北京語言大学
（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
期末考試：１２月２６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。
国家博物館見学、湖広会館で京劇鑑賞、燕京ビールの工場見学
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：①②：中級漢語聴和説 ③④：普通閲読 ⑤⑥：古代漢語
火：①②：中級漢語
水：①②：普通閲読 ③④：中級漢語聴和説 ⑤⑥：新聞聴力
木：③④：中級漢語 ⑤⑥：中国国情
金：①②：中級漢語
＊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、中級、高級にそれぞれ上下があり、各レベル３班くらい、１クラス約２０人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
入学登録の後にクラス分けの筆記試験がありました。
＊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？
２２人
日本５人、オーストラリア１人、タイ２人、韓国２人、北朝鮮１人、カザフスタン２人
カナダ１人、フランス１人、ロシア１人、イギリス１人、イスラエル１人、オランダ１人
フィンランド１人、セルビア１人、ウルグアイ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）
午後に週に二日、武術のクラスが有料でありました
半年で６００元ほどだったと聞きました
・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： 約８０００（人）

日本人留学生： 約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(韓国人)

＊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。
）
部屋の鍵のデポジットとして５０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
＊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、冷蔵庫、エアコン、ベッド、寝具、勉強机、たんす、ケトル、スチーム暖房
シャワーとトイレは共同
＊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)？
学内のネットワークに接続、半年８００元
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
半年で８００元なので一ヶ月は約１３３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）
初月は入学手続きの際にもらった書類を持って学内の会計室に行き手渡しでもらいました。その後、
銀行の口座を開設し、毎月２日くらいに振り込まれているのでＡＴＭで引き出します。
＊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。）
３００元くらい徴収されたかと思います
＊お金はどのようにして保管していますか？
持参した日本円、奨学金の人民元共に、部屋の鍵付きの引き出しに保管しています
＊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

＊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？
北京日本人会に加入しています
＊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。
超市発、世界的に有名なファーストフード店は大体全部学校付近にあります
・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：
立地条件が良い。徒歩で最寄りの地下鉄の駅まで行ける。今までに出会った事のない外国人と出会
うことができる。学校付近が栄えているため、食事や買い物には困らない。来たばかりのころに、

日本語で書かれたハンドブックの配布や日本人学生向けの学校説明会があった。教科書が無料で配
られた。旧ＨＳＫの情報が入りやすい。
悪い面：
便利すぎて中国（外国）にいるという感覚がほとんどない。日本人が多い。授業の際、発音指導に
重点を置いてないため、学生がどんなに声調や音が間違っても先生が指摘しないため、クラスメー
トの言っていることが分からない時がある
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
前回の留学（蘇州）に比べて交通はとても便利です。語言大学からすぐ近くに五道口の駅があるの
で、地下鉄１３号線に乗ってよく出かけます。バス停も大学の目の前にあります。食事も特に困った
点はありません。私はすでに１年間の中国留学を経験しているので、中国の料理に抵抗はありません。
しかも、北京語言大学の食堂は新しくて、種類も豊富なので毎日通っても飽きません。私が住んでい
る宿舎の目の前に学内唯一のスーパーがあり、買い物にも困りません。資料の印刷やコピーをする場
所、美容室、写真屋さん、果物屋さん、カフェも併設しているので、本当に便利です。
私が嬉しいのは、北京が中国の首都とであるということもあって、たくさんの音楽やバレエの公演
があることです。私は、毎月最低一公演は観るようにしているのですが、次から次に観たい公演があ
るので、北京に滞在している貴重な時間を有効に使おうと思います。
北京には、たくさんの日本人がいます。北京語言大学内でも想像がつかないくらい多いです。歩い
てて日本語を聞く機会も前回の留学に比べて多いです。時には、そんな環境にうんざりすることもあ
りますが、自分にはない経験をした同年代の学生や、私のように北京留学を経て、北京の大学院への
進学をしている方、また、北京で働かれている方の話を聞き、刺激を受けています。
・留学区分：■漢語進修生

□普通進修生 □高級進修生 □その他

・今学期の主な日程
期中考試：10 月 31 日～11 月 3 日
期末考試：1 月 3 日～1 月 5 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。
京劇観賞（11 月中旬）
、マラソン大会（12 月初旬）をはじめ、しばしばディベートやスピーチ大会、
特別講座が開かれている。特に 12 月は新年パーティー、カラオケ大会などイベントが多い。1 月初
旬には、大学主催の旅行（今年は海南、華南諸都市、ハルビンの 3 地域から選択）がある。
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：
（午前）1・2 限＝リスニング＆スピーキング、3・4 限＝総合（文法）

（午後）なし

火：
（午前）1・2 限＝リーディング＆ライティング、3・4 限＝総合 （午後）なし
水：
（午前）1・2 限＝リスニング＆スピーキング、3・4 限＝総合 （午後）なし
木：
（午前）1・2 限＝リーディング＆ライティング、3・4 限＝総合 （午後）5・6 限＝口語
金：
（午前）1・2 限＝総合 （午後）なし
＊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)？
初級は 4 段階、中級・高級はそれぞれ 2 段階のレベルに分かれている。クラス数は、初級は約 40、

中級・高級は両方合わせて約 20。各クラスの人数は 20 人程度。
＊クラス分けはどのように行われましたか？
テストの成績に応じて。授業開始後 2 週間以内ならば、自由にクラス・級を変更可能。
＊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？
韓国（2）
、フランス(1)、インドネシア(2)、アメリカ(3)、ベルギー(1)、ロシア(3)、タジキスタン
(1)、チュニジア(1)、カナダ(1)、チェコ(1)、メキシコ(1)、日本(2)、ベトナム(2) ※（ ）内は
人数

計 21 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）
希望者は 16～17 時の体育を受講可能。種目はサッカー（300 元/学期）、テニス（600 元/学期）
、太
極拳等の武道（400 元/学期）
。書道や舞踊などの文化授業もあるようです。
・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 3000 （人）

日本人留学生：600～700（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(パキスタン)

＊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。
）
無料
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
無料
＊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、エアコン、暖房（熱水式）
、ベッド、机・椅子、棚、洋服ダンス。
シャワー、トイレ、洗濯機、水道は共用
＊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 接続。校内のインターネット接続業者の支店で申し込み後、部屋のネット接続口に LAN ケーブ
ルを差し込んで利用
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
100 元（120 時間まで）

・ 140 元（時間制限無し）

開通月は別途開通費 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）
銀行口座に毎月末振り込まれる
＊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。）
居留許可申請費 600 元、学生証発行費 20 元等

＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行口座に預金。
＊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 800 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。
風邪が悪化した際、咳止めの薬を処方してもらった。
＊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）
海外留学保険のキャッスレスサービスを利用したため無料。北京国際 SOS 救援中心。
＊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？
語言大学愛語会、北京国際交流会など。加入していない。
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
参加していない。
＊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。
スーパー：超市発・華聯大廈・幸福超市等、ファストフード：ケンタッキー・マクドナルド等
・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
北京語言大学は外国人への中国語教育が専門の大学です。自分のレベルに応じた最適なクラスを選択
でき、経験豊かな先生方から、丁寧できめ細かい指導を受けることが出来ます。授業では、スピーチ
やプレゼンの機会も用意されています。授業以外でも、家庭教師や無料中国語レッスンなど、中国語
を学ぶ機会に恵まれています。また、大学内の HSK センターでは HSK の情報を得ることができ、旧 HSK
の無料受験も可能です。
大学には漢語教育や外国語を専攻する学生が多いためか、中国人学生は留学生に対して親切に接し
てくれます。食堂や喫茶店などで気軽に話しかければ、中国人の友達や、相互学習の相手も簡単に見
つけることができると思います。また、世界各国から留学生が来ているので、中国人学生のみならず
様々な国の友達を作ることが出来ます。
生活面も充実しています。大学内は自然豊かで、食堂やレストラン、喫茶店、図書館、書店、銀行、
病院、ジムに至るまで、様々な施設が揃っています。周辺にもスーパーや飲食店などが多く、日常生
活は大変便利です。地下鉄とバス停も大学のすぐそばにあり、交通の便も良いです。

悪い面
授業の大半は先生の講義が中心で、一人一人の学生が中国語を話す時間は限られています。会話の
練習は授業だけでは不十分なので、授業以外で積極的に中国人と交流することが必要です。授業の進
行上、生徒の発音を先生は逐一修正しないので、個人で中国人と相互学習をしたり、家庭教師を雇う
など、自主的な練習が欠かせません。授業は丁寧に進められる反面、宿題をせず欠席の多い学生にも
配慮する「護送船団方式」なので進度が比較的遅く、退屈に感じることも多々ありました。
また、授業欠席への対応が甘いことや、北京には外国人や日本人が多いことから、必ずしも中国語
を話す必要性に迫られるといった環境ではありません。そのため、同じ国籍のグループで遊び暮らし
ている留学生もいるようです。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
中国に来て以降、授業は全て中国語で、息抜きには中国人と遊んだり中国のテレビを観たりと、ま
さに中国語漬けの生活です。また、一歩大学を出れば中国の生活風景が広がっており、人々はざっく
ばらんで親しみやすく、気軽に会話をすることができます。休みに旅行に行ったり、春節は中国人の
友人の家に泊まって一緒に年を越したりするなど、長期留学ならではの体験もできました。日本と比
べ、語学の質・量ともにはるかに充実し、生活を通じてテキストには載っていない日常表現や、中国
人独特の話し方を学ぶことができ、とても満足しています。
現時点で、私の中国語は語彙や読解力は比較的向上しましたが、会話はまだぎこちなく、すぐに外
国人だと言われてしまいます。望み通りの学習成果が出ない焦りや不安、初めての海外生活ゆえのス
トレスがあるためか、机に向かっても集中できず、時間を持て余すこともありました。あまり固くな
りすぎず、交遊関係をさらに広げ、積極的に文化やスポーツに親しむなど、余暇の時間をより充実さ
せることが必要だと思いました。来学期は「たくさんしゃべる」ことを特に心がけ、さらなるレベル
アップを目指します。
・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２７日～１１月２日
期末考試：１２月２６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。
万里の長城ツアー／紅白歌合戦
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：1、総合 2、総合 3、閲読 4、閲読
火：1、総合 2、総合 3、聴力 4、聴力
水：1、総合 2、総合 3、閲読 4、閲読
木：1、総合 2、総合 3、聴力 4、聴力
金：1、総合 2、総合 3、口語 4、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)？

初級班 かなり多い 25 人、中級班 かなり多い 15 人程度、上級班 3 クラス 15 人程度
＊クラス分けはどのように行われましたか？
テストによってクラス分けが行われた
＊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？
人数は 25 人程度。国籍は多種多様。多いのは韓国人、ロシア人
＊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）
前学期は初級班だったため選択なし
・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：全学生数の 60％（人）

日本人留学生：かなり多い（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(ロシア人)

＊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。
）
発生せず
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
発生せず
＊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、エアコン
＊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)？
有線
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
50 元（1 ヶ月 40 時間まで使用可能）
・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）
入学当初に銀行口座を開設する。最初の一カ月は手渡し、あとは口座振り込み
＊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。）
なし
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行口座に保管している
＊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：クレジットカードのキャッシングサービスを使用) □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～1700 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。
今のところなし
＊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。加入している
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
参加している
＊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。
大学の近くに超市発というスーパーがある。またキャンパス内に一心という日本料理屋がある
・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：
・留学生数がかなり多いため教材と教師の質が高い。他大学の話を聞いて比較すると中国語を学ぶ
ための大学としてはかなりいい環境が整っていると思う。
・近くに他にも大きな大学が多くあるため、学生にとって使いやすい店が学校の近くにそろってい
る。
・日本語学科があるためランゲージパートナーが見つけやすい。
・交通の便がよい。
悪い面
・日本人が多いため固まってしまうと中国語を使う機会がなくなってしまう。
・事務室に日本語を話せる事務員がいないため、中国語を話せない段階で入学手続きをしようとする
とかなり苦労する。
・留学生数が多いため、中国人学生と交流する機会は少なくなってしまう。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
最初北京に到着した時は最低限の生活ができる程度の語学力しかなく、一人で入学手続きなどをし
ていくのは大変でした。また講義のスピードが速く、新出単語も多かったため講義について行くのは
苦労しました。ただ、クラスメートとの関係もだんだんと良くなってくるにつれて中国語で会話をす
る機会も増えました。また、講義を積み重ねていくことでだんだんと中国語に慣れることができ、学
期が終わるころには大分講義を飲み込むことができるようにもなりました。語学はやはり毎日積み重
ねていくことが大切だということを痛感しました。
日常生活ではなるべく中国人の学生と交流することを心がけています。やはり自分の中国語の間違
いを的確に直してくれるのは中国人学生なので彼らと交流する機会はかなり貴重なものだと思います。
さらには彼らとの会話を通して中国の文化やライフスタイルの一部分を理解することもできると思い
ます。中国に来たばかりのときは中国の習慣や祝日など多くのことを知りませんでしたが、半年中国

語を学び、中国人の学生たちと交流することでだいぶ中国の文化や祝日、ライフスタイル、考え方を
理解することができてきたと感じています。なによりも文化などを理解しつつ語学を学べることはと
ても楽しいと感じることができていると思います。
ただ、まだ中国人と会話をする際に圧倒的な単語不足を感じることが多いです。自分で話すことは
自分の知っている単語を使えばいいので比較的できるのですが、聞くとなると知らない単語を相手が
話してくることもあるのでなかなかつまずくこともあります。留学生活残り半年間ではより自分の知
っている単語数を増やしていきたいと強く感じています。また、自分の語学力が上がるにつれて中国
人との会話も深くなっていきますのでより深く中国を理解していきたいと感じています。

（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：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。
江西実習旅行、北京語言大学創立５０周年記念イベント
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：３・４時間目 口語

５・６時間目 作文

火：３・４時間目 高級漢語
水：１・２時間目 口語

３・４時間目 中外文化交流

木：１・２時間目 高級漢語
金：３・４時間目 高級漢語
＊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 約１０クラス

中級班 約６クラス

高級班 約４クラス

１クラス約２５人

＊クラス分けはどのように行われましたか？
前期の繰り上げ、個人の希望で飛び級も可能
＊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？
２５人 (日本４人、韓国１人、ロシア３人、ウズベキスタン２人、アルメニア１人、モンゴル３人、
タイ１人、フィリピン１人、インドネシア１人、アメリカ１人、イギリス１人、ケニア１人、ウル
グアイ２人、アルゼンチン１人、セルビア１人、北朝鮮１人)
・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：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
・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(韓国人)

＊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。
）
鍵代 ５０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
＊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、テレビ、冷蔵庫、ベッド、机

シャワーとトイレは共同

・費用など
＊お金はどのようにして保管していますか？
中国工商銀行の口座に預金
＊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

＊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：尿道炎 、下痢 ) □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）
北京語言大学の敷地内にある病院にて、一部の薬を除き、診察費、薬代は免除
(医療費全額免除の奨学金生であるため。学生証の提示が必須。)
＊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？
北京日本人会に加入していました。(主に図書室を利用)
・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：
国際色豊かな留学生と友達になれる
中国語を学ぶ環境が整っている
学内の施設が豊富
実習旅行がある(高級・上のクラスのみ)
教材を買う必要がない
旧ＨＳＫを受験できる
立地条件が良い、交通の便が良い
悪い面：
大学付近が国際化し過ぎていて、中国らしさに触れる機会が少ない

物価が高い
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
留学生活で、特別困難を感じたことはありません。北京語言大学は、５階建ての食堂があり、中国
料理のほかに、日本料理、韓国料理を手軽に口にすることが出来るし、校内にカフェやバー、イタリ
ア料理レストランもあるため、食事で困ることはなかったです。北京語言大学の近くには「五道口服
装市場」があり、値段交渉をして安くで衣服を購入することもできます。宿舎は一回４元で洗濯がで
き、北京の空気は乾燥しているので、洗濯ものを干しても３時間ほどで乾いてしまうこともあります。
(部屋干し)宿舎は、奨学金生の宿舎でした。他の宿舎に比べ老朽化しており、門限があるなど条件は
異なりますが、部屋に虫が出た、電球を交換してほしいなどの問題はすぐに解決されました。病気に
なった時も、医療費は一部の薬代を除き、全額免除でした。安心して日々の生活を送ることが出来ま
した。
学習面も充実しています。先生は外国人向けの中国語教育のプロなので、授業はとても分かりやす
いです。しかし、私は「普通進修生」ということで行ったからには、中国人学生と一緒に勉強が出来
ると思っていたので、
「漢語進修生」と同じような学習プログラムだったことに、始めは違和感を感じ
ました。しかし、北京での留学生活は、サークル活動やボランティア活動など、課外での活動がとて
も充実していたので、北京で一年間勉強することができたことは、これからの私の人生に良い影響を
与えてくれると思います。
・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２０日～６月２１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。
3 月末～4 月中旬、体育活動期間（毎週金曜日にスポーツイベント）
4 月末、高級クラスは南方へ 1 週間、実習旅行
5 月末～6 月初旬、留学生による文化祭（各クラスが、中国語による演劇や歌唱等を発表）
6 月末、内モンゴル・山西への旅行（大学が主催）
7 月 5 日、卒業式（成績優秀者表彰、成績表配布など）
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：なし
火：
（午前）高級漢語総合（下）
、高級漢語口語（下） （午後）中国国情
水：
（午前）熱門話題（午後）なし
木：
（午前）高級漢語口語（下）
、高級漢語総合（下） （午後）現当代文学作品賞析
金：
（午前）高級漢語総合（下） （午後）なし
＊クラス分けはどのように行われましたか？
通常は、前学期のレベルから 1 段階上がったクラスになるが、自分の希望に応じて飛び級すること
が出来る。その際、特別なテストを受ける必要はない。
＊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？

タイ（4 人）
、ロシア・日本（各 3 人）
、アメリカ・イタリア・韓国・フランス（各 2 人）、ベラルー
シ・スイス・オーストラリア・インドネシア・オランダ・ギリシャ・ブラジル（各 1 人） 計 25 人
・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。
）
私の住む 1 号楼は、寮費無料の奨学生が 2 人相部屋に住むのが基本。しかし、1 日あたり 30 元払う
ことで、2 人部屋に 1 人で住むことができる（包房）。
・費用など
＊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。）
実習旅行費用 300 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。
一時期精神的に参ってしまい、薬を処方してもらった
＊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：不安など ) □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）
海外留学保険のキャッスレスサービスが適用されたため無料。北京 VISTA 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？
北京三田会（慶応大学出身者による同窓会組織）
、昨年 9 月から参加していた
＊上記の団体で、活動やサークル等に参加していますか？
毎月一度の懇親会に参加。
・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：
・先生方は海外経験や留学生への指導経験が豊富なためか、みな寛容で、親身になって指導してく
れます。クラスは少人数のため、授業中でも気軽に質問できますし、宿題も丁寧に添削してもらえ
ます。
・今年は大学創立 50 周年記念を迎えるため、校内の緑化やグランド、道路の改修、新棟の建設等が
至る所で行われていました。9 月の来学期開始までには、全て完成するそうです。設備・環境も一層
充実するでしょう。
・各国から留学生が集まる国際色豊かな環境で、留学生による文化祭や縁日などのイベントが多く、
色々な国の人々や文化に触れることができます。
・余暇活動、特にスポーツの環境が充実しています。ジムや体育館、グラウンド、テニスコートな
どが完備されているだけでなく、午後には体育の授業が開講されています。ちなみに、隣の中国地
質大学のグラウンドではほぼ毎日、大学生や社会人などが集まってサッカーやバスケットボールな

どに興じており、誰でも気軽に参加することが出来ます。
悪い面：
特になし。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
時間の流れは速いもので、気づいてみると、1 年の留学生活も残すところあと 2、3 週間になりまし
た。
「光陰矢のごとし」とはよく言ったものだ、と感じるこの頃です。
後期は、本来の実力より数段上のクラスで勉強すれば実力も伸びるだろうと考え、思い切って最上
級のクラスを選択しました。案の定、初めて見る語彙や宿題の多さに圧倒され、ついていくのに必死
でしたが、だんだんと慣れ、まずまずの成績を収めることができました。
留学を通して、作文・読解の力が大きく伸びたと思います。特に今学期は、中国語で 2500 字程度の
レポートを 2 本、中国人の友達に添削してもらいながらですが、何とか仕上げました。
最近は、テレビのニュースを大体聞き取れるようになり、苦手だったリスニングにも自信がつきま
した。話す力も、日常生活をスムーズに送れるまでになりました。今後は、様々な話題について、中
国語で自分の考えを流暢に、論理的に話せるようになるのが目標です。
また、後期は北京市の大学サッカー大会に参加したり、文化祭の司会に挑戦したりと、積極的に課
外活動に取り組みました。相互学習や旅行を通して、中国人との付き合いも一層深まりました。勉強
以外でも色々な経験ができ、悔いのない留学生活を送れたと思います。
せっかく留学で鍛えた中国語なので、帰国してからも中国人留学生と交流する、中国語のニュース
を聴く、HSK を受験するなどして、一層磨きをかけていきたいです。
・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： 1 報刊閲読 2 報刊閲読 3 総合
火： 1

2

4 総合

5 新聞聴力

3 総合聴力 4 総合聴力

水： 1 報刊閲読 2 報刊閲読 3 総合

4 総合

5 中国文化

木： 1

2

3 総合聴力 4 総合聴力 5 語法分析

金： 1 総合

2 総合

3

4

＊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)？
変更なし
＊クラス分けはどのように行われましたか？
変更なし
＊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 10 人～25 人ほど
＊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）
中国文化の授業やＨＳＫなどテスト対策の選択科目あり

・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。
一年間通してなし
＊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

・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
今期は中級クラスに所属して中国語を学んだためクラスの授業内容はかなりハイレベルなもので
した。具体的には新聞読解や中国文化の講義などに参加しました。また、中級クラスの学生は中国
語がかなり流暢に話せる人が多いのでクラスメートとの交流も多くなり、その中でも一年を通して
仲の良い友達ができました。
最初は慣れなく、窮屈だった寮生活も一年を通してかなり慣れました。同室のパートナーは前期
と後期で変わりましたが、特に大きな問題は発生せず、快適に寮生活を送れたと思います。日本の
大学には寮が少ないですが、寮に住んでいるとすぐにクラスに行けたり、何時まで図書館で勉強し
ていてもすぐに帰れたりするのでとても環境的には良かったと思います。
今期は参加していた日本人団体で本格的に活動し、重慶や貴州の大学生との交流活動を企画した
りもしました。前期は語学を学習することに重きを置かなければなりませんでしたが、今期はある
程度語学が使えるようになったので、中国語で多くの学生と交流し、一緒に活動することができた
ことは自分にとって非常に大きな収穫だったと思います。一年間の留学では母国語並みに中国語を
流暢に話すというレベルにはとても達せませんでしたが、ある程度語学を使って活動できるように
なったことは大きな進歩であると感じました。
また今期はＨＳＫを通過するための勉強にも力をいれました。こういったテストは勿論中国語の
実力と、他にテスト形式に慣れるという作業が必要になるのである程度の時間をかけて勉強するこ
とが必要でした。最後には目標のレベルを合格することができたので、この一年間の留学の成果を
具体的な形でもだすことができたと思います。
最後に今期は休みを利用して積極的に旅行に行きました。中国はとても大きな国なので北京にい
ただけでは全体をつかむことはできないと思います。一人旅をし、夜行列車内や宿泊先でいろんな
中国人と話し、交流していくと何となく中国の文化や人々の生活が見えてくるような気がしました。
同時にここでも実用中国語を使うことができたので旅行に出るということは自分にとって一つ大き
なポイントだったと思います。

北京第二外国語学院
（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 27 日～10 月 28 日
期末考試：12 月 26 日～12 月 29 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。
9 月～万里の長城へ遠足／10 月～体育祭、文化祭／11 月～雑技鑑賞／12 月～クリスマス会
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：１限 口語／2 限 口語／3 限 リスニング／4 限 リスニング
火：１限 精読／2 限 精読／3 限 作文／4 限 作文
水：１限 口語／2 限 口語／3 限 精読／4 限 精読
木：１限 ―／2 限 ―／3 限 精読／4 限 精読
金：１限 閲読／2 限 閲読／3 限 ―／4 限 ―
＊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 8 クラス 25 人、中級班 6 クラス 25 人、上級班 1 クラス 25 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
入学時に試験が行われました。
＊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？
25 人(韓国人 19 人、日本人 4 人、シンガポール人 1 人、ポーランド人 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）
中国現当代文学、文法講座等
・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：400（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 □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。
）
500 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)？
エアコン、テレビ、電話、勉強机、洋服棚
＊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)？
ダイヤルアップ
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？

100 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）
中国農業銀行に口座を開設し、毎月月末に奨学金が振り込まれます。
＊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。）
居留許可の手続きで 600 元徴収されました。
＊お金はどのようにして保管していますか？
銀行に預金しています。
＊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)？
2000 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？
日本人会がありますが、加入はしていません。
＊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。
天客隆(スーパー)、マクドナルド、加藤屋(日本料理屋)
・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：
学校は辺鄙な場所にありますが、地下鉄やバスなどの公共の交通手段を利用すればどこへ行くのも便
利です。また日本語学科の学生が多いため、相互学習の相手が見つけやすいです。
悪い面：
留学生クラスの中で高級クラスが充実していません。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
8 月末から始まった留学生活も気が付けばもう 1 月で、
あっと言う間に前期が終了してしまいました。
来たばかりのころは右も左もわからず、この大学で生活していけるのか多少不安を感じてはいました
が、
「住めば都」と言うように、いつのまにか生活に慣れ、今では外出して帰宅するとほっとする程に
なりました。9 月上旬から授業が始まり、始まったばかりの頃は、久しぶりの学生生活に新鮮さを感じ
ていました。しかしながら、月日が経つにつれ、徐々に新鮮さはなくなり焦りが先立つようになりま
した。帰国後の生活、通訳になるという自分の夢を考えては、この 10 か月何としても中国語のレベル

を上げなければいけない、と自分に言い聞かせていました。焦っている時というのは些細なことに敏
感に反応してしまうもので、友人から言われた「発音がおかしい」という一言を気にして、発音の練
習を兼ねて何度も教科書を音読しました。今思うと、マイナスの指摘というのはとてもありがたいも
のだと感じます。指摘を受けなければ自分で間違いに気づくことはなく、いつまでも進歩できないか
らです。4 か月半という短い期間の中で、自分の間違いを指摘してくれる程仲の良い友人ができたこと
を、とても嬉しく思います。来月より後期が始まります。後期は前期以上に積極的に行動し、外へ出
て、日本では体験できない生の中国を見て、感じ、後悔のないよう一日一日を大切に生活していきた
いです。

首都師範大学
（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：10 月 26 日～10 月 28 日
期末考試：12 月 21 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。
万里の長城(八達嶺長城)への旅行(10 月)
有志の学生によるパフォーマンス大会(12 月)
・授業について
＊時間割を教えて下さい。
月：聴力 1,2 限(8:00～9:50)

精読 3,4 限(10:10～12:00)

火：精読 3,4 限(10:10～12:00) 口語 5,6 限(13:30～15:30)
水：精読 1,2 限(8:00～9:50)

閲読 3,4 限(10:10～12:00)

木：精読 1,2 限(8:00～9:50)

口語 3,4 限(10:10～12:00)

金：精読 1,2 限(8:00～9:50)

聴力 3,4 限(10:10～12:00)

＊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 A～C(計 10 クラス) 10 人
中級班 A～C(計 8 クラス) 10～15 人
高級班（１クラス）10 人
＊クラス分けはどのように行われましたか？
実力テストと面談にて暫定的に決定(8 月末)。第一週以内なら班変えも可能。
＊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？
韓国、フィリピン、タイ、インドネシア、ロシア、フランス
＊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）

中国音楽・歌曲、太極拳、書道・絵画、切り紙細工の芸術。全て無料。
・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：935（人）

日本人留学生：8（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(アメリカ、イギリス )

＊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(何の費用だったかは不明。１ヵ月後位に返金)
＊光熱費は１か月いくらかかりますか？（発生する場合）
特になし。
＊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)？
タンス(洋服用、雑貨用)、エアコン、冷蔵庫、電話、テレビ、バスタブ付きシャワー、トイレ、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)？
寮内の無線ＬＡＮ
＊１ヶ月にインターネットにかかる費用は？
毎月 160 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１日～５日の間に、特定の部屋にて現金で手渡される。初回以降は学生証が必要
＊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。）
特になし。
＊お金はどのようにして保管していますか？
寮内で盗難があったとの話はまだ聞いたことが無いものの、複数箇所に分けて保管。
＊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)？
1200 元～1400 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？
あると思うが、加入はしていない。
＊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。
徒歩 5 分圏内で行けるのは、物美，華普(スーパー)，燭光超市(コンビニ)，郎山江海,三石(日本
料理)，国美(電化製品)等。15 分位バスに乗ればイトーヨーカドーやカルフールにもある。
・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＞
・日本人が少ない。私と同時期に来たのは 5 名程度。それに対して日本語学科の中国人学生が
多いため、相互学習の機会に困らない。師範大学の生徒なので教え方も上手。
・アジア人学生が半数だが、ヨーロッパや北米からの学生も多く、国際的である。反面西アジ
アからの学生は殆どいない。
・寮がかなり清潔。ロビーから廊下、部屋までとても掃除が行き届いている。
・寮内に日本食レストランがあり、電話等で注文すれば部屋まで持って来てくれるので便利。
・寮の建物と教室棟が繋がっており、一度も外に出ないで教室に行く事が出来るため、天気が
悪い日や寝坊した時にも便利。
・食堂の料理は種類が多い。
・図書館がとても大きく、外観も良い。夜 11 時まで開館している。
・体育館の他、人工芝のサッカーコートやバスケット・テニスのコートがある。
・まだ利用した事はないが、無料のジムとプールがある。
・学校から徒歩 2 分圏内に銀行が少なくとも 4 つある。また校内・寮内に ATM がある。
＜悪い面＞
・日本語または英語を話せる教職員が少なく、入学や入寮の手続きの際は中国語でのやり取り
が求められる。もしもの場合は、留学生事務室に李先生という日本語の話せる方がいるので頼
りにするといい。
・クラスによっては生徒の人数が多い。15 人位いる事もある。
・インターネット代が割高。
・サークルや部活動はあまりない。
・最寄りの地下鉄駅までバスで 15 分程かかる。
＜備考＞
・冬休みが 12 月末から約 2 カ月もある。
・寮や教室棟は本校で無く、文系学生のキャンパスにあるため、日本から郵便物を送ってもら
う際は明確に書かないと本校に届いてしまう。

・部屋の家具はほぼ固定されているので、思い切った模様替えは出来ない。
※特に欠点らしい欠点の無い、素晴らしい環境だと思います。
・留学生活についての全体的な感想を書いてください。
最初に申し上げておきますと、私はこの 5 ヶ月間で「語学力・逞(たくま)しさ・自主性」の三点に
明確な成長を見出す事が出来ました。いずれも他国の同世代と比べて日本人が見劣りする要素だと思
いますが、それらの重要な要素をこの北京で養う事が出来たという手ごたえを感じています。何をも
ってそれを示すのか、また具体的どのような取り組みをしたかを、以下に述べて行きたいと思います。
まず、語学力の成長について。正直、到着当初は私の中国語は「自信の無い小さな声」と「曖昧な
発音」が仇となり、ほとんど通じませんでした。入学手続きにもかなり苦労しましたし、初回の授業
では皆がどのページを見ているのかわからない時もある程で、相当に焦りました。

聞き取りは回を

重ねるほど慣れていくので、直ぐに解決しましたが、肝心の会話に関しては先に挙げた課題を中々克
服できずに何度も悔しい思いをしました。
授業開始から一週間程経ったある日、このままではいけないと思い自問自答した結果、
「自分は中国
語初級者、まだ赤ちゃんの様なもんだ」とプライドを捨て、発音に自信がない単語が入った文章でも、
思い切って声を上げ、最後まで話してみる事を実践するようになりました。数え切れないほど言い間
違えもしましたが、間違いを指摘されればされるほど、発音や文法は精度を高めて行きました。
極め付けだったのが日本語学科の中国人学生との出会いでした。僕は以前から「語学は一番質問を
した人が一番伸びる」という考えを持っていたので、授業が終わった後は授業で分からなかった所や
予習の際に見つけた疑問をどんどん彼女に聞きました。もちろん授業中は先生にも聞きますが、どう
してもわからない文法や発音は彼女に日本語で聞く事も出来たので、とても理解が深まりました。
以上に述べた「思い切って話す」事、そして「日本語で中国語を教えてくれる友達を持つ」事が結
果として私の中国語を改善する大きな手助けとなり、現在では近所の中学や高校で「日本の文化」や
「日本の大学生の生活」をテーマに中国語でプレゼンテーションをする機会を頂く事もある程に成長
しました。また余談ですが、細かい事では買い物の際には日本でも出来なかった「値切り」も出来る
ようになったことは中国人と思い切って接する事が出来るようになった証拠だと思っています。
次に、逞しさについてです。日本とは文化の土台が違いますし実際数カ月住んでみると気にならな
くなるんですが、北京はやはり日本と比べるとあらゆる店での接客態度は良くないように感じますし、
北京の人は物事をはっきり言う事もあって、フラストレーションがたまる事も少なくなかったです。
ただ何か不満を感じた時には、それを主張すれば彼らは必ず耳を傾けてくれます。注文した料理が辛
すぎるならそういえば作り直してくれます。それが北京人の奥深い優しさなのです。店員だけでなく
学生や先生もそうで、こちらが主張すれば避けずに向き合ってくれます。互いに主張が譲れないで、
喧嘩になる事もありますが、お互いの機嫌を取りあう傾向のある日本ではあまり見られない、そのよ
うな「主張し合う事」が自分をある意味ふてぶてしく、そして逞しくしてくれているなと感じていま
す。
最後に自主性についてですが、これは授業のスケジュールと関係があります。私の大学では、高級
班と一部の初級班を除き、授業が午前中か午後だけという事がほとんどです。放課後にアルバイトも
サークルも無いわけですから、ほとんどの学生にとっては半日自由時間があると言うわけです。多く

の日本人大学生にとっては慣れない生活リズムになるので、自分で何をするのか計画しなければなり
ません。一日の授業時間よりも、自由時間の方が多いのですから、そこで頑張ればどんどん差がつく
と思い、授業外の時間も出来るだけ中国人の友人達と接したり、どうしても勉強する気にならなくな
った時も、中国のドラマやアニメを見て過ごしました。
また、私は日本から数冊中国語学習の参考書を持って来たので、毎日のノルマを設定しました。こ
のように自分で課題を探し、自分で強化プランを組む事を反復して行く事で、受け身にならない姿勢
を身に付ける事が出来るようになったと思います。
以上この 5 カ月での成果をこれから迎える後期に向けて最大限に生かしていきたいと思います。ま
た、今後は前期の「私と中国」の関わりを重視してきた姿勢から、「日本と中国」の関わり目を向け、
自己満足に終わらない「語学＋α」の勉強をしていきたいと思っています。

（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：閲読 精読
火：聴説 口語
水：口語 精読
木：閲読 聴説
金：精読 口語
＊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？
イタリア、フランス、アメリカ、韓国、ベルギー、ポーランド

