上海財経大学
（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：10 月 24 日～10 月 25 日
期末考試：12 月 19 日～12 月 20 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。
上海観光が９月にありました。こちらは留学生であれば参加費無料です。
中外学生聯歓 9 月 19 日
聖誕節晩会 12 月 24 日
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月： 精読，聴力
火： 精読，泛読
水： 会話，写作
木： 会話，精読
金： 精読，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１班１５人

初２班１５人

欧１班１５人

欧２班１５人

中１班３０人

中２班２０人商務班

ＣＤＥ 各１０人ほど
＊クラス分けはどのように行われましたか？
最初に先生と会話をして、先生に言われたレベルの本を読み自分に合っていればそのクラスになる
という感じでした。あとからクラス変更期間というものがあり、１週間は好きなクラスを聴講する
ことができます。すなわち自分で好きなクラスを選択できます。
＊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？
中１班

３０人

韓国１５人

日本３人

ドイツ３人

タイ２人

チェコ、アルゼンチン

カザフ

スタン、スロバキアなど
＊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）
上海語、書道
・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：１５０（人）

日本人留学生：１０（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
・寮について

□いない

＊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 (

)

＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
大体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、冷蔵庫、電話
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
６か月で３００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）
中国工商銀行の口座へ支給
＊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。）
教科書代、居留許可代
＊お金はどのようにして保管していますか？
口座に入れておく、もしくはトランクに入れておく
＊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： 郵貯銀行からの送金) □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)？
平均３０００元ぐらい
・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。
はい。
＊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：捻挫) □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１１０００円ほど、ＡＩＵ 上海グリーンクリニック
＊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？
おそらくあると思いますが、私は入っておりません。
＊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。
カルフール（フランス系）
、ファミリーマート、ＫＦＣなど、近くにはいろいろ便利なお店があり、
とても暮らしやすいです。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
良い面

・学校区内が狭いので、学校内の移動が簡単
・留学生が少ないので、仲良くなりやすい、また日本人が少ない
・ビジネス中国語のレベルが３種類もある
悪い面
・中国人が同じ校区にいないので、交流しにくい
・寮があまりきれいではない
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
半年の留学生活を通して、私はいろいろな面で成長できたのではないかと感じています。来た当初
は専門で学んでいるはずの中国語が全くしゃべれずきけず、本当に苦労しました。さらに中国での生
活が慣れず、衣食住すべてに困っていました。しかし、１か月もするとほとんどのことに慣れてしま
い、不自由なくなってきました。語学の面の１か月もすれば自然とリスニング力が伸びたのか、先生
の言っていることはほとんどわかるようになりました。また私の大学は留学生の数がかなり少数なの
で、自然と仲良くなることができました。私の人生の中でこんなに国際交流をしたのは本当に初めて
だったのですが、彼らのおかげで毎日とても楽しい日々を過ごすことができました。もともとそんな
に積極的なタイプではなかった私ですが、中国という土地にもまれたのか、１度日本に帰国したとき
に、
、周りの人びとから性格が大胆になったといわれました。私はこの留学を通して、語学力ももちろ
ん成長していますが、性格面や行動がさらにポジティブになった気がします。私にとってはとても大
きな進歩です。来学期の目標としてはビジネス中国語班へ行き、さらに専門的な中国語を学び、先学
期は留学生メインであった交流から中国人と交流することをメインに移行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
期中考試：5 月 7 日～5 月 8 日
期末考試：6 月 11 日～6 月 12 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、中国人学生との交流会、国際文化の日（文化祭のようなもの）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：商務閲読 商務案例
火：商務聴説 商務閲読
水：商務聴説 商務写作
木：商務閲読 商務写作
金：商務案例 商務案例
＊クラス分けはどのように行われましたか？
欧米班 ２クラス 初級班 ２クラス 中級班 ２クラス 商務班 ３クラス １０人
＊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？
１０人ぐらい 日本 韓国 タイ インドネシア

＊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）
特になし
・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：９０（人）

日本人留学生：１０（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。
）
特になし
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
大体８０元ぐらい
＊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、トイレ、テレビ、エアコン、電話、冷蔵庫
＊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)？
201 カード使用
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
半年で 600 元ぐらい
・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）
中国工商銀行の口座へ振り込まれる
＊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。）
教科書代
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行口座
＊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：郵貯銀行から海外送金) □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)？
２２００元ぐらい
・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）
負担はありませんでした。捻挫、ＡＩＵ、上海グリーンクリニック
＊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？
ありました。 加入していませんでした。
＊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。
カルフール、ファミリーマート、龍之夢（ショッピングモール） 、ケンタッキー
・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
・ビジネス中国語のクラスが豊富で、内容もよいと思う
・先生たちがとても親切で、教え方もよい
・小規模なキャンパスであったので、移動が楽でした
・留学生の数は少なかったのですが、それだけアットホームな雰囲気があった
・周辺に比較的何でもある（地下鉄の駅が近い、ショッピングモールが去年の１２月ごろにできた）
悪い面
・中国人の本科の学生とはキャンパスが別なので、つながりにくい
・はじめのクラス分けテストが適当で、結局自分で好きなところを選べてしまう
・学校主催の行事があまりない
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
私は今留学生活を振り返ってみて、大変なこともいろいろありましたが、総合すると留学に行って本
当によかったと思っています。その理由としてまず、中国語能力の伸びです。私は留学後期からビジ
ネス中国語のクラスを受けたのですが、はじめは先生のおっしゃるスピードがほぼネイティブスピー
ドでほとんどわからなかったのですが、毎日予習復習をした結果、１か月ほどで内容をほぼ理解する
ことができるようになり、最終的にはテストのいい結果で終わることができました。この結果は私の
努力だけではもちろんなく、先生たちの指導力にあります。上海財経大学の先生方は本当に教え方が
うまく、親切な先生ばかりでした。その成果として留学最後に新ＨＳＫ６級に合格することもできま
した。また私の留学を支えていたのは周りの友達です。私の学校は留学生の数はほんとうに少なかっ
たのですが、今後つながる友達をたくさん得ました。彼らがいたおかげで私の留学生活は色濃く、思
い出深いものになったんだと思います。私は正直なところ本当はあと１年ほど留学を伸ばしたかった
です。それだけ上海という都市を好きになり、留学生活をほんとうに楽しめたということです。私を
中国へ留学させていただき、ほんとうに感謝しています。将来この経験を生かし、充実した生活を送
りたいです。

華東師範大学
（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 15 日
期末考試：12 月 28 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。
★2011 年 10 月 16 日

華東師範大学 60 周年学園祭＆国際文化祭

★2011 年 11 月 2〜3 日 留学生実践研修旅行
★2011 年 12 月 8 日「外漢之夜」
（留学生がステージで演目をする学内で有名なイベント）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月： 8:30〜10:00 10:15〜11:45

ともに聴力

火： 8:30〜10:00 10:15〜11:45

ともに閲読

水： 8:30〜10:00 10:15〜11:45

聴力 口語

木： 8:30〜10:00 10:15〜11:45

ともに閲読

金： 8:30〜10:00 10:15〜11:45

ともに口語

＊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)？
レベルとしては初級 5 クラス、中級 5 クラス、上級 2？クラス 人数調整のため同レベル複数クラス
の場合もあり（2−1A 班、B 班、C 班…など） 非漢字文化圏である欧米の特定の言語を母語にした生
徒を集めた初級クラスも存在するもよう。
（全員イタリア語が喋れる初級班など） クラスは最大で
24 人。
＊クラス分けはどのように行われましたか？
ピンイン無しの文章を渡されて音読。比較的流暢に読み上げられると難易度のあがった文章を再度
渡されるのでそれを読み上げる→この繰り返し。読みにくくなったところで、口頭で簡単な面接の
ようなものを行い、その場でレベルを告げられる。告げられたレベルとはまた異なったレベルへの
在籍を希望している場合、素直に申し出れば比較的柔軟に対応してくれるように感じる。授業開始
から 1 週間はレベル替え OK。
＊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、韓国人 3 人、ロシア人 3 人、ペルー人２人、モンゴル人 1 人、ウクライナ人１人、ア
メリカ人・オランダ人（ともに華僑）それぞれひとりずつ
＊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）
なし
・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： わかりませんとても多いです （人）

日本人留学生：

＊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

同左 （人）

・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(モンゴル人)

＊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。
）
寮のデポジットとして 500 元かかりました。
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
各月に一定の限度が定められており、それを超過した場合、超過分を払う仕組み。自分の部屋はか
なり節約しているほうで、9 月は数元程度、10〜11 月は超過無し。1２月はエアコンの使用をかなり
ガマンしても、なかなか節約しきれず超過 50 元ほどでした。
＊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)？
ベッド、ベッドサイドの小テーブル、棚付きデスク、デスク用イス、電気スタンド、クローゼット、
以上が各自ひとつずつ。テレビとテレビ台、外線用電話機、内線用電話機は部屋にひとつ。
＊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)？
部屋には ADSL 回線が通っており（しばしば不調になる。）
、それに無線のルーターをつないで、部屋
のなかで Wi-Fi を使用しています。
（PC と iPhone が同時にネットワークに接続させられるため）学
内の図書館などは学生が使用できる Wi-Fi も飛んでいます。上海は Wi-Fi の使用できるカフェなど
も少なくありません。
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
なし。寮の部屋のネット回線が不調だった場合は、近所のカフェに移動し、30 元ほどの飲料を注文
し、ネットを使用します。
・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）
学校横の中国工商銀行にて口座をつくり、その口座に毎月５日に支給される
＊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。）
寮のデポジット以外はなし
＊お金はどのようにして保管していますか？
基本は財布のなかにカードをしまい、カードで管理。
（必要になったら引き出す。）
（財布を盗難に遭
い、大変な思いをしました。一部は現金にして、場所を分散させて部屋のなかに保管しておくこと
強くお勧めします。
）
＊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)？
旅行を除くとおおむね 1,500 元以内。自炊をしているので、食費はかなり節約できています。
・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。
目の病気に２度ほど罹り、病院へ行きました。
＊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：角膜潰瘍) □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）
保険に加入していたためキャッシュレスで済み、値段は分かりません。傷害保険だと思います。
病院は、ノーベル眼耳鼻喉科医院（上海市新閘路）
。
＊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？
かなり多いです。日本語のフリーペーパー等も多く発行されており、毎号その巻末で邦人サーク
ルやイベントなどの案内がたくさん掲載されております。早稲田大学の関係者の会に一度だけ参
加した事があります。
＊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。
正門真横にウォルマート、自分たちの住んでいる留学生楼すぐちかくの裏門を出るとコンビニ風
の小さなお店２軒と、そこから少し歩くとテスコという大型スーパーがある。テスコが野菜も新
鮮で非常に便利。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
はじめに、悪い面から書こうと思う。というのも、留学に来た当初は学校の環境に失望する毎日で、
この先の 1 年間弱の留学生活が果たしてほんとうに実りのあるものとなるのかと不安になることばか
りだったからである。具体的には、まずそもそも上海という都市自体に問題がある。日本人が大変多
く、一日外を歩いていると必ず日本人を見かけるし、日本人以外の外国人も多く住んでいるため上海
に住む中国の人も「外国人の扱い」に慣れている。なにか困難な場面が訪れても「自分ひとりでなん
とかしなければならない」といった絶体絶命といった状況にはおそらくならず、頑張らなくても生き
ていける、
「生ぬるい」環境であるように感じる。また華東師範大学は、日本人の多く住む古北という
エリアに近く、企業派遣で来ている日本人留学生も少なくないが、企業が家屋や金銭の援助をしてい
るため経済的に余裕があり、また自国の目の届かないところでの学生生活にいささか開放的になりす
ぎているところが見受けられる。

一方で、良い面としては、やはり大都市であるので、何をするに

しても選択肢が多いことである。食べ物に関しても、和食洋食の店や食材などは比較的簡単に見つけ
られるので、自分の意志さえしっかりしていれば自分好みの生活環境が整えられるように感じる。ま
た市内の交通の便だけでなく、他都市とのアクセスも良く、日本の各都市とのアクセスも抜群に良い
ので、中国国内旅行や、日本国内での親戚家族の冠婚葬祭に参加のため帰国といったことも容易にで
きるのが良い面であるように思う。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
実際に中国で生活してみると、やはり日本で買った参考書や問題集では学べない常用される言い回
し・表現がどんどん身に付くし、よく日本で話題にされる「日本人には理解できない中国人の不思議

な行動・考え方」などにもすべて一貫性が見えて次第にそれはそれで道理を得ているように感じられ
る点が、やはり留学して良かったと感じることだ。私は、他人に付き合わされるのがあまり好きでは
ないため、日本人の留学生とは一定の距離を置いており、学外で相互学習の相手を見つけたり、ひと
りで旅行に出かけたりしているが、そのような「与えられた環境・身近で広がっていた環境」に便乗
しない生活こそが、
「ありのままの中国」と触れ合える留学生活のように感じており、とても満足して
いる。せっかくの限られた留学生活で誰かにおんぶにだっこをするのも勿体ないし、されるのもいさ
さか負担なので、このまま自分らしさを忘れずに積極的に「ありのままの中国」と触れ合える留学生
活にしたいと思っている。

（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２７日
期末考試：６月１３日～６月１８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。
☆４月１７〜１８日 ：留学生実践研修旅行（杭州—千島湖）
（高級班所属の生徒は月に 1 回文化の
授業の活動で午後に文化体験課外授業にでかけました。面人，剪紙など。
）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：8:30〜10:00 10:15〜11:45

視聴説，閲読

火：8:30〜10:00 10:15〜11:45

視聴説，報刊

水：8:30〜10:00 10:15〜11:45

文化，閲読

木：8:30〜10:00 10:15〜11:45

文化，報刊

金：8:30〜10:00 10:15〜11:45

視聴説，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)？
レベルとしては初級 5 クラス、中級 5 クラス、上級 2 クラス 人数調整のため同レベル複数クラス
の場合もあり（2−1A 班、B 班、C 班…など）クラスは最大で 24 人 （以上、前期記述）
＊クラス分けはどのように行われましたか？
面接のようなものがあったが、前学期以前からの学生は面接官を担当する教師との口頭による会話
でクラス分けが決定され、基本的に前学期在籍クラス+3 レベル上がデフォルト設定の模様。
（前学期
2−1 班所属の者は 2−4 班など。ただし高級クラス（3−1、3−2）はいきなり 3−2（最上クラス）に所属
するケースは少なく、前学期 2-5 の者も 3−2 ではなく１つ上の 3−1 レベルになることが多い。
）私は
前学期に意図的にレベルが低めのクラスに在籍していたので今期は 3−1 に所属したいと申し出ると、
面接官から「単語力に自信があるか」と問われ、
「元々中国語の歌を歌って中国語を勉強していたの
で語彙は同じレベルの学生より多い自信があります」と答えたらそのまま 3-1 クラスへの振り分け
が決まった。
（その後お試し受講期間（授業開始後 1 週間、この間なら暮らす変更可能。）に 3−2 ク
ラスへの異動を主任教師から打診される。）意志とそれを説明できる会話力とそれなりの能力があれ
ば飛び級も可能。

＊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？
今期は 3−1 クラスの所属人数が特別に多かった模様。20 人弱。
（途中ドロップアウトした人が何名か。）
日本人５人／イタリア人 4 人／韓国人・タイ人（華僑）
・アメリカ人（華僑 1 人）・フランス人（華
僑 1 人）2 人／イギリス人（華僑）
・オランダ人（華僑）
・ベトナム人・インドネシア人（華僑）1 人。
高級クラスなので、幼い頃から中国語での会話に慣れた華僑が多い。政府奨学金生や孔子学院の奨
学金生も多かった。
＊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）
中西文化交流、HSK５級補習（週２）
、古代漢語和中国京劇、発音和朗読、上海話、中国電影欣賞（す
べて 350 元）しかし開講しない授業もあり。８名以上の希望で開講。
（上海語の授業を希望していた
のに開講しませんでした。
）
＊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。
留学生宿舎から近い裏門を出て徒歩 15 分、長風公園を超えた場所にあるショッピングモール内の
テナントが出そろいはじめて、留学期間中にどんどん便利になっていったのが印象的だった。ス
ーパーはイギリス系外資大型スーパー・テスコが入っており、プライベートブランドも充実して
いるのであらゆるものがとにかく安く、パンなどはその店で焼いているのをよく買っていた。テ
スコだけで何でも揃う。また同じモール内にサイゼリヤができたので、日本人学生で良くご飯を
食べに行っていた。モール内にはユニクロや H＆M、ファッションセンターしまむらほか服飾店や
映画館もあり、また近々大戸屋が出来る予定。モール内にはフリーWi-Fi が飛んでいるので大変便
利。サイゼリヤのドリンクパーで長時間勉強することもあった。
・留学している学校の良い面と悪い面を教えて下さい。
やはり、自らの意志で勉強しにきていない「企業派遣」の日本人の学習態度や、上海での便利な生活
に堕落してしまった学生（国籍問わず）の存在が気になる。しかし、やはり大都市なので何をするに
しても選択肢が多いことはやはり最大の利点だと感じる。食べ物に関しても、和食洋食の店や食材な
どは比較的簡単に見つけられるので、自分好みの生活環境が整えられる。華東師範大学に関していえ
ば地下鉄の駅が遠いのだが、上海全体でいえば市内の交通の便だけでなく他都市とのアクセスも非常
に良く、日本の各都市とのアクセスも抜群に良いので、中国国内旅行や、日本国内での親戚家族の冠
婚葬祭に参加のため帰国といったことも容易にできるのが良い面であるように思う。
（また今期は仕事
や旅行で上海を訪れる知人が多く、上海を案内する機会も多かったが、このように日本の友人・知人
が訪れやすいのもまた上海である。
）また、前述した学校の裏門から徒歩 15 分圏内の場所にあるショ
ッピングモールのテナントが充実しはじめたのにつれやはり生活の利便さが格段に向上し、自分にあ
った生活環境でストレスなく勉学に励むことができたのも非常に良かった。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
実際に中国で生活してみると、やはり日本で買った参考書や問題集ではなかなか学べない「中国人が
好む／常用する言い回し・表現」が身に付くし、よく日本で話題にされる「日本人には理解できない
中国人の不思議な行動・考え方」などにも一貫性が見えはじめ次第にそれはそれで道理を得ているよ

うに感じられる点が、やはり留学して良かったと感じることだ。留学の最大のメリットは語学の習得
ではなく、
「中国人の嗜好の把握・理解」ができることだと改めて感じる。（しかしそれには常日頃か
ら注意深く彼らの行動に関心を持っていることが条件で、ただ暮らしているだけでは、彼らの行動に
慣れることがあっても理解することは出来ないと感じる。現に多くの留学生は語学習得が目標となっ
ており、中国人の生活意識については関心を持っていない場合が多く、同時に、理解している学生は
さらに少ないように思う。
）

上海師範大学
（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 7 日～11 月 8 日
期末考試：1 月 9 日～1 月 10 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。
10 月 19 日運動会 ・ 10 月 20 日～10 月 23 日旅行(南京・千島湖・アモイ・海南)
12 月 21 日奨学金生・交換留学生が参加できる新年会
12 月 23 日新年晩会(ステージ発表)
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：8:40～10:15 読写 10:30～11:50 聴力
火：9:35～11:50 読写 13:30～14:50 口語
水：8:00～9:20 泛読

10:30～11:50 聴力

木：9:35～11:50 読写
金：8:00～9:20 泛読

13:30～14:50 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)？
初級Ⅰ 2 クラス 15 人・初級Ⅱ 3 クラス 15 人・初級Ⅲ 4 クラス 15 人・中級Ⅰ 3 クラス 15
人・中級Ⅱ 2 クラス 20 人・高級Ⅰ Ⅰクラス 20 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
まず「中国語を何年勉強しているか？」と聞かれ、その後勉強年数に見合ったレベルであろう教科
書の一部を声に出して読まされました。読み終わった後「ここのクラスですけれど、大丈夫そうで
すか？」と聞かれた。
＊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？
インドネシア 7 人・韓国 5 人・日本 2 人・ウクライナ 2 人・ロシア 1 人・トルコ 1 人・タイ 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）

書道・切り紙・太極拳・ヨガ（どれも 1 学期で費用は 200 元ほど）
・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：700（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(インドネシア)

＊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。
）
デポジット 200 元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
電気代 70 元まで無料、超過分は自己負担。夏は 30 元程度超過、冬は 100 元ほど超過（暖房は電気
代が余計にかかるようです
＊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、電話、冷蔵庫、勉強机、クローゼット
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
40 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）
農業銀行の自分の口座に月 1 回振り込まれている。農業銀行の口座開設は自分で行い、口座開設の
後自分で口座番号を申告した。
＊お金はどのようにして保管していますか？
農業銀行の普通預金と、銀聯カード
＊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)？
1,500～2,000 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。
受けていません。
＊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？
上海は日本人が多いのでそういった団体はたくさんあります。私は自分の大学の同窓会に加入し

ています。
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
あまり活動には参加していません。
＊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(華聯超市、家得利、10 分ほど歩くとウォルマートがあります)・ケンタッキーフライド
チキン(KFC) ・10 分ほど歩いたウォルマート付近は少し栄えているので便利なお店がたくさんあ
ります。
・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
中国人留学生と知り合えるチャンスが多い。上海師範大学には外国語学院・日本語専攻があるので、
そこの学生たちが日本人留学生と相互学習する機会を積極的に求めています。掲示板などで知り合う
こともできますし、事務所に行って家庭教師や相互学習の相手を探すこともできます。やはり中国に
留学に来たからには中国人の友達をたくさん作りたいと思うので、そういった面では恵まれていると
思います。
留学生寮の施設が良い。私の部屋はおそらく一番安い部屋だと思うのですが、内装や設備も整ってい
て清潔です。毎日掃除してくれるのできれいな環境で過ごすことができます。留学生の量は 3 つある
のですがどれも比較的きれいであると思います
・悪い面
地下鉄の駅まで行くのが少し不便。学校の最寄り駅は 2 つほどあるのですがどちらも歩いて行くには
遠い距離にあります。その分バスはかなり発達しているのですが、バスは乗りこなせるようになるま
で少し時間がかかりました。上海の繁華街に行くにはやはり地下鉄に乗っていくのが早いので、その
点では少し不便であるかと思います。
先生は研究生が多い。やはり折角留学に来ているのですから、ベテランの先生に中国語を学びたいと
思うのが普通だと思います。しかし私のクラスは 4 課目中 3 科目が大学院生の先生でした。私はそこ
まで不満には思いませんでしたが、やはり大学院生も私たちと同じ学生であるので、授業の質はベテ
ランの先生に比べたら劣ります。また、私のクラスではなかったのですが、大学生の実習生が実習授
業を行ったクラスもあるそうです。同じだけ学費を払っているので全ての学生に同じレベルの授業を
提供して欲しいと思います。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
留学に来る前はとても緊張し、正直 1 人でやっていけるか不安でしたが、この半年で気の許せる友人
もでき、中国人の友人も作ることができて満足しています。この半年は本当にあっという間に過ぎて
行きました。毎日有意義に過ごせたかは分かりませんが、中国で住むことには慣れることができまし
た。上海の街はとても住みやすく、もともととても魅力的な街だと思っていましたが、ますます大好
きになりました。上海の街はどこを歩いても工事中の場合が多く、これからもこの街は発展し続けて
いくのだと思うととても楽しみに感じます。
私は中国語の能力(特に口語)を上げる、中国人の友人を作る、いろいろな国の友人を作る、人見知り
な性格を直したい、という目標を決めて留学に来ました。この前期で自分の目標の半分は達成できた

のではないかと思います。引っ込み思案だった性格も少しはましになったのではないかと思います。
しかし中国語の能力は自分でも大きな進歩が感じられません。もちろん日常の会話はできるようにな
りましたが、自分の目標にはまだ届いていません。とにかく、後期は中国語能力の一層の進歩、より
多くの人と交流すことを目標にして、勉強面だけでなく人間的にももっと成長したいと思います。

（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
期中考試：4 月 16 日～4 月 17 日
期末考試：6 月 25 日～6 月 26 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。
4 月 19 日～4 月 20 日学校主催の旅行(自由参加)

6 月 運動会

・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：10:30～11:50 読写
火：8:00～9:20

口語・9:35～11:50 読写

水：8:00～9:20

中国概況・10:30～11:50 聴力

木：8:00～10:15 読写
金：8:40～10:15 作文・10:30～11:50 聴力・13:30～14:50 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)？
初級１班 2 クラス・初級２班 2 クラス・初級３班４クラス・中級１班 3 クラス・中級 2 班 2 クラス・
高級 1 班 1 クラス・高級 2 班 1 クラス
＊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？
合計 20 名ほど

インドネシア、韓国、日本、アメリカ、ロシア、イタリア

＊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）
二胡(合計 10 回)費用 400 元

その他、ヨガ、書道などもありました。

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：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(韓国)

・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
中国人の学生と同じキャンパスで生活するので、中国人とのふれあいが比較的多いということです。

特に上海師範大学には日本語学科があるので、彼らとの相互学習は語学の進歩に大変役に立ちました。
悪い面
2012 年度から留学生がいるキャンパスに移動してくる中国人学生が 4 年生だけになることです。つま
りキャンパスに大学 4 年生と研究生しかいなくなるので、それだけ中国人学生との交流が減ってしま
うかもしれないのです。
その他
交通面なども大変よくバスに乗ればどこへでも行くことができます、地下鉄の駅まで徒歩で行くのは
少し遠いですが、これもバスに乗ればすぐ行けるので便利でした。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
約 10 カ月という短い間でしたが、夢だった中国上海での留学を経験することができて大変よかった
と思います。このような貴重な留学の機会を与えてくれた日中友好協会様及び中国政府の方々には大
変感謝しています。
留学を始めたばかりのころと現在では、自分の中国へ対する見方、考えが変わりました。留学して
多くの中国人とふれあうことで、日本にいては知ることのできない中国人の考え方を学ぶことができ
ました。ここは日本の文化の方がいいなと思うこともあれば、この中国人の考え方は素敵だなと思う
こともありました。現在日本に帰ってきていますが、「日本って中国に比べると窮屈に感じるな。」な
ど思うこともあります。とにかく、自分の視野がとても広がりました。
また、留学生とのふれあいからも多くの影響を受けました、特に上海には様々な国からの留学生が
来ているので、各国料理を食べに行ったり、遊びに行ったりしているうちに彼らの考え方も知ること
ができました。特にアジア地域以外から来た人は、私たちとは考え方が全く違っていたりしましたが、
それを理解して仲良くなるために少しの気を遣うことが大切だということがわかりました。
語学についてですが、やはり留学最初に比べると中国語能力は確然と進歩しています。しかしまだ
足りないと感じる部分ばかりなのでこれからも努力を惜しまず中国語の勉強に勤しみたいと思います。
これからは日本にいても中国人の友人たちとインターネットを使って交流することができるので、語
学レベルが退化しないように努力しないといけないなと感じます。また目標であった HSK6 級も習得で
きたのでよかったと思います。
最後に、中国のなかでも上海は特別な都市だと思います、中国で一番発展している都市で 10 カ月生
活して、以前よりも上海という都市が好きになりました。現在も至る所で高層ビルや地下鉄を建設し
ていますし、2015 年には上海ディズニーランドもオープンします。今後、再び上海を訪れた時に、ど
のくらい発展しているのか、この目で見るのがとても楽しみです

上海外国語大学
（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：10 月 31 日～11 月 4 日
期末考試：12 月 31 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（10 月 26・27 日）
・作文大会（11 月 4 日）
・秋の遠足（南潯）
（11 月 5 日）
・カラオケ大会（11 月 16 日）
・新年晩会（12 月 19 日）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：総合・総合（8:00～9:30,9:50～11:20）
火：総合・総合
水：総合・総合
木：総合・総合
金：総合・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 1（8 クラス）初級 2（8 クラス）初級 3（5 クラス）中級 1（5 クラス）中級 2（？クラス） 上
級 1（？クラス）上級 2（？クラス）
（各クラス 15～20 名程）
＊クラス分けはどのように行われましたか？
プレースメントテスト（中国語学習歴 80 時間以内の人は受けなくてよい）
＊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、フランス、イタリア、トルコ、チリ、カナダ、インドネシア、アメリカ
＊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、発音矯正、切り絵、習字、文化講座 etc…
・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： 1200（人）

日本人留学生：300（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(中国人【生まれ育ちはイタリア】)

＊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。
）
インターネット代（4 カ月分 480 元
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
なし
＊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、テレビ、エアコン、電話、ベッド、勉強机、棚、クローゼット、洗面台
＊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 ケーブル
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
120 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）
毎月 6 日に決まった場所で手渡し
＊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。）
なし
＊お金はどのようにして保管していますか？
奨学金は机の中で保管
＊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： 国際キャッシュカード【Visa デビットカード】) □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)？
1700 元～2500 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。
受けていない。
＊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

＊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？
日本語コーナー（他にも法人団体が上海にはたくさんあると思うが知らない。）
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
時間があるとき参加している。（魯迅公園、上海外国語大学、同済大学）
＊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。
カルフール、KFC、ファミリーマート etc…
・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
生活の面では基本的に困らない。ほしいものは大体手に入れることができる環境である。留学生寮も、
シャワーのお湯は常に熱いのが出るし、空調もあるし、一週間に一回は従業員が部屋に来てシーツを
替えてくれたり、部屋の掃除をしてくれる。部屋に不具合が生じた場合（電気がつかない・インター
ネットがつながらないなど）
、電話すれば大体何とかしてくれる。
悪い面
日本人学生が本当に多い。そのため、留学中日本人留学生同士で固まってしまって留学を終える人も
いる。また、留学生だけで固まってしまって、せっかく中国にいるのに中国人と交流をせず、留学を
終えてしまう人も中にはいた。普通に生活しているだけでは授業以外中国人と接する機会があまりな

いので、交流会などに出て知り合いや友達をつくるなどして、自分から積極的に動かなければいけな
いと思う。また、一生懸命勉強する人もいれば、周りに流されてずっと遊んでいる人もいたりするの
で、自分が留学した目的を常にはっきりさせとく必要があると感じる。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
私はこの留学で初めて中国を訪れた。上海に来る以前は「あれは中国にないんじゃないか」など考
え、あれこれいろいろ日本から持ってきたりしたが、そんな心配はよそに大半のものは上海でも手に
入れることができるということがわかった。留学生寮も快適で、基本的に生活で困ることはない。そ
のため中国初心者にとってここは過ごしやすい環境だと思う。上海はいろいろな誘惑が多い場所だが、
そこは留学の目的をはっきりさせておいて、人に流されるだけでなく、遊ぶときは遊ぶ、勉強すると
きは勉強する、などメリハリをつけないといけないと感じる。また学校の中だけの生活では中国人と
接する機会はまずない。
「せっかく中国に来たのだから…」と思うのならば、機会を待っているだけで
はなく、自分から積極的に動かなければいけない。機会を探そうと思えばいくらでもあり、例えば私
が見つけたのは交流会だが、これは様々な場所で開かれていることがわかった。私はこの交流会など
に参加し、友達をたくさんつくることができた。彼らは私に中国語を教えてくれるだけではなく、今
の中国についてのことや、それについて自分たちがどう思っているのかも話してくれる。彼らは「同
年代の日本人の友達を作りたくてここに来たりするが、日本人の若い人はあまり来ない」と言う。そ
の発言を聞いて、日本人留学生はせっかくの機会があるのにそれを逃してしまっているように感じた。
自分から積極的に動くことが重要だと思った。
留学もいよいよ残り半分になった。ここから自分でラストスパートをかけていきたいと考える。今
目標とするものがあるのでそれを必ず達成できるようにしたい。後期はさらなる中国語上達のために
努力していきたいと考える。

