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10 月：留学 1 ヶ月経過 


      →初めて 1 ヶ月以上の滞在に突入。生活にも慣れたはずなのでどこかへ旅行。


(年間計画書より) 


 


①学校全体の状況 


・ 一般学生の軍事訓練も終了し、校内の雰囲気は安定してきた 


・ 以前寮のすぐ近くにあったバスケットコートが新しく整備された 


・ 法律学部とその付近も現在工事が進行中 


・ 9/14(日)は中秋節でお休み。その振り替えで 15(月)もお休みになった。 


・ 9/29(月)からの一週間は国慶節でお休み。その代わりに 27・28 は土日だが通常通りの授業


があった。中身は月・火曜日の内容。 


②授業・学習状況 


・ クラスのメンバーがだいたい決定した。授業によるが、全部で日本人は私を含め6人、韓国人9


人、アメリカ人 4 人、フランス人 2 人、ドイツ人 2 人、オーストラリア、メキシコ、ブラジル 1 人。 


・ 授業は積極的に質問や意見のしやすく、雰囲気が非常に良い。 


・ しかし、体調を崩す人が 近とても多く、空席が目立つこともある 


・ そして時間がたつに連れて授業に来なくなった人もいる。聞いたところによると 後は本当に少


なくなるようだ。 


・ 9/28(日)にクラスで discussion があった。反対側と賛成側各 3 人、司会 1 人。私は反対側と


して参加。議題はお昼寝にもたらす効果について。結果は賛成側の勝利だった。 


・ 午後の授業は選択で、私が選択したのは発音基礎と初級閲読のクラス 


・ 会話力：言いたいことは伝わる。しかし短文が中心で何かを説明することが難しい。そして頭の


中に言いたいことが浮かんでも、その単語がわからないため知っている単語を駆使して言うこと


がほとんど。単語が出てくる場合でもたくさん言いたいことがあると、口から出るときに語順や声


調が狂う。現在の目標は語幹を増やして会話に役立てることと、長く話すことに慣れて混乱しな


いようにすること。 


・ 聴解力：特に会話においては、おそらく私は文脈から想像することが得意なので、知らない単語


が出てきても音と前後の文脈から漢字が想像しやすい。自分で話すよりも相手の話を聞くことの


方が自身で成長を感じられる。また、中国人の話すフレーズを自分も真似することで会話力に


繋がっている。現在の目標は想像でなく確実にわかる言葉を増やしてゆくこと。 


・ 文章力：文章にするときに一番困るのは接続詞。同じものを繰り返し使ってまったり、語幹の少


なさゆえに書くことのできる内容が飛び飛びになりがち。しかし書くことがすきという点で苦痛でな


いのが自分のいいところだと思う。目標としては 11 月の作文コンテストに向けて文章の練習もし


たい。 


③私生活 
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・ 健康状態は良好 


・ 留学に関する各種手続きが終了 


・ 寮にはさらにクラスの友人が引っ越して来るなど、特に私の住む 3 階にはクラスメイトが多い。 


・ クラスメイトの紹介してくれた中国人の友人と相互学習を開始 


・ 留学生のバドミントン部に入部。活動は週 2 回 2～3 時間程度だが、活動日意外にも体育館を


借りて練習している 


・ 以前から寮に住んでいる友人に中国独特の水の買い方・節電の方法などを教えてもらった。水


は来週から早速試す予定。 


・ 蘇州に来ていた先輩のフィールドワークを手伝って、露店の人々にインタビュー 


・ 蘇州大学と宮崎公立大学に関わる人たちが集まっての食事会に招待していただいた 


・ クラスメイトのお兄さんが蘇州に遊びに来たので一緒に食事したり部屋に招待したりした。 


・ 中秋節の 3 連休には無錫に 1 泊 2 日で旅行。また、月餅というお菓子を友人などに贈る習慣


があるのだが、ありがたいことに様々な中国の友人からたくさん月餅をいただいた。 


・ 国慶節には黄山に 2 泊 3 日で旅行。 


・ 高校時代の友人と同じ大学に通う先輩が 3 ヶ月の短期留学に来た。宮崎公立大学と同じく蘇


州大学と提携を結んでいるらしい 


④その他 


・ 10 月に入ると長袖が一般的なり、朝晩はジャケットが必要なほど。蘇州の秋は短く、すぐに冬が


来るらしい 


・ 中国の牛乳ブランドの安全問題について、校内スーパーに問題の原因や今後の安全を説明す


るチラシが置かれた。 


⑤感想 


 留学が始まってもうすぐ 2 ヶ月が過ぎようとしている。こちらに来て毎日日記をつけているのだが、本


当に充実した日々を送ることができ、毎日が発見とカルチャーショックの連続で、それに関わって自


分のこと、また日本のことも考える機会が非常に増えた。そんな中で私が 近思うことは、留学してよ


かったということだ。語学においてではなく、人として変わることができる気がするからだ。 


 自分で想像していた以上に、勉強ではないことをたくさん学ぶことができるのだ。まだ 2 ヶ月も経たな


いが、既にこう思うことができたことが嬉しい。何かは自分でもよくわからない、そして目にも見えないが、


常に感じることだ。それは人としてこれからどう生きてゆくかを考える術になる。上手く言葉にできない


が、広く人と関わることから生まれてくると思う。留学とは、ある意味孤独だ。例えば私は同じ大学から


一緒に来ている友人もいて、さらには以前からの中国人の友人も蘇州大学の学生で、非常に恵まれ


ている身だと思う。そんな私でさえ日本で過ごしていた時のように本当に心を許せる人が近くにいる訳


ではない、と孤独を感じるのだ。しかし他の留学生はほとんどが自分ひとりで留学に来て、誰も知らな


いゼロからのスタートを切るのである。そのため留学生達は人に優しくなれる気がする。私は自分に優


しさが足りないと今までずっと思ってきた。私は今まで人にどれくらい優しくできただろう？人に冷たく当
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たる度に反省して、しかし何度も同じ事を繰り返していた。今までも違う環境に飛び込んだことはあっ


た。高校も大学も私はいつも minority な道を選んできたからだ。しかし今回の新しい環境には言葉と


文化の壁があるのだ。それもまた違う方面から孤独としてさらに上塗りされていく。留学生というのは、


同じ特殊な孤独を味わう仲間として協力、団結しているのだ。そのため黒人でも白人でも黄色人でも、


年齢が離れていても“友達”になることができる。そして困った時には助け合う。困ったと自分から言わ


なくてもアドバイスをくれたり、心配して 近の調子を聞いてくれたりする。だから自分も優しくなれるの


だ。あまりに人の優しさを感じることが多くて、感覚がにぶってしまいそうな程だ。もちろんお互いに留


学生なので伝わる言葉は多くない。そしてゆっくりだ。しかし、これは相手が中国人の時にも言えること


だが、お互いの伝えたい・聞きたいという気持ちがあれば、相手には必ず伝わる。伝わり方ははっきり


したものではないし、微妙なニュアンスも飾り言葉もない。まっすぐで、でもぼんやりとしていて、掴んで


くれる場所も人によって違う。しかし例えるなら、それだけ話し手は相手の掴む場所をたくさん準備す


るという優しさを持っており、聞き手は自分の掴める場所を探すことに手を抜かず、また掴める場所は


全て掴み、絶対に離さないという優しさを持っている。このように抽象的にしか説明できないが、人は


淋しいと優しくなることができ、また優しくしてもらうと人にも優しくできるのだ、それも極自然に。私にと


って、中国の友人はもちろんであるが、同じ留学仲間は本当に大切な暖かい存在である。本当は“優


しさ”というような簡単な言葉では表すことができない、それほど私にとっては大きいことなのだ。逆に


友人達にとって私も、こうでありたい。 







留学報告 １０月 
20610207 山口亜砂子 


 
１．学習成果について 


 相互学習の探す予定であったが、思っていたより難しくまだ実現に至っていない。


相互学習とは中国人学生とお互いの言語を教えあう学習方法のことである。私は研究


生との相互学習を希望していたが、研究生よりも大学生、特に 1・2 年生の方が日本人


との相互学習をしたいと望んでいるという話を聞いたので、大学生にも声をかけてみ


ようと思う。 
 また、相互学習以外にもネイティブスピーカーと積極的に話すことにも取り組んで


いる。具体的には先生や宮崎出会った留学生や研修生、クラスメイトを介して知り合


った中国人である。先生とは授業中の会話はもちろん、休み時間に授業内容以外の話


をしたりしている。先生と話す時は私が間違えた発音を正しく言い直してもらえるの


で、授業時間に関わらず常に良い勉強となっている。留学生や研修生は学内・学外で


すれ違うたびに声をかけてくれる。日本語学科の学生の語学力は素晴らしく、日本語


での会話になってしまうこともある。しかし、時間を経るごとに私の中国語の語彙力


も増えてきているので、最近は極力中国語で会話をしようと努力をしている。寮やク


ラスの友達を介して知り合った中国人の中には、当然日本語を学習していない人もい


る。英語や韓国語を学習していて、中国に来ている外国人と交流を持ちたいという中


国人学生が多い。そのため、時には中国語のみで会話をしなければならない。中国語


で言いたいことをうまく伝えられない時は苦しいが、一方で中国語学習の励みにもな


っている。 
 会話をしていく中で、語威力がまだまだ足りないことを痛感している。今後は、授


業中により多くの発言を行うための語彙力を増やすことに努めようと考えている。 
 


 
２．生活状況について 
   9 月 29 日から 10 月 5 日までの一週間は国慶節のため、大学は休校となった。10 月


1 日の国慶節は中華人民共和国の建国記念日である。この期間は中国語で「十一黄金周」


とも呼ばれる大型連休となり、多くの学校や会社が休みとなる。近年法改正があり、


この「十一黄金周」が春節と並んで最も長期の休みとなっていると聞いた。このため、


各観光地は人で大変混雑する。 
   この連休を利用し、私は安徽省にある黄山へ二泊三日の旅行に出かけた。黄山はユ


ネスコの世界遺産に自然遺産・文化遺産として登録されている有名な山である。また、


近くには同じく世界遺産に登録されている「宏村」という村落を訪れた。今回はこの


二の世界遺産を含む黄山市近辺の観光地を巡る中国の現地ツアーに参加した。現地ツ


アーの特徴は良くも悪くも全て中国語での対応となる点である。まず、ツアーガイド


の説明が聞き取れなければ、集合時間や集合場所など大切な情報を聞き逃してしまう。


その上観光スポットでの解説も全く意味を成さない。時間と場所などは、ツアーガイ


ドに直接確認すればよいが、解説をもう一度頼むことは難しい。このため、あらかじ







め訪れる場所をチェックしておく必要があると思った。また、自分が今まで培ってき


た知識を活用することも求められた。この二点が少し生かせたおかげで、ツアーガイ


ドの解説も多少聞き取ることが出来た。例えば、黄山での「連理松」という松の説明


では「比翼連理」という言葉を知っていれば、中身を推測でき格段に聞き取りやすく


なる。また、民居の説明ではゼミで学んだ知識を思い出し、内容及び解説されるポイ


ントを推測することが出来た。また、今回は前もって蘇州で購入した民俗に関する本


にも目を通していたので、本からの知識も参考になった。中国人と同じツアーに参加


する時は、前もって準備をして出かけることで、訪れた場所について更に深く理解す


ることができると感じた。 
   10 月から 11 月にかけては、比較的過ごしやすい時期となるので多くの場所に出かけ、


多くの中国人と話をすることを心がけたい。特に、11 月 23 日には HSK があるので、


リスニングの力をつけるためにも中国語を聴く機会を積極的に作っていきたい。 





		10月(岡村)

		10月(山口)
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12 月：年末、そしてクリスマス会 


      →中国での初めてのクリスマス体験。そして 1 月のお正月を前にした街の雰囲気など、春


節の場合と比べてどのようなものか見ておく(年間計画書より) 


      ⇒達成度：クリスマスはまだ来ていないが、中国では“最近”流行っているものらしい。街に


あるクリスマスの飾りもそこまで賑やかではなく簡易なものだと思われる。またお正月前と


いう雰囲気もあまりなく 1/1、2 は学校はお休みだが休み明けにはテストもあり、やはり重


要視されるのは旧正月・春節のようだ。 


 


① 学校全体の状況 


・ 作文コンテストに参加。テーマ、文字数、参加不参加など全て自由で締め切りまでに提出すると


いう形式。残念ながら結果は何も無かった。 


・ 留学生の作文能力調査のようなものが実施された。授業中に行われる予定だったが、私達のク


ラスでは宿題になった。 


・ 海外学生棟の前で中国人学生によるバザーが開催された。 


・ リスニングコンテストに参加。参加は自由で、内容は HSK のリスニングと同じ形式。残念ながら結


果は何もなかった。 


・ 留学生球技大会(バドミントン)に参加。女子シングル、男子シングル、混合ダブルス。ちなみに私


は先生の許可が出たので男子シングルスも含め全てにエントリー(一応経験者なので)。試合はま


だ終わっておらず、12/11 決勝戦が全て行われる。 


・ 留学生の実力を測るため、HSK の模擬試験が無料で実施された。HSK には２種類あるらしく、基


本的な形式は変わらないがこれは有料で個人的に受けた HSK とは違う方らしい。 


・ 向いの韓国人寮の前で大真大学(韓国)の学生さん達が１日限定でチヂミの屋台を出していた。 


・ 韓国食堂の２階にパン屋さんができた。 


・ 12/8～の週で、期末試験時期に試験が受けられない人達のための“提前考試”が実施される。 


 


② 授業・学習状況 


・ 韓国人１人とキリギスタン人１人が新しくクラスに来た。 


・ 大学４年生の中国人が実習生として漢語のクラスを見に来ている。その実習生の授業もあった。 


・ HSK 中級を受験。結果は１ヵ月後とのこと。 


・ 会話力：以前からの中国人の友人に中国語が上手くなったと驚かれたので、それが本当に嬉か


った。しかしやはり私は進歩が自覚できないので正直焦っている。いつも使うフレーズが同じで表


現力に欠けるので、その点が課題。 


・ 聴解力：聞き間違えることが増えた。特に単語の部分で、語幹を増やそうとしている自分と、簡単


な中国語を使おうとしてくれる相手との間で問題が発生しているのではないかと思うが、やはり勉


強不足としか言えない点が悲しい。 
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・ 文章力：作文コンテストへの参加が今回自分のチカラを見るよい機会だったと思うが、結果はま


だ出ていないのでわからない。しかしやはり私は文章を書くのがすきなので、作文の授業が週 1


回選択科目であるのだが、宿題の他に自分で書いたものを先生に見てもらうことも増えてきた。 


 


③ 私生活 


・ 中国人の友人達と天平山へ。 


・ 日本語学科の大学院生、今一緒に来ている日本人交換留学生と３人で相互学習を開始。 


・ 英語学科の中国人達のパーティに参加、クラスのオーストラリア、アメリカ人の友人が誘ってくれ


たため。私は英語がほとんど話せないが、外国人なので歓迎してくれた。 


・ 留学生球技大会に選手としてだけでなく役員としても参加。(準備、進行、審判など) 


・ 以前からお手伝いさせていただいている日本語クラスの授業では、最後に１５分位時間をもらっ


て日本文化を紹介する形式として定まってきた。 


・ その日本語クラスの学生さんが紹介してくれた日本語サークル(学校外)に参加し始めた。 


・ 日本語学科の友人が外国語学部の喉自慢大会のようなものに参加したので見に行った。ちなみ


にその友人は優勝した！ 


 


④その他 


・ 日本円高の影響で、留学開始当時は１万円が６００元程度だったのが今は７２０元にまでなっ


た。 


・ 最低気温がついに氷点下になったので、非常に寒い。 


 


⑤感想 


 ついこの間 11 月分のレポートを書いたと思ったが、もう 12 月のレポート、つまり今年最後のレポート


となった。時間が経つのは本当に早い。もうすぐ 4 ヶ月が経つ。そして年が明ける。授業も終盤に差し


掛かってきており、早めに帰国してしまうクラスメイト達は試験の準備に忙しそうである。 


 私はというと、今月はよく自分を見つめたと思う。今さらながら考えていたことは、何のために留学し


たかである。公費選抜試験の前からそれは明確だったはずだった。もちろん中国語の習得、そして中


国と日本の間にある誤解を解きたいからである。そのために中国をもっともっと知ろうと、留学に向け


て動き出したのだった。しかしそれよりもっと大事なことを忘れていた。何かのため、誰かのためではな


く、自分のためだということ。そして自分を見つめ、認めること。中国語をマスターして中国人を理解し


て、そして関係改善に貢献したいと思っていた。つまり何か世のため人のために、と柄にもないことを


思っていた。しかし考えてみれば私はそんなに大それたこともできないし、中国に留学している学生な


んて本当に大勢いる。何かのために、それもすごく素敵だと思う。それに私がしたいこともやはりそうい


うことに変わりはないと思う。しかし 1 番は自分のため、自分が成長するためだった。勉強としても、人


としても。留学中にはたくさん時間があると思っていた。そうすれば自分を見つめるよい機会になるだ
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ろうとは確かに思っていたが、付録ぐらいにしか思っていなかった。私は自分のことが見えていないと


よく言われる。しかしそんなことは、大学に入るまで言われたことがなかった。今まで私は、自分でも自


分がよくわからないことはあったにしても、自分を 1 番わかっているのは自分だと思っていた。しかし、


その自分でも見えていないことがこんなにたくさんあったということに少しずつ気づき始めて、そしてここ


中国でそれらが明確になってきたように感じる。そのように気づかせてくれた人がいて、そしてそのよう


な機会を与えてくれた人に出会えて、私は本当についていると思う。確かに日本にいても気づくことが


できたかもしれない、しかしここ中国にいると、もっと素直になれる気がする。自分に対しても友人達に


対しても。なぜなら中国人達は、素直に行動しているように見えるからだ。素直に自分に向き合うこと


は、勇気がいると思う。自分の嫌なところもすべて認めなければならない。自分が嫌いと言っても、所


詮はみんな自分が可愛いもので、そう簡単に自分の嫌なところは見ることが出来ないと思う、特に 1


番嫌な部分は。あまりに嫌なので自分さえ、いや自分だからこそ目を逸らしてしまって、遂には“自分


でもわからない”で片付けてしまっていた。自分さえ誤魔化して、自分にさえ嘘をついて、それでは変


わることができないのだ。 


 先輩達、そしてこちらの社会人の方々からよく言われることは、羨ましいということだ。出会った人に


は 99％の確立で言われるのがこの台詞だ。加えて、まだ何でもできる時期、まだまだ十分に変わるこ


との出来る時期だと。公費留学もまだまだ前半だ。私は今、本当に貴重な時間の中にいるのだなあと


度々思う。そんな中で、この留学が自分のためだということに気づくことが出来てよかったと思う。私に


とっては決して遅くなかった。留学 3 ヶ月目、先月のレポートに書いた３という数字は、本当に大きな


節目となったと思う。 







留学報告 【1２月】 
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1１月の計画 
・ ＨＳＫに照準を合わせ試験に備える 
・ 簡単な中国語の小説や雑誌を読むことに挑戦する 


 
１．学習成果 
  ・ＨＳＫ（漢語水平考試）について 
   今回のＨＳＫは私にとっては初めての受験であった。試験問題は、勉強に用いた問


題集の問題より比較的簡単だと感じた。試験結果は今月末になるまで分からないが、


ある程度の点数は取れているのではないかと思う。ＨＳＫは獲得した点数に応じて、


階級が決まるので、今回の結果を参考に今後の勉強の計画を立てようと考えている。 
 
・ 授業の様子について 


寒くなったせいか、欠席者や遅刻者が少し増えてきた。体調管理に気をつけ、欠席・


遅刻をしないようにしたい。 
 
  ・来月の課題 
   ・期末テストが控えているので、前期に学習した内容をよく復習する 
   ・不明瞭な点、苦手な点が残らないようにする 
 
２．生活状況 
  ・中文書の読書について 
   今は「児女英雄伝」という小説を読んでいる。日本語訳のものを留学前に読んでい


たので比較的読みやすいが、授業で学習している会話文と比べると難しく、すんな


りと読み進むことができない。だが、文章語の表現を学ぶ上で非常に有益だと感じ


ている。 
   一方、雑誌からは中国で流行しているファッションや歌曲また最近の話題などを見


ることができ、大衆文化を学ぶだけでなく学生と交流する時の話題にもなり大変役


立っている。 
 
・ バドミントン大会について 


蘇州大学の留学生を対象にバドミントン大会が行われた。私は女子シングルスと男女


混合ダブルスに参加し、シングルスで第二位、ダブルスで第一位の成績だった。女子


は参加者が少なく、少し物足りない感じがしたが、久しぶりに身体を動かすことがで


き来学期も行われる予定と聞いているので、機会があったらもう一度参加しようと考







えている。 
 


・ その他 
11 月下旬から中国の伝統楽器の一つ古琴を習い始めた。授業は中国人の生徒と一緒


なので、全て中国語での会話となる。留学生向けの授業とは違い、話す速さは速い上


にその内容も難しく、聞き取るのに大変苦労している。だが、教室の雰囲気は和やか


で、私は周に一度の授業を楽しみにしている。また、平日の午後は授業がなく自由に


教室へ行き練習できるので、時間が空いた午後は教室で練習をしている。 
  


・来月の課題 
・中国の家庭での春節（旧正月）を経験したい 
・長期休暇なので、蘇州近郊だけでなく少し遠い場所に旅行へ行く 


 





		12月(岡村)

		12月（山口）
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 11 月：中間テスト、リスニング大会、作文コンテスト、HSK 


      →テストをはじめ様々な学校行事にむけて勉強。初の HSK もあるので更に勉強。 


          (年間計画書より) 


      ⇒達成度：机についての勉強が不足。HSK に向けて勉強量を増やすことが課題。 


 


①学校全体の状況 


・ １０/30～11/1 まで蘇州大学運動会。30 日(木)の午後から開幕式が行われ、31(金)は授業が


お休み。参加または応援に行かない学生は３連休になる。そしてこの週の初めには体育学部だ


けの運動会も行われていた。 


・ １１/3～中間テストが開始。必修科目だけなので私は 3 科目。 


・ リスニング大会、作文コンテスト、HSK はまだ開催されていないので次回報告。 


②授業・学習状況 


・ クラスのうち２人が同じレベルの別クラスに移動。先生の関係で移ることにしたようだ。 


・ 時間通りに授業来る人が減り、少しずつ空席も目立ち始めた。 


・ 新しい韓国からのクラスメイトが１人増えた。 


・ ロシアから来た２人がクラスの見学に来た。 


・ 会話力：最近会話力については褒めてもらえることが非常に多く、しかし特に後半だんだん会話


力が落ちてきたと感じ始めた私は、自分の気持ちと全く正反対の周りの反応に混乱している。前


に進みたいがそのために少し戻ろうと思う。今は考えるのではなく確実に話せることをフレーズとし


て増やしたい。 


・ 聴解力：道行く人の電話の声、おしゃべりの内容が聞こえてくるようになった。しかし確実に聞きと


ることのできる単語・表現が増えないことがやはり引き続き問題。人を通しての会話なら文脈から


読み取ったり相手の意図を察したりすることもできるが、語学留学をしている身としては、もう１歩


先に進みたい。 


・ 文章力：量を書くと言う点では少しずつだが慣れたと思う。最初は多いと感じたが 300 字くらいな


ら苦ではなくなった。作文コンテストの締め切りがいよいよ 11/14 と迫ってきたので、自分を試す


チャンスだと思って参加しようと思う。 


③私生活 


・ 週に 2 回、大学院生の教える日本語の授業に付き添わせてもらえることになった。しかし参加形


態などまだ模索中。大学生の日本語授業は大学院生がするものがほとんどらしく、この大学院生


も中国人の友人のクラスの先生ということで紹介してもらった。 


・ バドミントンの中国全国大会決勝戦が蘇州で行われたので見に行った。 


・ “秋遊”と呼ばれる学科別で行われる団体小旅行のようなものに参加した。マーケティング学科


の“秋遊”で日帰りで烏鎮へ。私はこの中の友人に呼んでもらったのだが、このように比較的自由


に他の友人も呼べるらしいが、外国人どころか他の学科の学生は私だけのようだった。このほか
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に春には“春遊”もあるらしい。 


・ 中国独特の水の買い方を実行中。1 回買うと個人番号のようなものを渡され、それ以降は電話


で番号を言えば家まで届けてくれる。届くまでの時間は30分～4時間(経験談などから)と差が激


しいが割安である。 


・ 友人を訪ねて初めてひとりで上海へ行った。 


・ 以前公立大学に留学していた丁静さんに手料理をご馳走になった。蘇州と公立大の関係者が


時々集まろうということで作った“公蘇会(gongsuhui)”の第 1 回目となったと思う。 


・ “昆曲”という地域のミュージカルのようなものを見に行った。付近の昆曲博物館も見学。 


・ 同年代のクラスの女の子達でお食事会を開催。 


・ 運動会では大縄と綱引きに参加。学部対抗なのだが、私は思いがけず留学生学部大縄のリー


ダーになった。運動会までにみんなで時間を合わせて練習もした。 


・ 日本語学科 3 年生との交流会に参加。 


・ 去年公立大に来た短期留学生(今は就職している)が私達を訪ねて来てくれた。 


・ 以前空手を習っていたオーストラリアの友人に、蘇州大学の空手部を紹介。(私は日本人の友人


の関係で蘇州大学空手部のことを知っていた) 


④その他 


・ 11 月に入るとすっかり寒くなってコートを着ている人も見かけるようになった。加えて蘇州の 11 月


は雨が多いらしい。 


・ 中国牛乳ブランドの安全に関するポスター(先月のチラシのさらに新しいもの)が校内スーパーに


張り出された。 


・ 中国全土の規模で農民運動会が開催されていたらしい。 


⑤感想 


  日本を発って 3 ヶ月の記念日まであと 1 週間。中国蘇州でお仕事をなさっている先輩から聞いた


のだが、３という数字はとても重要らしい。3 日、3 週間、3 ヶ月、3 シーズン。私はこの 3 ヶ月でどれく


らい伸びることができたのだろうか。 


最近の私が思うことは、行動力の大切さ。ちょっと何かしてみたいと思うことがあっても、私は多くの


場合勇気がなくて行動に移すことができない。しかしほんの少し動くだけで、周りはそれ以上に答えて


くれることがわかった。“動く”と言うと大げさだが、自分のやりたいことを回りに相談するだけでも変化は


あるのだ。つまりこのような時にチカラになってくれるのも友人達である。しかもほんの少しの勇気だけ


で、返ってくる返事は期待を遥かに超えるほど大きいのだ。抱えきれないほどの収穫、それは実際に


自分か求めていたものではなく、それに関して友人達が私にくれた優しさ、私のために使ってくれた時


間、労力、心力。本当にありがたくて、そして私も何か返したいと思う気持ちがより一層強くなってきた。


その友人達にはもちろんだが、中国という国にも返したい。そんな大それたことはできないが、私は中


国にいる間はほんの少しだけ特別だと思う。中国に留学している日本人は数え切れないほど多いと思


うが、外国人の“日本人”として私にできることが何かあるのではないだろうか。1 年前、初めて中国人
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の友人に“日本人は冷たいと思っていた。歴史のことも知らないし。けどあなた達に会って印象が変わ


った、日本人は優しいね”と、慣れない日本語で言われたことはきっと一生忘れられない。人の最も


深いところにある印象を変えるのは難しい。難しいけれどそんなに遠くないと思う。つまり私がしたいの


は、そういうことなのだと思った。また、日本に帰ったときに少しでも多くの例を挙げられるように、今し


かできない中国の人々とたくさん関わっていきたいと思う。そして今は中国で日本人の悪い印象を私


が変えたいと思った。外見も性格も、よく日本人っぽくないと言われるが、私も完全な日本人である。


日本語を勉強している中国人でさえ、多くは仕事のためであったり、日本の漫画やファッションに興味


があったりという理由が非常に多く、日本人の印象とは関係のないことが多い。そのため中国と日本の


間の誤解にはまだまだ大きな存在感があると思う。中国にいる間は、私は外国人として少しだけ特別


でいられる。だから尚更、今という時間は特別で大切だと思う。 


そして少し勇気を出して動き出した新しい世界に、今度は自分がどのように答えてゆくか、それもま


たとても大きい。“必要なのは勇気ではなく覚悟。決めてしまえば全ては動き始める”これは高橋歩さ


んという作家さんの言葉で、ずっと私の座右の銘だった。この言葉は今でももちろん私に響いているが、


最近はその先、つまり動き始めた後をどのように広げてゆくかを考えてゆくことも大切だと思った。そし


てそれによって自分自身を見つめることにもなると思う。覚悟を決めることは、少しずつだができるよう


になってきたと思う。しかしその後自分がどう動くか、とことん考えて、とことん悩むこと、そして逃げない


こと。これが私の今の課題だ。 
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10 月の計画 
・ 授業中に多くの発言をする 
・ 語彙量を伸ばす 
・ 積極的に外に出かけ、多くの中国語を聞く 


 
１．学習成果 
  ・授業中の発言及び語彙量の強化について 
    クラスの雰囲気にもずいぶん慣れたため、授業中の発言は徐々に増えてきている。


手を挙げて先生が指名する形式ではなく、学生が自由に発言するという形式に初め


は惑っていたが、現在ではむしろ一番前の席に座り積極的に先生の問いに答えてい


る。 
    語彙量の強化は、中間試験の試験勉強をしたこともあり順調に達成出来ているの


ではないかと思う。だが、発音を聞き単語を書き取るテストでは思い通りの結果が


出せていないので、中国語を聞いて単語を理解出来るようにリスニングの力もつけ


ていきたいと思う。 
   
  ・来月の課題 
    11 月 23 日に HSK（漢語水平考試）があるので、ここに照準を合わせて勉強を進


める。具体的には、問題集の問題を解いたりリスニングの CD を聞いたりし、理解


できない部分を先生に質問しようと考えている。 
 
２．生活状況 
  ・大学近辺の散策について 
    様々な場所に出かけ街の人と話をすること、多くの中国語を耳にすることを計画


に挙げていた。このため、大学の周りを中心に出かけることを心がけた。中国人学


生と話をするときは、私が聞き取りやすいように速度を落とすなど気を使ってくれ


るが、街の人との会話は困難な時がある。速度が速かったり、はっきりとした発音


ではなかったりすると焦ってしまう。速い速度の会話にも徐々に慣れていきたい。 
    また、大学内で行われた古琴の演奏会に行った。この時、学内外に中国伝統音楽


に触れる機会があることを知ったので、もっと情報を入手し可能ならば伝統楽器の


音楽教室に参加してみようと考えている。 
 来月の課題 


冬の蘇州は宮崎と比べると寒さが厳しい日や天気が悪い日が多い。部屋で過ごす時


間も増えてくることから、簡単な小説や雑誌を読むことに挑戦していきたい。 
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9 月：新学期開始 


→班分け試験で前回よりも上のクラスに入り、友達をつくる。(年間計画書より) 


 


＊８月 17 日下関発～8 月 19 日太倉着(船) 


 


①学校全体の状況 


・ 一般の学生の新学期が８月２７日水曜日から始まった。 


・ 一般学生の新入生は最初の２週間は軍事訓練をしている。休日はない。 


・ 留学生は９月４または５日に班分試験を受けた後、９月８日月曜日から授


業が始まった。 


・ ８月は帰省中の学生が多かったため人が少なかったが、新学期が近づくに


つれて人がとても多くなり、にぎやかになってきた。 


②授業状況 


・ 班分試験の結果、私は 3.2 班。（以前は 2.2 班） 


・ クラスは日本人と韓国人が半分を占める。後の半分はアメリカ、オースト


ラリア、ブラジル、メキシコ、フランス、ドイツ、スウェーデンなどから。


全体は 20 人強だが今週はまだクラス間の移動が可能であり、最終的な決定


は来週。 


・ 第一週は主に午前中の必修科目だけで、主に午後にある選択科目は第 2 週


目から。 


・ 今年から留学生クラスの制度が変わった。4 年間の留学する本科生と私達


のように 1 年や 2 年あるいは半年で来ている留学生は、今まではひとまと


まりになっていたが今年から別物になった。校舎が移動し、当然ひとクラ


スに短期と長期の留学生が混ざることがなくなった。そのためこちらの校


舎のクラスが減り、3 班と 4 班は学生が多いが先生が不足気味のためクラ


スが増やせないようである。例えば３班は以前 3.4 班まであったが今回は


3.2 班まで。 


③私生活 


・ 同じ寮に住む人と顔見知りになり、また多くのクラスメイトもここに住ん


でいる。 


・ 健康状態は良好。 


・ 友人はクラスメイトの他に、日本で交流があった中国人、またはその中国







人の紹介が主。 


④その他 


・ 東ゼミの先輩がフィールドワークで蘇州に来ている。 


・ 田宮ゼミの先輩が就職活動で上海に来ていたらしい。 


・ 別の田宮ゼミの先輩が卒論の関係で北京に来ている。蘇州にも来てくれる


予定。 


・ 8 月末から 9 月にかけてとても涼しくなり、時には長袖が必要なほど。今


年は涼しくなり始めたのが早かったようだ。 


⑤感想 


こちらの留学生と交流して思うことは、中国人の友人をつくる機会が少ない


ということだ。しかし私達は公立大の交換留学生や短期留学生と友人で、更に


以前蘇州に短期研修に来た際の友人もいるため非常に恵まれた環境の中にいる


のだと実感した。留学生同士で話す時はお互い慣れない中国語で、文法や発音


を無視しがちであり、そしてお互いに正確な指摘をすることもできない。しか


し中国人の友人はそれを速やかに自然なものに直してくれる。これもまたとて


も貴重なことであると感じた。 


また、私の友人のほとんどは日本語を話すことができるので非常に助かる。


しかしそれと同時に焦りもある。せっかく中国に来て中国人と話しているにも


関わらず、日本語を使っていては意味がないではないかと。そして彼らの紹介


してくれた友人(もちろん中国人)の中には当然日本語を話せない人もいるのだ


が、初対面の私たちにとても優しい。しかしほとんど聞き取れない。彼らにと


って簡単な言葉を選んで話すことはとても面倒なことであろう。それでも私達


にとてもよくしてくれる。一緒に歩いている時は車が危ないよと教えてくれた


り、会う約束をした日はお土産を持ってきてくれたりである。だから私は言葉


が出てこないことがさらに歯がゆい。日本語が話せない友人はもちろん、日本


語が話せる友人の言葉も、日本語ではなく中国語で理解したいという気持ちが


より一層強くなった。中国人の伝えようとしていることを、彼らの母国語、い


つも使っているその言葉でしか出すことの出来ないニュアンスも含めて私の中


に入ってくることができればと思う。こんなにも一生懸命話しかけてくれてい


るのに、わからないことが哀しい。「コミュニケーションは伝わらないから続け


ることができる。伝わったらそこで終わってしまう。」とある講義で聞いたこと


があるが、私のこの感情はこのようなことも関係しているのかもしれない。伝


わらないけれど伝えたい、この気持ちが私のこれからの中国語学習において一


番太い芯になりそうだ。 
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１．学習成果について 


 ９月は短期研修の時よりもレベルの高いクラスに入ることを目標としていた。以前


は初級クラスでの授業だった。 
長期留学の今回は９月５日にクラス編成試験をうけ、私は中級クラスの三班に入る


ことになった。現在（９月２０日時点）は授業開始から二週間が経過しており、徐々


に蘇州大学の授業の進め方にも慣れてきている。私が在籍している班では約２０人の


生徒が受講している。この約 1/3 が韓国人で、次に多いのが日本人、他にアメリカ人、


ロシア人、インドネシア人が同じクラスで授業を受けている。 
 授業中は一番前の席に座り、出来るだけ発言をしようと試みているが、まだ十分で


はない。先生にあてられて発言するのではなく、今後は自分から声を出して発言する


ようにしたい。 
 また必修科目の他に、HSK（漢語水平考試）対策補習も選択した。授業はまだ始ま


っておらず、どのような授業となるのかは分からないが、１１月の HSK 試験に向けて


真剣に取り組もうと思っている。 
 


 
２．生活状況について 
   蘇州には短期研修などの機会で訪れたことがあるため、新しい生活が始まるという


よりは「帰ってきた」という感覚の方が強い。食べ物や環境の変化で到着して数日は


体調が悪かったが、それも次第に慣れ現在は落ち着いた生活が出来ている。 
   公立大で出会った中国人の友人や、公立大を卒業し中国で働いていらっしゃる先輩


方が気遣って下さるので、大変ありがたく感じている。 
   蘇州は観光地でもあるので、園林などにも出かけた。９月に入ってからは「拙政園」


と「楓橋風景区」を訪れた。花の盛りの時期は終わっていたが、緑が多く非常に美し


かった。そして、蘇州の隣の都市、無錫市に出かけた。無錫では、公立大に在籍して


いる学生や短期研修で宮崎に来ていた学生が案内してくれた。無錫も日系企業など


様々な企業があり、非常に発展している都市だと感じた。 
   また生活面においては、他の留学生とも交流を深めることを目標として挙げていた。 
  私のクラスには韓国人やロシア人がおり、彼らと中国語で会話をしたり、簡単な韓国


語やロシア語を教えてもらったりしている。韓国語は公立大で半年間授業を受けてい


たので、交流の際に大変役に立っている。 
   来月は国慶節の休みを利用し、世界遺産にもなっている黄山を訪れる予定である。黄


山の近くにはゼミで学習した古い町もあるので、ゼミでの経験を活かし充実した休暇


にしたいと考えている。 
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