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第16回日中友好の声日本語中国語弁論大会
第2回日中友好の声全中国日本語弁論

グランドチャンピオン大会開催!!

北京放送東京支局長・張国清インタビュー
「日本で活躍する中国人」

ゲスト／陸佐光（横浜中華街／「大珍樓」社長）
日本社会で活躍する中国人に北京放送東京支局長
張国清さんがインタビュー。日中の新しい交流関係が
見えてくる!!

日本企業NEWS
「社会貢献」「人」「ニュース」のキーワードで
日本企業を紹介
社会貢献●（株）オムロン、（株）アサツーディ・ケイ、

三井物産（株）
人　 ● NEC（株）、（株）NTTドコモ、綜研化学（株）

ニュース● キッコーマン（株）、ヤマハ（株）
（株）オートバックスセブン、ソラン（株）

「留学情報」のチェックポイント
留学のノウハウや最新情報を網羅したサイトに留学先
でのアルバイト情報、在日中国人向けの主要メディア
までをご案内

日本の大学information
富士常葉大学、名古屋外国語大学
日本大学、神田外語大学

表紙の絵／小倉城（福岡県北九州市）
1602年、細川忠興が築城した南蛮造り
の名城。現在の天守閣は昭和34年に復
元されたもので、内部には民芸資料館
やカラクリ人形を使った出陣前夜の作
戦会議の風景、本物そっくりの大名か
ごなどがある。
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日中メディア交流を促進
中国の北京第二外国語学院、北京外国語
大学、中国国際広播電台（北京放送）、日中
青年交流中心、天津外国語学院、日本の東
方通信社などで実行委員会を組織し、北京と
天津で開催してきた「日中友好の声日本語中
国語弁論大会」も今年で第16回目を迎える。
本大会は、中国人は日本語で日本人は中
国語でスピーチするという弁論大会で、
1989年天津市で第1回大会が開催された。そ
れまで前例がなかったラジオ（天津人民広
播電台、北京放送）による公募を行い、大
きな注目を集めた。

おかげで、その優勝者は大学・大学院に
無試験で入学できたり、就職の際も優遇さ
れるといった中国で最も権威ある弁論大会
に成長した。また、本大会から巣立った弁
士たちは、日本企業へ勤めたり、研究者や
教師、アナウンサーになるなど語学を生か
した職業に就いている。
昨年は、中国初の全国大会を開催し、20
を超える大学が自校の弁論大会で優勝した
弁士を派遣してきた。日中関係がとくに冷
え込んだ年であったため、日中両マスコミ
が注目し、取材に駆けつけた。なかでも日
本のNHKは「海外ネットワーク」（2005年

10月2日）という番組で10分間にわたって報
道した。
今年は12月16日に第16回北京・天津大会
を北京第二外国語学院で、12月17日に第2回
全国大会を広播劇場（国家ラジオ映画テレ
ビ総局内）で開催する。
テーマは「私とメディア」。実行委員会の
一員として長年本大会を運営してきた北京
放送が開局65周年記念を迎える。それを記
念し「メディアの重要性と日中メディアの
交流」をテーマに弁論大会を開催すること
になった。
全国大会には昨年を超える25大学が出場
する予定。弁士たちは「私とメディア」を
テーマに、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、
インターネットの役割、自分とのかかわり
についてスピーチする。また、日本からは
神田外語大学、神戸市外国語大学、名古屋
外国語大学から弁士が特別出場し、中国語
でスピーチする。
なお審査員には、『これってホメことば？』
のシンガーとして日本で話題になっている
〝ことばおじさん〟こと梅津正樹NHKアナ
ウンサーや大江志伸・読売新聞論説委員な
ど、日本を代表するメディアが参加。また、
本大会宛てに在日中国大使館の王毅大使、
在中国日本大使館の宮本雄二大使から祝辞
をいただいている。今後ともお互いの国の
言葉や文化を理解し合う場となるように努
力していきたい。

昨年、中国初の全国大会として注目を集めた「日中友好の声日本語中国語弁
論大会」、今年は北京放送の開局65周年を記念して「私とメディア」をテー
マに、第16回目の北京・天津大会、第2回目の全国大会を開催する。中国で
最長不倒の弁論大会にまた新たな歴史が刻まれる。

第2回全国大会の会場となる広播劇場

第16回大会の会場となる北京第二外国語学院
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第16回日中友好の声日本語中国語弁論大会
日時：

会場：

論題：

●出場者：

●特別参加：

第2回日中友好の声全中国日本語弁論
グランドチャンピオン大会
日時：

会場：

論題：

●出場校

●後援

中国側

日本側

●協賛

多数の来場者で会場は満員に

北京放送局舎

●審査員

●主催



張国清　北京放送東京支局長　中華街とと
もに歩んできた大珍樓ですが、どのような
特色があるのでしょうか。
陸佐光　大珍樓社長　中華料理には広東料
理、四川料理、山東料理、上海料理などが
ありますが、大珍樓では伝統的な広東料理
を出しています。とりわけ焼き豚や魚介類
を使った料理には自信があります。また、
香港から招いた料理人による飲茶も出して
います。小皿でいろんな味を楽しめる飲茶
は、女性を中心に人気を集めています。
張　ところで、中華街は世界のいたるとこ
ろにありますが、そのなかでも横浜中華街
の特徴はどういったところなのでしょうか。
陸　たしかに中華街は世界各国にあります。
日本にも横浜市、神戸市、長崎市に三大中
華街があります。しかし、なかでも横浜中
華街は最大規模を誇っており、360店もの
中華料理店が軒を連ねています。文字通り
一大観光地になっています。それだけでは
ありません、そこには中国の生活や習慣と
いったものがあるのです。それが魅力のひ
とつになっていると思います。
張　バブル以降、日本の景気は急激に変化
してきましたが、大珍樓の景気はいかがで
すか。

陸　やはり徐々に活気がなくなっているよ
うに思います。現に客単価がピークを迎え
たのは、私が社長になって３年目のときで
5800円でした。今では3500円前後といった
ところです。
この原因は横浜中華街全体のブランドが

低下していることにあると思います。とい
うのも、最近は中華街にある料理店がつぎ
つぎと単価を下げているからです。かつて
の横浜中華街には、料理にも店にも高級感
がありました。中華街でしか食べられない
本格中華をウリにしていたからです。
張　では、どうして価格競争が激しくなっ
てしまったのでしょうか。
陸　このところ、中華街にも新華僑が経営
する店が増えはじめてきました。おそらく
全体の30㌫前後が新華僑の店になっている
と思います。旧華僑に比べて、新華僑はビ
ジネスに対して積極的ですので、時流を見
極めると、つぎつぎに料理の値下げをはじ
めたのです。そのせいか、中華街のアチコ
チで食べ放題がはじまり、ますます価格競
争に拍車がかかってきました。もちろん、
できるだけ安い価格でおいしい料理を味わ
ってもらうことは大切ですが、あまりにも
安易に価格競争に走ると、どうしても品質
を落として価格を下げる店が増えてくる。
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北京放送東京支局長・張国清インタビュー「日本で活躍する中国人」

ゲスト／陸佐光（大珍樓社長）

日本にある横浜中華街は世界の中華街のなかでも最大規模を誇っている。とはいえ、
時代の変化とともに、住民や客層の意識は変化し、全体的な売上げは減少傾向にあ
る。はたして、現在の横浜中華街はどのような状況にあるのか、そしてこれからど
のような方向に向かっていくのだろうか。横浜中華街で60年の歴史を持つ大珍樓
の陸佐光社長に聞いてみた。

張国清（ちょう・こくせい　チャン・グォチン）
1975年12月吉林大学日本語学科卒業。同年中国国際放
送局（北京放送）入社。87年10月日本上智大学新聞学
部研修。92年7月同局記者として日本勤務、96年5月同
局日本語部部長、05年5月同局東京支局長に就任

横浜中華街にはいたるところに門がある



と同時に、安ければいいというお客も増え
てくる。そうなると中華街全体のブランド
が低下してしまうわけです。とはいうもの
の、あまりにも価格競争が激しくなったた
め、大珍樓でも２年前から食べ放題をはじ
めることにしたのです。2000円のバイキン
グですが、イッ気に若い人たちが来るよう
になりました。
張　しかし、そのような価格競争がつづい
てしまうと、キリがありませんね。
陸 その通りです。そこで、私も方向転換
することを決意したのです。というのは、
旧華僑までもが食べ放題などで低価格競争
に走ってしまうと、ますます横浜中華街の
ブランドが下がってしまいます。
ですから、これまでの食べ放題は、当店
の60周年記念イベントということにして、
これからは高級志向を目指していこうと思
います。考えているのは宮廷料理です。満
漢全席なんていうことも考えています。ま
た、ビルも改装して心機一転をはかります。
現在、大珍樓の５階は和室になっているの
ですが、そこを洋間にしてVIP専用の部屋
にしたいと思っています。

住民の固い結束が
これからの課題に
張　ところで、昨年、みなとみらい線が開
通して、都心から横浜中華街へのアクセス
は向上しました。横浜中華街への経済効果
はいかがでしたか。
陸　開通してから３カ月間はビックリする
ほどお客さんが増えました。ですが、その
あとは以前とほとんど変わらない状況にな
りました。テレビなどで取り上げられると
きと同じです。そういえば、日本のお客さ
んは日中関係の動向にも左右されます。実
際に昨年、中国で反日デモが起こったとき
には、お客さんが急激に減少したんです。

張　観光客の増加を目指して、横浜市との
コラボレーションなんていうことはありま
すか。
陸　数年前に横浜市と組んで料理教室を開
いたことがあります。そのときは横浜市の
呼びかけで、50～60人もの参加者が集まり
ました。そこで、私は中華街の調理人に声
をかけて、講師になってもらったのです。
本場の中華料理を学べるということで、多
くの参加者から喜びの声をもらいました。
いつかまた開催してみたいと考えています。
張　最後に、横浜中華街での華僑同士の結
束力については、いかがでしょうか。
陸　もちろん、旧華僑と新華僑、中国派と
台湾派のような派閥があるのは事実です。
ですが、私たちの子どもの世代を見ている
と、そういった派閥に関係なく、遊んだり
しているようです。これは非常に喜ばしい
ことだと思います。だからこそ、そんな子
どもたちに中華街に対する愛情や思い入れ
を伝えていきたいと思います。そうすれば、
中華街は住民が一丸となり、ますます発展
していくはずです。
張　横浜中華街が華僑の拠点として、日本
の観光地として発展していくことを期待し
ています。本日はありがとうございました。
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横浜中華街は江戸末期から始まった

特選!! 中華街の老舗店
中華街にある中華料理店の多くは広東料理店。と
はいえ、四川料理や上海料理を楽しめる店もタップ
リある。そこで、それぞれの料理店のなかでも、老
舗と呼ばれる店をピックアップ。ふるさとの味が恋
しくなったときは、是非とも足を運んではどうだろ
うか。その他、詳しい店舗情報は横浜中華街のホー
ムページ（http://www.chinatown.or.jp/）を参考にし
ていただきたい。

◆広東料理
大珍樓　℡045-661-2075
聘珍樓横濱本店　℡045-681-3001 

◆山東料理
山東　℡045-212-1198

◆四川料理　
重慶飯店本館　℡045-641-8288

◆上海料理
四五六菜館本館　℡0120-787-456
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中国では、日本企業に対するイメージはどのようなものだろうか。

「組織的」「カタイ」「規則が厳しい」といったイメージも強いかもし

れない。そこで、日本企業のさまざまな姿を知ってもらえるよう「社

会貢献活動」「日本で活躍するビジネスマン」「中国ビジネスニュー

ス」といった3つのテーマで紹介したい。

中国における日本企業の主な社会貢献活動
日本企業は90年代から、社会的活動の発展、促進を目的とした「社会貢献活動」を積極的

に展開するようになった。主に「寄付」「メセナ（自主プログラム）」「ボランティア支援」の3種
類に分かれる。
メセナは、主に芸術文化や教育、スポーツ支援などを指す。マラソン大会や囲碁大会、そ

して「日中友好の声日本語中国語弁論大会」への支援もこれにあたる。「ボランティア支援」
とはボランティア団体などの活動を資金やノウハウで支援することを指す。
こうした社会貢献活動は中国でも展開されており、200件以上の事業が行われてきた。内

容も植林事業から奨学金提供にいたるまでさまざまだ。

企業名
NEC
オムロン
イトーヨーカドー
大日本印刷
NTTドコモ
帝人
新日本石油
三洋電機
ANA
アサツーディ・ケイ

活動名称
NEC杯囲碁大会
教育基金
日本語教育支援
文物出版社デジタルセンターの設立
実習生制度
献血活動
中国人留学生へ奨学金提供
学費支援
プロ野球チーム「北京タイガース」へのサポート
東京大学　ADK中国育英基金

活動時期
1994年～2005年
1996年～2000年
1998年～
2000年～
2002年～
2003年～2005年
2004年～
2004年～
2004年、2005年
2006年4月～10年

■中国における日本企業の主な社会貢献活動

日本最大の電気街、秋葉原
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自動改札機やATMなど独創的なアイデア製品をつくりつづけるオ
ムロンでは、社会貢献活動を重視している。その一部を紹介した
い。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1930年、立石一真氏により設立。かつて京都の御室（おむろ）に本社を置いており、それがオ
ムロンという社名の由来になった。自動改札機や体脂肪計など他社にない製品づくりが得意。
現在は、日本の若者に人気の歌手でSMAPの香取慎吾が、健康機器の
イメージキャラクターを務めている。

オムロン株式会社
〒600-8530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL 075-344-7000
http://www.omron.com.cn（中文）
http://www.omron.co.jp（日文）

日本で販売されている
同社の体脂肪計

中国でも医療や環境などを重視した社会貢献活動を実施

オムロン上海の外観

前頁で紹介したように、中国で社会貢献活動を展開している日本企業
は数多い。貢献活動の規模が大きい企業になると、「社会貢献推進部」
「社会貢献事業部」といった部署を特別に設置して展開するところも。
各企業の取り組みを紹介したい。
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広告代理店のアサツーディ・ケイ（ADK）では、広告関連業務の
ほか、スポーツや芸能イベントなどを企画・運営・協力して中国で
の存在感を高めている。今回は開催されたばかりの東レ上海国際マ
ラソンを紹介したい。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1999年、歴史ある広告会社の旭通信社と第一企画が
合併し、アサツーディ・ケイとして発足。日本で業
界第3位の広告会社として活躍している。テレビ、
ラジオ雑誌などの媒体扱い、および総合広告業務を
扱う。日本の広告会社のなかで、先陣を切って中国
に進出したことでも知られている。

株式会社アサツーディ・ケイ
〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1
TEL 03-3547-2111
http://www.adk.jp/

アサツーディ・ケイの
ホームページ

沿道からの声援を背に上海の通りを駆け抜けるランナーたち

今回も世界各国から大勢のランナーたちが上海に集った

◆男子フルマラソン順位表
1位ポールコリル（KEN）02:15:25
2位ジョナサンキップコセゲイ（KEN）02:12:25
3位 バーサミンヤランゴラ（KEN）02:15:29
◆女子フルマラソン順位表
1位張新（北京）02:32:07
2位 弘山晴美（JPN）02:32:33
3位 朱　　（石化学院）02:32:44
◆男子ハーフマラソン順位表
1位楊楽（内蒙古）01:06:38
2位 王川（上海体院）01:06:52
3位 朱凱（上海普陀）01:07:00
◆女子ハーフマラソン順位表
1位野口みずき（JPN）01:09:03
2位 高　美（七宝中学）01:16:24
3位 王　明（上海）01:16:33
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三井物産は「国際交流」、「教育」、
「環境」を社会貢献活動の重点領域
とし、当社の社会における存在意義
や本業との関わりをより強く意識し
た当社らしい社会貢献活動を目指し
ております。

中国においては、1980年代の初期か
ら本日に至るまで、この地域の変化と
ニーズを常に考えながら、「対外経済貿
易大学三井講座」、「大連マラソン」、
「SARS退治義援金」、「オリンピック公
園植林」、「健康列車」、「復旦大学三井
冠講座」、「日本語弁論大会」、「北京大
学三井冠講座」等々、さまざまな社会
貢献活動を行ってきました。今後もそ
の内容を社内外へ積極的に情報を発信
し、そのフィードバックを受けて継続
的な活動内容の改善を図って行くつも
りです。

◆健康列車
1997年7月、香港の本土復帰を記念

して運行開始し
た移動眼科病院
に当社は2005年
からその運行費
用の一部を支援
しております。
この移動病院は
中国貧困地区の
白内障患者に無
償で治療と手術
を行い、運行以
来8年間で6万人
の視力を回復さ
せるという実績

を上げております。

◆復旦大学三井冠講座
日本社会・文化への理解を深め、日

中友好の更なる発展と交流拡大に貢献
することを目的として、同大学に2005
年度から3年間継続する講座を設置致し
ました。同講座は復旦大学の日本語学
科の三年生向けに、正規の授業として
半年間開催するもので、「日本社会と文
化」をテーマとした初年度の講座は学
生からも好評を博しました。
また1998年頃より2003年頃迄、毎年
当社駐在員から提供された書籍を中心
に日本語書籍を復旦大学の日本研究セ
ンターに寄贈していました。総数は
1,000冊以上に上っており、同センター

図書館内に三井文庫が設けられており
ます。

◆北京大学三井冠講座
2006年、三井物産は北京大学の在籍
学生（EMBA, MBA, EDPコース）や同
コースの卒業生、企業関係者を対象に
三井冠講座を設置しました。今後地球
規模でより一層重要な役割を担ってい
く中国の人材育成にわずかなりとも役
に立ちたいとの想いで立ち上げたもの
です。講座名を「北京大学三井創新論
壇」（日本語名：「三井創造・革新フォ
ーラム」）とし、2006年～2015年の10
年間、年に6～8回の講座を開催します。
同年3月の初回講座には当社槍田社長が
講師として登壇し、今後も、講師に世
界のトップクラス企業のCEOや中国総
代表及び日中の著名な学者を招聘し、
質の高い講座を長期的に開催、継続し
ていく予定です。この講座が、「人材育
成」という
国境を越え
た重要なテ
ーマを通じ
て、息の長
い民間交流
になるよう
努めていき
ます。

当社は、マーケティング、金融、物流、リスクマネジメントなどの高度な機能を組み合わせた総合
的なソリューションを世界中のお客さまに提供している総合商社。 これら機能の発揮により、国
内外の有力顧客と強い関係を構築し、各事業領域・地域で深い知見を蓄積し、こうした高付加価値
機能、顧客基盤、知見を基に、バリューチェーンを創出・最適化する総合力を発揮している。

日本の大企業が集積する大手町にある
本社ビル

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1
TEL+81-3-3285-1111 http://www.mitsui.co.jp
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NECは中国でIT・ネットワークソリューション事業と半導体ソリュ
ーション事業を展開する。日本を代表するIT企業で働く仲平惜青さ
んにどんな仕事をしているか聞いた。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1899年に設立した日本を代表するIT企業。中国との関係は古く、過去30年
以上にわたり中国において電話局用交換機のほか、最先端の光通信システ
ム、マイクロ波通信システム、放送システム、企業通信システムなどを納
入して中国通信・放送インフラ構築に寄与するとともに、現地生産など
により最先端の技術移転を積極的に行ってきた。経営の現地化も積極的
にすすめており、NEC中国、NEC通信、NEC中国研究院などではトップ
以下、多くの中国人が働いている。

日本電気株式会社（NEC）
〒108-8001 東京都港区芝5-7-1
TEL +81-3-3454-1111
http://www.nec.com.cn/（中文）http://www.nec.co.jp/（日文）

仲平 惜青さん（45）
（なかひら・せきはる／
ヂョンピン・シーチン）
北京市出身

NEC（日本電気株式会社）
中国事業推進部 海外キャリ
ア営業本部マネージャー

NEC本社ビル

中国の人材は同社にとって貴重な存在となっている

このコーナーでは日本の大学（院）や専門学校を卒業し、日本企業で
活躍する中国人ビジネスマンたちを紹介したい。中国では「日本企業
は厳しい」というイメージが定着しているが、実際に働いている先輩
たちの声を参考にしてみてほしい。イキイキと働く姿が見えるはずだ。
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中国での携帯電話の普及率は30㌫超、加入者は4億人を越える。ま
さに、国際的な巨大市場だ。こうしたなか、日本最大手の携帯電話
キャリアであるNTTドコモは中国でのビジネスを強化している。国
際ビジネス部に所属する江唯清さんは、その最先端でグローバルな
活躍をしている。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

親会社のNTTは、日本を代表する電話・通信企業。そのNTTが 1991年に設立したNTT移動通
信企画（株）が前身。主に携帯電話、PHSの各種サービスを手がける。移動体通信の日本国内
シェアは約55㌫、グループ連結売上高は約4兆7660億円（06年3月期）。マルチメディア化、ユビ
キタス化、グローバル化の3つの戦略を推進しているほか、放送、クレジットカード、広告と
いった非通信分野への進出も強化している。近年はアジア地域を中心とした海外の通信会社と
の提携・出資に力を入れている。

株式会社NTTドコモ
〒100-6150 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
TEL +81-3-5156-1111
http://www.nttdocomo.com.cn（中文）
http://www.nttdocomo.co.jp（日文）
http://www.nttdocomo.com（英文）

江 唯清さん（33）
（こう・ゆいせい／
チャン・ウェイチン）
江蘇省蘇州市出身

株式会社
NTTドコモ
国際ビジネス部

北京事務所が入居
しているビル

人気CMキャラク
ター「ドコモダケ」
を抱いて、笑顔の
江さん
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粘着剤の生産でトップシェアを誇る綜研化学は、熱意があればいろ
んな意見を取り入れてくれる。中国人ビジネスマンにとってもチャ
ンスの多い企業だ。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1948年創業。主要製品は粘着剤、微粉体、機能材、加工製品など。なかでも、電子情報分野に
特化した粘着剤、微粉体製品が主力。とくに液晶表示装置向けの粘着剤ではトップシェアを誇
っている。2001年には、新興企業向け市場であるジャスダック証券取引所へ上場。2006年には
経済誌「週刊ダイヤモンド」の「高い利益成長を続ける「十年後の大企業」ランキング」の70
位にあげられる。中国では、綜研化学（蘇州）、寧波綜研化学などを展開。

綜研化学株式会社
〒171-8531 東京都豊島区高田3-29-5
TEL +81-3-3983-3171
E-Mail：yanzi@soken-ce.co.jp
http://www.ningbo-soken.com（中文）
http://www.soken-ce.co.jp（日文）

張 艶さん（31）
（ちょう・えん／
チャン・イェン）
遼寧省瀋陽市出身

綜研化学株式会社
営業統括室企画担当

学習に励む寧波工場のスタッフ

綜研化学が生産した粘着テープ
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醤油の代名詞的存在であるキッコーマンが、対中戦略を展開中だ。
地元企業が圧倒的に有利ななか、日本料理ブームなどをバネにして
浸透をはかろうとしている。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1917年創業。醤油をはじめとした調味料などの製造・販売を行っている。主力の醤油は世界100
カ国以上で販売を展開。また、醤油以外にもデルモンテ・ブランドのトマト加工品・果汁飲料
などの製造販売や高品質ワインづくりなどにも着手。キッコーマンは総合食品メーカーとして、
「食」のあたらしい世界を広げている。

キッコーマン株式会社
昆山統万微生物科技有限公司（中国での問い合わせ先）
中国江蘇省昆山市経済技術開発区青陽南路301号
TEL 512-5770-6146
http://www.kikkoman.co.jp/ 中国で使用されている

キッコーマンのロゴ

キッコーマンが中国で展開している広告

中国で販売しているキッコーマン醤油

巨大市場として魅力的な中国。新工場の設立、新製品の開発、産学連
携など、日本企業による精力的な事業展開をはかっている。競争が激
化するなか、得意のモノづくり、サービス精神で奮闘する日本企業最
前線ビジネスを取材してみた。
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日本が誇る世界ブランド「YAMAHA」は、中国でも着実に浸透し
てきている。販売網の拡充、ピアノ・管楽器の技術者の養成や
「ヤマハ音楽教室」の展開を通して、楽器需要の一層の拡大を目
指す。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

創業1887年、設立1897年と長い歴史を誇る楽器・半導体・スポーツ用品・自動車部品メーカー。
楽器事業は世界トップで、ヤマハブランドは世界でも知名度が高い。電子楽器の製造において
も高い技術力を持っている。1956年から開始した「ヤマハ音楽教室」は世界
40数ヶ国で展開し、世界で70万人、日本国内53万人が学んでいる。

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1
TEL 053-460-2141
http://www.yamaha.com.cn（中文）
http://www.yamaha.co.jp/（日文）

高級感あるヤマハの
ピアノ

天津ヤマハ電子楽器

ヤマハのポータブルキーボード



18

中国では自動車が急激に普及したことで、カー用品市場も急
成長している。日本の最大手であるオートバックスセブンも
ついに中国に進出。本格的なカーライフサービスが始まった。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1947年創業。カー用品の販売、取り付け、店舗展開を
手掛ける。中国では現在、上海苹庄店、廈門金尚店、北
京太陽宮店、杭州石祥店、鄭州万通広場店の5店舗を展
開。中国市場に受け入れられるため、日本製品、海外
輸入品、中国製品をバランスよく取り揃え、適正価格
で提供している。

株式会社オートバックスセブン
〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 
TEL 03-6219-8728
http://www.autobacs.cn（中文）
http://www.autobacs.co.jp（日文）

廈門金尚店の外観

上海汽車生活展セレモニーの様子

北京店内に並んだ
カー用品

上海汽車生活展に出展した同社ブース
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中国でもデジタル関連の職業が注目されてきている。ソランのグル
ープ会社「天津索浪」が手掛けるデジタルクリエイターを養成する
「索南数字」は、まさに時機を得たプロジェクトといえる。

会
社
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

天津索浪数字軟件技術有限公司（以下「天津索浪」）は2006年5月に天津にて設立。天津市政府から
多大な支持を受けつつ、世界でもトップレベルにある日本のデジタルメディア技術と教育方法を導
入し、南開―索浪数字媒体学院との協力のもと、中国のデジタルメディア産業が必要とする高級人
材の育成を行う。また同時に技術研究開発、デジタルメディアコンテンツ製作等を手がけ、中国の
デジタルメディア教育、デジタルメディア産業の発展に尽力している。

天津索浪数字軟件技術有限公司
天津市高科技産業園区海泰発展六道6号　海泰緑色産業基地G座8F
TEL 022-85689271
ソラン株式会社
〒108-8368 東京都港区三田3-11-24
TEL +81-3-5427-5555
http://www.suonan.com/（中文） http://www.sorun.co.jp/（日文）

先端の技術を教育する索南数字

南開大学は故・周恩来総理の母校としても有名



留学の方法には、大きく３通りがある。
①日本にある日本語学校で日本語を学習し
た後、大学や専門学校に入学する方法。②
来日して大学や専門学校を受験し、合格し
てから入学する方法。③海外で受験し、入
学許可を得てから来日する方法だ。
それにしても、日本語学校に入学する際
には、高卒以上の学歴（12年以上）が必要
で、日本語能力試験4級以上に相当する日
本語レベルが必要になる。また、大学（学
部）の場合は高卒以上の学歴と日本語能力
試験2級以上に相当する日本語レベルが必
要。大学院の場合は、学部卒（16年）ある
いはそれに相当する能力があり、日本語能
力試験2級以上に相当する日本語レベルが

必要になる。
ところで、①の方法について、日本政府
は「中国政府が日本語学校に入学を希望す
る生徒に対して、認証書を発行する」と発
表。すでに日本にある383校の日本語学校
のうち、361校が登録済みだ。認証書には
高校卒業統一試験の成績、合格証明、大学
入学統一試験の成績の3種類があり、氏名
や生年月日とともに、教科ごとの点数が記
載されることになっている。審査基準がや
や高くなったのが特徴だ。
以下、①と②におけるメリット、デメリ
ットをあげてみたので、参考にしていただ
きたい。

留学のスタイルを検証しておこう
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・中国で日本語を学習す　　

るより、日本の日本語　　

学校でシッカリと学べ　

る。
・日本語学校にいる間に
日本の生活に慣れるこ
とができる。
・日本に居ながら進学先
を探すことができる。

・学費と生活費をあわせ
た留学費用が高くなる。
・日本語学校のなかには、
経営状態が不安定なと
ころがある。
・日本語学校の学習期間
（2年間）内に進学できな
い場合は、帰国するこ
とになる。

・①よりも留学費用がか
からない。
・試験に失敗しても、母
国でつぎのチャンスを
ネラうことができる。
・在留期間（90日間）内
に入学手続きまで終了
すれば、在留資格を
「留学」に変更すること
ができる。

・母国で十分な日本語能
力を身につけておかな
くてはならない。
・出願手続きなどに手間
がかかってしまう。

http://www.jasso.go.jp/
留学生を受け入れる大学や日
本語教育機関の紹介、奨学金
情報、日本での生活に役立つ
情報を閲覧できる。（簡体中
文表示あり）

〈問い合わせ〉
独立行政法人日本学生支援機
構　留学情報センター（留学
情報普及室）
東京都江東区青海2-79
TEL+81-3-5520-6111

http://www.jpss.jp/
留学に関するノウハウ、留学
についての最新情報を満載。
学校データベースや奨学金デ
ータベースなどを利用すると
いい。
（簡体中文表示あり）

〈問い合わせ〉
財団法人アジア学生文化協会
東京都文京区本駒込2-12-13
TEL+81-3-3946-4121

先端技術の習得、異文化との接触など日
本留学には魅力がタップリ。しかし、「留
学するのは手続きが大変そう」「日本で
の生活に不安を感じる」という人も多い
はず。そこで、ここでは留学の手続きと
日本での生活のポイントをレクチャーした
い。日本留学を少しでも身近に感じてい
ただきたい。
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日本は物価の高い国といわれているが、
留学した際には、どれくらいの生活費がか
かるのだろうか。日本学生支援機構が行っ
た調査によれば、日本で暮らす留学生の１
カ月の生活費（学費を含む）は、平均で13
万6000円。2年間の留学を考えた場合、最
低でも約300万円の学費・生活費が必要に
なる。
となると、アルバイトをして学費・生活
費を稼ぐ必要が生じてくる。日本語でひと
通りの日常会話さえできれば、アルバイト
をするのはそう難しくない。
ならば、アルバイトをするにはどうした
らいいか。まず、在籍校の許可を得て、法
務省入国管理局に「資格外活動許可」を申
請し、認定を受ける必要がある。これは本
人が直接、入国管理局で手続きを行うか、
大学の所属学部・研究科を経由し、申請・
取得することができる。この認定がないと
アルバイトをすることはできない、要注意
だ。
つぎに自分がしたい仕事を選ぼう。留学
生のアルバイト先で一番多い職種は、レス
トランや居酒屋、ファーストフードなどの
飲食業。時給は800～1000円が相場だ。語

学力に自信があれば、翻訳の仕事で時給
1200円以上を得ることも可能だ。
具体的にアルバイトをしたい場合は、大
学内の学生課や学内掲示板、あるいは公共
職業安定所（ハローワーク）などで探して
みることだ。ほかにも店頭に貼られた募集
広告を見たり、友人からの口コミや紹介な
どで探すこともできる。駅やコンビニ店頭
などで配布されている無料のアルバイト情
報誌や新聞の求人欄でも探すことができ
る。
また、求人情報提供の大手企業である株
式会社リクルートの在日海外留学生向けの
求人情報ネットサービス「フロム・エー
ナビ（fromA navi）留学生版（関東）」をチ
ェックしてみるのもいいだろう。
しかし、アルバイトができる時間数には
制限がある。留学生（大学・短大・専修学
校の学生）の場合は１週28時間以内、長期
休業中1日8時間以内。留学生（研究生）の
場合は1週14時間以内、長期休業期間中1日
8時間以内。就学の場合は1日4時間以内と
なっている。このあたりにも気を付けてい
ただきたい。

留学中にアルバイトをしてみよう

http://froma.yahoo.co.jp/
アルバイト情報は関東地方限
定。職種や場所を指定して探
せるほか、履歴書の書き方や
面接の受け方、先輩留学生の
バイト体験談なども掲載して
いる。（簡体中文表示あり）

http://www.tfemploy.go.jp/
正社員・アルバイトとも求人
情報の掲載がある。情報サー
ビス業が5割を占め、中国か
らの留学生の利用が圧倒的に
多いのが特徴だ。
（簡体中文表示あり）

日本に留学してみたくなったら、まず連絡してみることだ
都市名

北　京

長　春
成　都

大　連

広　州
香　港
済　南

上　海

瀋　陽

電話番号
+86-10-6532-2361
+86-10-8230-1006
+86-10-6460-8622
+86-431-451-6282
+86-28-540-5426
+86-411-370-4077
+86-411-280-1220
+86-20-8356-8066
+852-2522-1185
+86-531-61-1164
+86-21-6219-5917
+86-21-6531-7304
+86-21-6445-5004
+86-24-2322-7490

機関名
在中華人民共和国日本国大使館広報文化部
中国留学服務中心国際合作処
日中青年交流中心
東北師範大学中国赴日本国留学生予備学校
四川大学出国留学人員培訓部
在瀋陽日本国総領事館在大連出張駐在官事務所
大連外国語学院出国留学予備人員培訓部外事處
国家教育部留学服務中心広州分中心
香港留日学友会
山東省図書館
在上海日本国総領事館広報文化部
国家教育部出国人員上海集訓部
上海図書館国際交流処
在瀋陽日本国総領事広報文化室
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日本で生活してみると、在日中国人、留
学生向けのメディアが意外に多いことに驚
くはずだ。
なかでも新聞・雑誌等は発行数も多く、

中国語（簡体字が多い）で書かれた中国の
経済ニュースから、芸能・スポーツ記事に
いたるまで、幅広いジャンルの最新情報に
触れることができる。それぞれ日本文化の
研究や連載小説、在日著名中国人へのイン
タビュー記事など、独自の企画・取材によ
る特集ページに特色があるので、読み比べ
てみるのも面白い。いずれも価格は１冊

300円前後だが、ほかにもフリーペーパー
（無料）で発行されている情報誌もある。
一方、中国語で放送されるテレビは、今
のところCS衛星放送しかない。「CCTV大
富」「TVB大富」「楽楽チャイナ」「チャン
ネル中国」の4つで、いずれも〈スカイパ
ーフェクTV!〉内のチャンネルだ。視聴料
は「CCTV大富」が月額1890円、「楽楽チャ
イナ」は月額1974円（スカイパーフェク
TV!の月額料金は別）。日本のドラマや歌番
組もいいが、やっぱり母国の娯楽番組が一
番！という人にオススメだ。

中国語メディアもイッパイある

24時間中国語専門放送。
CCTV大富はCCTV中国中央
電視台の番組を、TVB大富
はTVB香港電視広播有限公
司の人気番組を放送。
http://www.cctvdf.com/j/

北京語のCS衛星放送。香
港「鳳凰衛視」を中心に、
「AZIOAZIA」の娯楽番組を
放送。ドラマや音楽番組な
どバラエティに富む編成
http://www.rakuraku.co.jp/

中国で最大規模と影響力
を有する衛星テレビ機構
「上海メディアグループ
（ＳＭＧ）」が中国情報を
リアルタイムで放送。
http://www.stv-japan.jp/

日 本語放送（中波
1044kHz）は夜8時～深
夜1時オンエアで、最
新ニュースや中国語講
座などの番組がある。
http://japanese.cri.cn/

発行：㈱東方インターナショ
ナル
週１回発行。中国本土からの現
地レポートほか幅広い情報をも
ち日本人読者も多い。

発行：メディアチャイナ㈱
月２回発行。内外の中国
人に関するニュース、生
活情報のほか、留学生の
ための進学情報、就職情
報などもある。

発行：㈱日本新華僑通信社
03-3980-6635
1999年創刊。28ページ、
月３回発行。独自の特集記
事を掲載。
http://www.jnocnews.com/

発行：㈱日中通信社
月２回発行の中国語雑誌。日中の政治、
経済、文化、芸能情報、連載小説など
多彩な紙面。日本人の購読も多い。
http://www.long-net.com/

発行：㈱日中新聞社
週刊のブランケット版紙。中国語
版と日本語版とがある。経済・ビ
ジネス分野の記事に特色があり、
在中日本企業の動向なども掲載。
http://www4.kiwi-us.com/̃nicchuu/

発行：星通
月刊のフリーペーパー。52ページ・オ
ールカラー。在日中国人が興味ある特
集や在日生活での情報交換のコーナー
がある。
http://www.seitsu.net/

発行：㈱アジアヒューマンキャピ
タル
06年1月に創刊の、日本在住の中
国人向けに特化した情報誌。東京
近郊の学校、飲食店等で無料配布。
http://www.asiahc-friend.net/

発行：㈱スペースアルク
「多文化共生マガジン」と銘打った、日
本での生活を楽しくするコンテンツを満
載した在日外国人向け生活情報誌。サイ
トでも閲覧可能で、基本的に日本語表記
だが一部は中国語を含む多言語対応。
http://jlife.alc.co.jp/magazine/
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留学生の受け入れに積極的な
日本の大学・大学院

日本に留学する中国人は約7万7000人（04年度調べ）。文部科学省
の統計によれば、日本の大学や研究機関に在籍する博士課程専攻
の中国人留学生は、国別で最多となる約4400人に達する。日本の
企業や経済社会の仕組みに関心を持った中国人の若者が続々と入
学しているのだ。こうした動きに応じて、大学側でも積極的に中
国人留学生を受け入れている。そこで、留学生の受け入れに積極
的な日本の大学（院）をまとめてみた。

学校名
☆大学 立命館アジア太平洋大学

城西国際大学
大阪産業大学
流通経済大学
拓殖大学
日本大学
国士舘大学
東京国際大学
早稲田大学
上武大学

☆大学院 東京大学
京都大学
早稲田大学
筑波大学
名古屋大学
九州大学
東北大学
神戸大学
大阪大学
東京工業大学

受け入れ人数
1623人
1032人
1007人
975人
968人
817人
781人
761人
760人
690人
1799人
1011人
1009人
952人
948人
865人
863人
796人
733人
658人

HP
http://www.apu.ac.jp/home/
http://www.jiu.ac.jp/
http://www.osaka-sandai.ac.jp/
http://www.rku.ac.jp/
http://www.takushoku-u.ac.jp/
http://www.nihon-u.ac.jp/
http://www.kokushikan.ac.jp/
http://www.tiu.ac.jp/
http://www.waseda.jp/top/
http://www.jobu.ac.jp/
http://www.u-tokyo.ac.jp/
http://www.kyoto-u.ac.jp/
http://www.waseda.jp/top/
http://www.tsukuba.ac.jp/
http://www.nagoya-u.ac.jp/
http://www.kyushu-u.ac.jp/
http://www.tohoku.ac.jp/
http://www.kobe-u.ac.jp/
http://www.osaka-u.ac.jp/
http://www.titech.ac.jp/



―大学ではどのような勉強をしているので
すか。

游　

―日本語の授業と日本での生活については
いかがですか。

游　

―游さんは静岡県の親善大使も務めていま
すが、どういったことをしているのですか。

游　

―卒業後の進路はどうするつもりですか。
游　

富士常葉大学は中国の天津外国語
学院と提携し、多数の中国人留学
生を受け入れている。経営・マー
ケティングコースで大学院を目指
す　　 さんもそんな中国留学生の
ひとり。「日中友好の架け橋になり
たい」という游さんにズームイン!!

24

（ゆう・せい／ヨウ・チン）さん（21）

海南省海口市出身

富士常葉大学総合経営学部3年

学
校
デ
ー
タ

富士常葉大学
天津外国語学院と＜2+2＞の編入学制を実施。天津外国語学院で日本語を2年間修学した後、富士
常葉大学の3年に編入し、編入学部の学位を修得すれば学士が授与される。さらに日本で取得した
単位は天津外国語学院でも認められるため、帰国後に天津外国語学院が所定した卒論テーマで論文
を作成・提出すれば、同学院を卒業できここでも学士が授与される。
〒417-0801 静岡県富士市大渕325 TEL ＋81-545-36-1133
Ｅ-mail：office@uji-tokoha-u.ac.jp http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp

担当教授の中原龍耀氏と談笑する游さん

JR新富士駅 
JR Shin FUji station

JR富士駅 
JR FUji station

富士山 
Mt. FUji

JR東海道新幹線 
JR Tokaido Shinkansen

東名高速道路 
Tomei Expressway

至 東京 for Tokyo至 静岡 for Shizuoka

JR東海道線 
JR Tokaido Line

富士I.C 
Fuji interchange

富士常葉大学 
Fuji-Tokoha univ.
富士常葉大学 
Fuji-Tokoha univ.

静岡県富士市 
Shizuoka Prefecture 
Fuji City

■アクセス 
（シャトルバスを利用した場合） 
JR「富士駅」南口から大学ま
で約20分。東海道新幹線「新
富士駅」北口から大学前まで
約25分（片道100円） 



〒470-0197  愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL +81-561-74-1111 
http://www.nufs.ac.jp/名古屋外国語大学

「新しい世界の構造を見据えた教育交流が重要」と考える
名古屋外国語大学では、日本語学科においても経験豊富な教授陣を揃え
実践的な語学教育の充実を図るとともに、水谷修学長が
中国・西安で開催された日本語弁論大会において審査委員長を務めるなど、
「金蘭の交」の精神で、中国と日本の交流推進に
取り組んでいます。



神田外語大学がある街、幕張。
ここは世界に名立たる企業のインテリジェントビルが立ち並ぶ新都心であり、
内外の情報が飛び交う先端的な情報発信地です。
まさに、「世界が見える場所」であり、みなさんに、
将来の夢を実現するために必要な、
スピリッツやチャンスを与える地でもあります。

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1
TEL+81-43-273-2826 http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

〒651-2187 神戸市西区学園東町9-1
TEL+81- 78-794-8121
http://www.kobe-cufs.ac.jp/china_index.html（中文）
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ようこそ、JAPAN

HPで体験するニッポンガイド

http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
中国における日本の文化事業、最新の日中関連の政治、
経済ニュースなどを掲載。留学生コーナーでは、日本
への留学の状況、日本の外務省のホームページ「日本
留学総合ガイド」の案内。中国人学生のための日本留
学相談Q&A、日本学生支援機構による留学情報の案
内などを見ることができる。

http://www.chinacenter.jp/
国際交流基金が設立した日中交流を促進するための機
関。訪日経験のない中国の高校生の留学を受け入れた
り、在日中国人留学生や在華日本人留学生、在留邦人
など日中間の架け橋となる人々を支援する。日中両国
の若者・市民がたがいに書き込み可能な掲示板を設置
している。

http://www.vjc.jp/
外国人観光客の来日を促進するビジット・ジャパン・
キャンペーンのホームページ。キャンペーンの説明の
ほか、日本と世界各国との交流や企業による国際交流
のニュースが掲載されている。中国との交流事業も多
数掲載されており、最新の交流事業を知ることができ
る。

http://www.ndl.go.jp/
東京都にある国立国会図書館のホームページ。ここに
は日本のあらゆる発行物が揃っており、自由に閲覧す
ることができる。過去の雑誌・新聞資料なども保管さ
れているので、資料収集には最適だ。ホームページに
は検索機能が付いており、閲覧したい資料を事前にチ
ェックすることができる。


