き、毎月 20 日頃に入金してあります。
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行カードに入れてあります。
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
■ある(送金方法： 三井住友銀行、CITY バンクへ振り込んでもらいました。 ) □ない
＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
2100 元程度
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
いいえ。
＊病院にかかったことがありますか？
□はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) ■いいえ

＊留学している都市には邦人団体（日本人会等）がありますか、またその団体に加入していますか？
ありますが、参加はしていません。
＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
セブンイレブン、ココス、家楽福，易買得，サイゼリヤ、伊勢丹などがあり、日本料理には困り
ません。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
・一週間に一度、中国人との交流の場がある。
・HSK の選択授業がある。
・寮の部屋が広い。
・留学生の種類が豊富。
・門限があり、寮が安全

・午後の授業が豊富
・日本人専用のフリーペーパーがある。
・無料ジム有り
悪い面
・教科書が古い
・HSK の 6 級の授業が無い。
・食堂の料理が美味しくない。
・寮から教室が遠い。
・インターネットの回線がややこしい。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
1 学期が終わり、反省点と改善点と継続していきたい点が見つかった。まず、よかった点は、積極的に
中国人の友達を見つけ、交流することができた点だ。学校生活は、風邪をひいてしまった時もあった
が、ほぼ毎日元気に学校へ行き、中国語の必修授業以外も積極的に受けることができ、充実した学校
生活になった。午後の授業が終わり、運動をしたり、友達とご飯を作りあったり日常生活も充実した
と思う。

（後期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期末考試：6 月 18 日～6 月 22 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
スピーチコンテスト
＊クラス分けはどのように行われましたか？
先生と教科書を見、相談して決めました。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
ロシア６、韓国５、ポーランド１、日本１、ウクライナ１
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：600（人）

日本人留学生：8（人）

・費用など
＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
２万円程
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
盗難、病院

・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
中国に留学する意味。それは、もちろん中国語を勉強しなくてはならないが、私にとってこの留学
で中国を旅行できた事は、これからの私に大きな力になると思う。天津大学という名門大学で勉強で
きたのも大きな利点があると考える。中国全土から集まってくる優秀な中国の学生と知り合えたし、
その方々の支えは私にとってとても大きかった。語学の助けだけでなく、私は彼らと交流できたから
分かる中国人の友情もあった。中国人は多いので皆がそうとは言い切れないが、少なくとも私の友達
は見返りや利益を求めず友人を支え、友達の仲に遠慮は一切なく、見栄や偽りのない愛情を注いでく
れる。私の中国人の友達はそんな当たり前の友情を教えてくれた。現代の競争社会の中で相手と一緒
に切磋琢磨をし、自分の秘密を全部さらけ出しても一緒に成長したいと思ってくれた。
語学留学へ行ったのにこんな事を言うのはおかしいかもしれないが、外国人と交流していくうちに
私はあることに気づいた。
「語学ができなくても、笑顔と感謝の気持ち、それから相手を心から気遣う
気持ちがあれば、言葉って本当はそれ程大事ではないのかもしれない。」実際私はこの留学を通して「一
生付き合っていきたい。
」と強く思える仲間ができた。それも１人を除いてすべて外国人だ。残念だが、
今回の留学で日本人との出会いには縁がなかった。そして、留学に来ている日本人を客観的に見てみ、
日本人のもったいない部分や、今まで気付くことのできなかった（今までは長所だと考えていた）日
本人特有の性格にも気づけたと思う。日本人のはっきり物事を決めず、曖昧な点は外国人からしてみ
たらとても分かりにくく、気持ちをさらけ出さない部分は時には壁さえも感じられる。この日本人の
性格ははっきりと今の日本社会にも反映していると思う。その面では日本人と距離を置いて外国人の
意見を聞けたのはよかったと今では考える。
中国で「礼尚往来」という言葉を習った。日本語では「していただいたら、自分もまた同等の分、
して差し上げる。
」という意味だが、私は中国で人間としての基盤や道徳も学ばせていただけたと思う。
中国へ行って感じた。
「中国は偉大な国だった。日本国民は謙虚な姿勢で学ばなくてはいけないことが
たくさんあるのではないか。いつまでも短所を探すのをやめないか。尊重し、認めることから日中友
好は始まる。
」

遼寧省
大連外国語学院（大連市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：11 月 9 日～11 月 11 日
期末考試：1 月 4 日～1 月 6 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
運動会、卓球大会、新年歓迎会
・授業について

＊時間割を教えて下さい。
月：1 限目・聴力 2 限目・精読 3 限目・発音(選択授業)
火：1 限目・閲読 2 限目・精読
水：1 限目・聴力 2 限目・精読
木：1 限目・口語 2 限目・閲読 3 限目・日漢翻訳 4 限目・日漢翻訳
金：1 限目・精読 2 限目・口語
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
高級班 2 クラス 15 人、 中級班 7 クラス 15 人、 初級班 4 クラス 10 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
初めての授業の時に、テストが行われ、それに基づいてクラスを振り分けられる
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
日本人 8 人、ロシア人 5 人、モンゴル人 1 人、スイス人 1 人、韓国人 3 人
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。
（有料の場合は費用も記入してください）
書道、太極拳、発音、二胡
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：300 人

日本人留学生：100 人

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋
＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(ウズベキスタン)

＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。
）
部屋のカギを借りる際に 50 元必要
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
掛らない
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
シャワー(共同)、トイレ(共同)、テレビ、電話、暖気、ベッド、衣装ダンス
＊インターネットを使われている方に質問します。どのように接続していますか(ADSL,ダイヤルアッ
プ,ネットカフェ,201 カード使用など)？
ADSL
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
50 元
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
20 日に財務室に行き、手渡し。

＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
ない。
＊お金はどのようにして保管していますか？
衣装ダンスの金庫に保管している。
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
1500 元
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
サポートを受けました。
＊病院にかかったことがありますか？
■はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) □いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、医療費はどのくらいかかりましたか、また、保険で補てんを受けま
したか（受けた場合は差支えがなければ保険の種類、病院名も記入してください）
医療費は 6000 元。救命で運ばれたため、友人に手続きを行ってもらったので病院名は覚えていな
い。
＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
快客(コンビニ)、subway、テスコ(スーパー)、マクドナルド、吉野家
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
外国語大学だけあって、日本語を学んでいる中国人学生の日本語レベルが非常に高く、
「こういう風に
言いたいのに、中国語で何て言えば分からない」と思った時、中国人学生に日本語で伝えれば、すぐ
に中国語で返答してくれる点。また、欧米、特にロシアからの留学生が多く、ハロウィンパーティー
やクリスマス、新年など大きな行事があるたび、主体的にパーティーを企画してもらうので、外国人
の友人をすぐに作る事が出来る。
悪い面
大連外国語学院は、キャンパスが 2 つあり、1 つは留学生がメインのキャンパスで、もうひとつは、中
国人専用のキャンパスなのだが、日本語を専門に学んでいる中国人の多くは、留学生の通うキャンパ
スと離れた場所で学習しており、相互学習をするとなると、バスで往復 16 元払って行かなくてはなら
ない事。学校の事務の対応が日本と違って非常に悪く、例えば卓球大会の参加を申し込みしたのにさ
れてない場合や、逆に申し込みをしていなくても参加出来たりなど、適当な対応を受ける事がある。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください.
中国に来て、早くも 5 カ月あっという間に過ぎてしまった。日本に在学していた時から、中国語を
学んでいた事もあり、留学経験はなかったものの、ある程度できるはずだと、自分の中で根拠のない

自信を持って中国に来た。
しかし、いざこっちに来てみると、授業中、最初先生の言っている中国語があまり聞き取れず、日
本で自分は何をしていたのだろうという後悔の気持と、これから 1 年大丈夫なのかという焦燥感に駆
られていた。
そして、更に追い打ちをかけたのは、私がクラス分けの際に上から 3 番目のクラスに決めてしまっ
たため、クラスのレベルが非常に高く、更にクラスメイトのほとんどが半年前から中国に留学に来て
おり、彼らが中国語を易々と聞きとっているように見えた点である。私は、来た当初は中国語が分か
らなくても、日本で学んでいたのだからこんな簡単な事、クラスメイトや先生に聞けないというプラ
イドから、多少授業で分からない事があっても流していた。だか、時間が経つにつれ、その理解でき
なかった事が大きくなり、このままではいけないと思い始め、まずは自分の変なプライドを無くし、
受動的ではなく主体的に動く事を考え、分からない点などは先生やクラスメイトに聞くようにしたら、
いつの間にか、先生の言っている事を理解できるようになった。中国では、分からない事は、聞けば
答えてくれるが、聞かなければ誰も答えて貰えず分からないままである。こっちに来て、どれだけ主
体的に行動するかが、留学生活の質を向上させる秘訣だという事を痛感した。

（後期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：4 月 23 日～4 月 25 日
期末考試：7 月 2 日～7 月 4 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
運動会、卓球大会
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：精読・口語
火：閲読・精読
水：リスニング・口語
木：精読・閲読
金：リスニング・精読
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級班 ４クラス １５人程度、中級班 ４クラス １５人程度、高級班 ２クラス １０人程度
＊クラス分けはどのように行われましたか？
１学期目はテストを受けて、クラス分けだったが、２学期目以降は自分で選択できる。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
日本人５人、韓国人１０人、イタリア人３人、スイス人１人、ウズベキスタン人２人、ロシア人１
人、コロンビア人１人
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）

太極拳、発音、書道、文法
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：200（人）

日本人留学生：50（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋
＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(ウズベキスタン人)

・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
財務室に行き受けとる
＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
特にない
＊お金はどのようにして保管していますか？
金庫に入れて保管していた
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
1200 元
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
いいえ
＊病院にかかったことがありますか？
□はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) ■いいえ

＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
マイカル(デパート)、ローソン、マクドナルド、subway
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
今学期から大学の近くに学生向けの日本食屋がオープンした。学生は 2 割引でお替りも自由なので、
食の面で困ることはなかった。韓国人の割合が非常に多いので、中国語を学びながら韓国語も学ぶこ
とができる。
悪い面
中国政府が旅順を開発しようということで、大連すべての大学が旅順に移転しているということで、

大連外国語学院も中国人から順々に旅順キャンパスに行っているため、中国人学生との交流の機会が
減っている。また市内から郊外に移動するため、中華料理以外の食べ物を食べる機会が減る。お風呂
で時々熱湯が出ないので、冷水でシャワーを浴びることがある。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
中国に来たばかりのときは、語学よりも中国の生活に苦労していた。入浴時に熱湯が出ない、中国
の薬が体に合わなかったりなど、色々大変なことがあったが、何よりも苦労したことは食に関する問
題であった。脂っこい食事がメインであったり、野菜をしっかり摂ることが出来なかったりなど色々
苦労したが、徐々に自分に合った食を見つけることが出来、後期からは食生活で困ることはなくなっ
た。
また、後期からは中国の自動車に興味を持ち、中国ではどの自動車が、人気があるのかを自分で調
べたりしていた。
前学期は、今回の中国留学は、中国語の習得だけが目的であるかのように中国語をひたすら勉強し
ていたのだが、後期に入ってからは、中国語以外にもいろいろ事に興味を持てるようになった。その
きっかけを作ってくれたのは、中国に駐在しておられる社会人と出会えたことであった。
中国留学は、自分が思いもしないような人に巡り合せてもらうことが出来、人として大きく成長で
きた留学であった。

江蘇省
蘇州大学（蘇州市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：11 月 1 日～11 月 2 日
期末考試：1 月 3 日～1 月 4 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
運動会、遠足、ハロウィンパーティー、クリスマスパーティー
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：漢語，視聴説
火：写作，視聴説
水：漢語
木：漢語，視聴説
金：漢語，視聴説
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級１班 6 クラス 20 人、2 班 5 クラス 20 人、3 班 3 クラス 20 人、4 班 2 クラス 30 人、5

班１クラス 20 人、6 班 1 クラス 10 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
筆記、口語テスト
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
日本人 9 人、韓国人 13 人、アメリカ人 2 人、他欧米人 6 人
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
HSK、書道は有料、ビジネス中国語、中国概況、中国の歌を歌って学ぶ、韓国語中国語翻訳
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：370（人）

日本人留学生：50（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる □いない
・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋
＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(スロバキア)

＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。）
鍵代 200 元、布団代 400 元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
50 元
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
シャワー、トイレ、エアコン、扇風機、冷蔵庫
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
指定銀行へ振り込み
＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
学生カード 20 元、居留許可取得費用 400 元
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行、鍵を掛けた机の中
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
1500 元
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。

体調不良で病院へ行った際に受けた
＊病院にかかったことがありますか？
■はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：風邪) □いいえ
＊上記で「はい」と答えた方、医療費はどのくらいかかりましたか、また、保険で補てんを受けま
したか（受けた場合は差支えがなければ保険の種類、病院名も記入してください）
保険でカバーしたため、キャッシュレス。
＊留学している都市には邦人団体（日本人会等）がありますか、またその団体に加入していますか？
していない。
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
一度だけ、サイクリング、日本語サークルへ参加した
＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
スーパー：欧尚 一通りのものが揃います。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
蘇州人の気質は穏やかで、優しく、親切にしてもらえる。
キャンパスが美しく、芝生でのんびりすることが出来る。
悪い面
韓国人、日本人が多く固まりやすい
一クラスの留学生の数が多く、授業中の発言回数が極端に少ない
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
蘇州という場所は 、上海と比較して、人が多くなく、買い物で困ることはない場所です。また人
の性格も穏やかで、のんびりと留学生活を送ることができました。他国からの留学生とも仲良くなり、
一緒にご飯食べに行ったり、遊びに出かけたりしました。しかし、日本人留学生が多いため、前学期
は学習に集中していなかったと思います。来学期は気持ちを切り替えて、悔いの残ることの無いよう、
残りの留学生活を送りたいと思います。
今学期はほぼ毎月旅行に出かけました。旅行の先々ではたくさんの中国の方に助けてもらい、楽し
く旅行できました。私にとって、旅行は中国の状況を理解するという大切な機会となっています。前
学期が終了してからは、一人旅をしています。蘇州から始まり、上海、アモイ、広州、珠海、マカオ、
香港、深セン、桂林、そして今雲南に来ています。この旅ではたくさんの人に出会いました。現地の
方と話をする度、少しずつ中国を理解出来た気がします。残念な事にカメラが盗難に遭ってしまいま
したが、それ以外は大変楽しく過ごしています。楽しいこともあり、悲しいこともあり、そんな事も
勉強のうちだと思うので、残りの留学生活も楽しめると思います。

浙江省
浙江大学（杭州市）

（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：11 月 7 日～11 月 10 日
期末考試：1 月 8 日～ 1 月 14 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
11 月 11 日留学生皆で千島湖に行った。
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：1.精読 2.聴力
火：1.口語 2.精読
水：1.聴力 2.精読
木：1.口語 2.精読
金：1.閲読 2.精読
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級班

17 クラス（各クラス 15～20 人）中級班

高級班

2 クラス（各クラス 10 人未満）

10 クラス（各クラス 15 人くらい）

＊クラス分けはどのように行われましたか？
入学手続き後、筆記試験と口頭試験があった。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
人数は 20 人ちょっとであり、クラスメイトは世界各国から来ている。
韓国、アメリカ、スペイン、フランス、インドネシア、タイ、ロシア等。
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
太極拳、武術、書道、民族音楽、中国文化
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：500（人）

日本人留学生：60（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋

■二人部屋

＊同室の方は日本人ですか

■はい □その他(

＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。
）
150 元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）

)

発生しないが、規定以上使用した場合各自支払
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
エアコン、ポット、電話、電気スタンド
＊インターネットを使われている方に質問します。どのように接続していますか(ADSL,ダイヤルアッ
プ,ネットカフェ,201 カード使用など)？
学校の外にある電信会社と直接契約しブロードバンド接続としてインターネットを使用している。
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
基本料金は 100 元だが、2 人部屋の為、折半し１ヶ月 50 元くらい。
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
奨学金は中国の口座銀行に振り込まれる。入学手続き完了後、2.3 週間後に奨学金が振り込まれる
口座のカードをもらった。
＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
なし
＊お金はどのようにして保管していますか？
日本から持ってきたお金はスーツケースに入れ、鍵をかけて保管。
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
1400 元くらい。
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
受けてない。
＊病院にかかったことがありますか？
□はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) ■いいえ

＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
ウォルマート（春節の時も営業）
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
・浙江大学には多くの留学生がいるためいろんな国の人と交流できる。
・授業だけでなく、午後には選択授業がある。
・先生や事務の人々が優しい。
・勉強する環境が整っている。自習室等もある。
・授業だけでなく、課外活動もある。
悪い面

・留学している日本人が多い。
・留学生と中国人が触れる機会がない。
・授業が午前で終わってしまう。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
留学当初分からないことが多く、不安なことも多々あった。しかし語学取得とともに生活にもだ
いぶ慣れ、今では楽しいと感じる。楽しいと感じるきっかけは中国語を使い、毎日新しい出会いがあ
り、コミュニケーションにより人の輪が広がるからである。これは語学習得によってできたことであ
り、見えない留学生活の結果がこのような形で表れてきていると自分は思う。初めは自分の勉強の成
果がどのように表れているのかわからず焦燥感を感じたが留学生活半分を終え、このような考え方を
することができるようになった。これも、自国を離れ中国にいるからこそ思えるのだろう。また経験
できたことも多かった。旅行による人との出会い、春節を通して感じた各地域の生活習慣や農村の現
状など本当に意義のある経験ばかりである。またその経験から見つかる課題等もあり、少しずつでは
あるが自分なりに課題を目標に頑張り、目には見えないが成長できているような気がする。しかし自
分の語学能力はまだまだであり、戸惑ってしまう時もある。そして語学だけでなく、自分の足でどこ
かに行き、現地の人と交流し、中国の現状をもっと理解していきたいと今思っている。この半年間、
主に机に向かう勉強が多かった気がする。しかしこれからはもっと積極的に行動し、残りの留学生活
をより実りのあるものにしていきたい。また常に自分の目標を明らかにして日々過ごしてきたいと思
う。

（後期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：一限(8：00～9：30)精読 二限(10：00～11：30)閲読
火：一限 聴力 二限 精読
水：一限 精読 二限 口語
木：一限 なし 二限 精読 三限(1：00～2：30)閲読 四限（2：40～4：10）聴力
金：一限 なし 二限 口語
＊クラス分けはどのように行われましたか？
この学期から来る留学生は試験があるが、前の学期からいる留学生はそのまま持ち上がりになる。
しかし希望により試験を受け、上級クラスにいくことも可
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
前期と異なり今期はあっという間に時間が過ぎて行った。そして半年間は自分にとって更に有意
義に過ごすことが出来たと思う。前期は自分の中国語のレベルの低さに、クラスメイトとの交流を
拒んでいたが、今期は積極的に交流し、一緒に旅行にも出かけた。そしてそのつながりは今でも続
いている。またこのような交流から異文化を理解することが出来、日本の文化も他の国の留学生に
紹介することが出来たのではないかと思う。またこの交流により自国の良さも再認識することが出
来た。そして前期と同様今期も数多くの場所を自分の足で訪れたが、自分の知識の少なさを思い知

らされ、それ故にもっと知りたいと思う事がたくさんあった。
今回のこの留学を通じて、語学のレベルアップはもちろん、物事の考え方に対しても成長できた
のではないかと思う。この経験を生かして、帰国後も中国語の勉強を継続的に続けていき、将来中
国語を使った仕事に就きたい。

浙江理工大学（杭州市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期末考試：１２月１９日～１２月２３日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
遠足、留学生発表会、クリスマス会、新年会
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月： 8:10-9:45 漢語総合

10:00-11:35 商務漢語

火： 8:10-9:45 漢語聴説

10:00-11:35 漢語総合

水： 8:10-9:45 商務漢語

10:00-11:35 漢語総合

木： 8:10-9:45 漢語聴説

10:00-11:35 漢語総合

金：10:00-11:35 漢語閲読
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)
初級班 1 クラス 20 人、中級班 2 クラス 20 人、高級班 1 クラス 6 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
筆記試験と口語試験
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
ウクライナ 1 名、ポーランド 1 名、フランス 1 名、韓国 2 名、日本 1 名
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
太极拳 中国文化講座 書法 HSK
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：100（人） 日本人留学生：2（人）
＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋
＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(チャイニーズアメリカン)

＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。
）
４００元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
２００元(１人１００元)
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、机、椅子、クローゼット、棚、電気温水器、靴棚、
布団、枕等の寝具
＊インターネットを使われている方に質問します。どのように接続していますか(ADSL,ダイヤルアッ
プ,ネットカフェ,201 カード使用など)？
LAN 接続
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
無料
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
銀行に口座を開き、毎月１０日前後に振り込まれます。
＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
特にありません。
＊お金はどのようにして保管していますか？
トラベラーズチェックを日本から持参して、普段はトランクの中で保管しています。
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
約１５００元
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
風邪をひいた時に、サポートを受けました。
＊病院にかかったことがありますか？
■はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：風邪) □いいえ
＊上記で「はい」と答えた方、医療費はどのくらいかかりましたか、また、保険で補てんを受けま
したか（受けた場合は差支えがなければ保険の種類、病院名も記入してください）
AIU が紹介してくれた病院（邵逸夫医院国際問診中心）なので、無料でした。
＊留学している都市には邦人団体（日本人会等）がありますか、またその団体に加入していますか？
杭州市内にはあるようですが、市内から外れたところに住んでいるため、詳しくはわかりません。
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？

参加していません。
＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
スーパー 物美、日本料理屋 酒井、ファーストフード KFC
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面
日本人がほとんどいないこと。
私のいる班は人数も少なく、奨学金生がほとんどなので、真面目な生徒が多いこと。
日本語学科があり、相互学習の相手が簡単に見つかること。
留学生の出身国が多種多様。
インターネットが２４時間無料。
悪い面
市内、駅などから離れており、片道２時間近く(渋滞などがあればそれ以上)かかること。
HSK が校内で受験できないこと。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
日本人がいないという環境は、良い面でもあり、一方、本当に困った時に相談する相手がいないとい
う環境なので、留学したばかりの頃は、戸惑うことも多かったです。しかし、今ではクラスメートや
ルームメイトが色々と助けてくるので、生活面ではとても充実した留学生活が送れていると思います。
中国語学習という面では、留学生同士で会話する時には問題はないのですが、中国人と会話する時、
まだまだ発音とリスニングに問題があるので、後期はもっと中国人と接する機会を増やして、その部
分を改善していきたいと思います。

（後期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期末考試：５月２５日～５月３０日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
中国語コンテスト
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：8:10-9:45 漢語総合

10:00-11:35 商務漢語

火：8:10-9:45 漢語総合

10:00-11:35 漢語聴説

水：8:10-9:45 漢語総合
木：8:10-9:45 商務漢語

10:00-11:35 漢語総合

金：8:10-9:45 漢語聴説

10:00-11:35 漢語閲読

＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級班 3 クラス 各 20 人、中級班 １クラス 20 人、高級班 1 クラス

4人

＊クラス分けはどのように行われましたか？
前期の成績により決定されました。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
ポーランド人 1 人、ウクライナ人 1 人、韓国人 1 人
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
中国文化系列講座 書法

HSK

・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：200（人）

日本人留学生：2（人）

・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
この１年間本当にあっという間でした。中国に来る前、来たばかりの頃、不安に思ったり、困難に
遭遇したりもしましたが、今では懐かしい思い出です。寮での生活では、今まで出会ったことのない
国の人と友達になり、様々な文化や習慣に触れ、本当に世界は広いなと実感しました。学校生活、日
常生活では中国人学生と交流し、近隣国でありながら異なった文化、習慣を持つ中国という国につい
て、より理解を深めることができました。また、１年間日本を離れていたので、日本や日本人の良い
点悪い点にも気付くことができました。このような経験を通して、自分と異なる価値観を持っている
人とどの様に付き合っていくか等、広い視野で物事を考えられるようになりました。
留学中、日本人が少ないこともあり、日常的に中国語を話さなくてはいけない環境であったので、
中国語の能力も知らず知らずの内に上達しました。やはり、日本で中国語を勉強するのと中国で勉強
するの、中国人が使う正しい中国語が使えるようになったので、やはり留学して良かったと思いまし
た。
日本と中国の相互理解にはまだまだ溝があり、両国がお互いに信頼し合える関係になるにはまだ時
間がかかるとは思いますが、その中で今後自分がどの様な手助けをしていけるかしっかり考えていき
たいです。
留学中に経験した出来事は、私自身を色々な面で成長させてくれ、とても満足した留学生活でした。
また、留学中仲良くなった世界中の友達は私の宝物です。今回留学するにあたり、ご尽力下さった方々、
留学中に出会った全ての方々に感謝致します。

寧波大学（寧波市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期中考試：10 月 28 日
期末考試：1 月 9 日～1 月 11 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。

①美食会（各国の代表学生がその国特有の食事を作る会）②秋の遠足（杭州遊園地へ日帰り旅行。
奨学生は無料だった）③クリスマスパーティー（市内の五つ星ホテルでのランチビュッフェ）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：午前の部（９時～１１時３５分）総合

午後の部（１時～３時１５分）閲読

火：午前の部 総合
水：午前の部 口語
木：午前の部 閲読
金：午前の部 口語

午後の部 総合

＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
初級班 ２クラス 約５０人 、中級班 ２クラス 約３０人 、高級班 １クラス 約１０人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
入学手続きの後、別室でひとりずつペーパーテストを行った。内容は単語、文法、ピンインなどの
基本事項すべて。
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
全員合わせて２４名で、欧米人は３人ほど。インドネシア人が最も多く、７人ほど。アフリカ系の
学生は３人、日本人も３人、韓国人は２人、中東系が３人、その他東南アジア系が３人。
＊午後等に実施される選択科目はどのようなものがありますか？特に、貴方が留学されている学校な
らではと言う授業があれば教えて下さい。（有料の場合は費用も記入してください）
前期は特にありませんでしたが、今、改革しているようなので後期はまだわかりません

浙江師範大学（金華市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期末考試：1 月 4 日～1 月 6 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
運動会、文化祭、パーティー(中秋節や新年を祝う)
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：聴力(8:50-9:30,9:40-10:20)・口語(10:30-11:10,11:20-12:00)
火：総合・閲読
水：総合(9:40-10:20,10:30-11:10)

木：総合・口語
金：閲読・聴力
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です
初級班 3 クラス 20 人、中級班 2 クラス 20 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
筆記試験
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
日本(1)、美国(1)、ウクライナ(5)、ケニア(1)、カメルーン(1)、ラトビア(1)、イエメン(1)、リビ
ア(1)、チェコ(1)、トルコ(1)、コンゴ(1)、ハンガリー(1)、スロバキア(1)、ロシア(1)、タジキス
タン(2)、スペイン(1)
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：約１５０(語学生)（人）

日本人留学生：5（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？
■いる

□いない

・寮について
＊部屋の種類 □一人部屋 ■二人部屋
＊同室の方は日本人ですか

□はい ■その他(ウクライナ)

＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。
）
デポジット(住宿):550 元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
約 100 元
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
シャワー、トイレ、エアコン、机・椅子、本棚、クローゼット、靴入れ、マットレスなど
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
毎月 15 日～21 日の間にサイン→翌月初めに中国銀行の ATM カード(大学が入学時に配布)に振り込ま
れる
＊お金はどのようにして保管していますか？
スーツケースの中と机の引き出し(鍵付き)の中に分けて保管
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
1000 元程度
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊病院にかかったことがありますか？
□はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) ■いいえ

＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、
名称を教えて下さい。
学校内に｢北門｣と親しまれる商店街があり、レストラン、スーパー、自転車屋、雑貨屋、電器屋
などの日常品はそこでそろえることが可能。食事にも便利。

湖南省
湖南大学（長沙市）
（前期）
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生

・今学期の主な日程
期末考試：1 月 4 日～１月 6 日
＊ 学校主催の行事(旅行・運動会・パーティー)等がありましたら教えて下さい。
博物館見学とパーティー、運動会、新年パーティー、春節パーティー
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月： 1,2 限 語法 3,4 限 口語
火： 1,2 限 聴力 3,4 限 看図説話
水： 1,2 限 漢字 3,4 限 口語
木： 1,2 限 語法 3,4 限 漢字
金： 1,2 限 聴力 3,4 限 看図説話
＊合計で何クラスありますか？またそれぞれのクラスの人数は何人ですか(大体で結構です)？
Ｄ班（初級）２クラス 30 人、Ｃ班（中級）１クラス 15 人、Ｂ班（上級）１クラス 15 人、Ａ班（最
上級）１クラス 10 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
面接
＊在籍しているクラスの人数及び構成（国籍）はどの様になっていますか？
30 人くらい。１５カ国ほど
・学校について
＊留学生は全体で何人くらいいますか？そのうち日本人留学生は大体何人くらいですか？
全体：１７０（人）

日本人留学生：3（人）

＊留学生辧公室(事務所)に日本語の話せる先生はいますか？

□いる

■いない

・寮について
＊部屋の種類 ■一人部屋 □二人部屋
＊入寮時に初期費用やデポジットは発生しましたか？
（発生した場合は詳細を記入してください。
）
１００元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
無し
＊部屋に最初からあった設備はなんですか(シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、電話、冷蔵庫など)？
シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、テレビ台、電話、冷蔵庫、机、椅子２脚、ベッド、クロー
ゼット、鏡
＊インターネットを使われている方に質問します。どのように接続していますか(ADSL,ダイヤルアッ
プ,ネットカフェ,201 カード使用など)？
ＡＤＳＬです。大学のネットに接続しています。
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
当初２か月くらいは２０元徴収されましたが、その後無料になりました。
・費用など
＊奨学金の受給はどのように行われていますか？（手続につきましても記入してください）
初回は留学生事務室で手渡し。それ以降は中国工商銀行で作った自分の口座に振り込まれます。
＊学校より初期費用等（雑費）の徴収がありましたか？（ある場合は詳細を記入してください。）
漢語生には学生証が発行されず、代わりの食堂等を利用できる消費カードを作るのに 30 元ほどかか
りました。また図書館を利用できるようにするのに 50 元、そのデポジットに 200 元かかりました。
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行に預けています。
＊日本から送金したことがありますか？ある場合、どのようにして送金しましたか？
□ある(送金方法：

) ■ない

＊１ヶ月の生活費は平均いくらですか(学費、寮費を除く)？
１０００元
・その他
＊渡航される前に日本で海外旅行傷害保険（留学生保険）に加入しましたか？
■はい

□いいえ

＊上記で「はい」と答えた方、病気や盗難などでサポートや給付を受けましたか。
いいえ
＊病院にかかったことがありますか？
□はい(差支えがなければ病名を教えて下さい：

) ■いいえ

＊留学している都市には邦人団体（日本人会等）がありますか、またその団体に加入していますか？
あります。加入していません。
＊学校の近くに便利なお店(スーパー、日本料理屋、コンビニ、ファーストフード店等)があれば、

名称を教えて下さい。
北校区内に新星超市、徒歩５分ほどに舒源連鎖超市、コンビニ千恵。徒歩４５分（バス１０分）
ほどに新一佳という大きなスーパーがあり、この周辺にはマクドナルド・ＫＦＣなどもあり便利
です。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い所
留学生寮の部屋は広めできれいな方だと思います。また静かな環境であることと、学校周辺で一通り
生活が賄えること、日本人が少ないため中国語を使う必要性に迫られること。他に、先生が対外漢語
教育を勉強している学生を紹介してくださり有難かったです。
悪い所
漢語以外の授業が無いこと。手続き面で対応に疑問点（カードを図書館に入れるようにするのに図書
館内でしか手続きができない、など）が多くスムーズに進まなかったこと。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
その時々では色々ありましたが、振り返ってみるととても満足しています。最初の頃は中国語がで
きず、英語もあやしくて学校からの伝達事項を把握するにも苦労しました。日本人が多い所を希望す
るべきだったのではと思うこともありましたが、逆にどうにかする必要に迫られたから友達も増え、
中国語の上達にもつながったのだと思います。まだまだ基本的なコミュニケーションもおぼつかない
ですが、留学を終えるまでに中国語を母国語とする人と流暢に会話できるレベルの中国語を身に着け
たいです。

