
【アンケート結果より（抜粋）】   
   名前（年齢）/在住地/学歴/現在のステイタス 
 
◆Why does studying Japanese in Japan mean so much to you? 
 
Zulfat（26）/china Urumqi/University/⼤学⽣ 
私の出⾝地は新疆⾃治区でウイグル族です。２０１９年１０⽉ぐらいから⾃分の仕事を辞めて⽇本語を勉
強し始め、⽇本への留学の準備を始めたんです。最初はしばらく北京の塾で勉強していたが、２０２０年
１⽉に⼿術を受けたお兄さんの⾯倒を⾒るために武漢に⾏きました。そしてコロナ禍の影響で、北京に戻
れませんでした。その後から、ずっと⾃分で⽇本語を勉強してきました。私は⽇本の⼤学院で映画を勉強
したいんです。 
私の両親はもう定年後のごく普通のサラリーマンでしたので、家族みんなで私の留学を⽀持してくれると
いうこともそんなに簡単ではありませんでした。もともとは２０２０年７⽉⽇本に⾏って年末ごろに⼤学
の受験を受けようと思っていましたが、それからほぼ⼀年間も経って２０２１年の 4 ⽉にも⾏けませんで
した。このままだと、私の⼈⽣の中でもっとも美しい段階は何の意味もなく過ごしてしまうかもしれませ
ん。ですので、⽇本に⾏って⾃分の作品を作って受験を受けることは私だけじゃなく、私の家族みんなに
とって、⼈⽣にかけることです！ 
 
罗猛(24 )/保定，中国/University/⼤学⽣ 
⽇本の⼤学院に進学し、⽇本で交通デザインという科⽬を学ぶ予定の学⽣として、⽇本での⽣活や勉強が
スムーズにできるように、⼀⽇も早く⽇本語を上達させるための勉強に励んでいます。 ⽇本語学校で⽇本
語を学べば、実際の⾔語環境に触れたり、より体系的な⽇本語の授業を受けたりすることで、話す・聞く
能⼒をより早く向上させ、より早く⽇本社会に溶け込むことができると思います。 ⽇本の⼤学院受験を成
功させて社会⼈になり、インダストリアルデザイン業界に貢献できるように。 
 
张琴（2４）/広州/中国/University/美容師 
私の国では、毎⽇⽇本⼈とコミュニケーションをとる環境がなかったので、⽇本語を練習しても海外の⼈
とコミュニケーションをとることができませんでした。 また、私は⽇本の服飾⽂化がとても好きなので、
⼿遅れになる前に触れておきたいと思っています。 授業料を払って⾃宅でオンライン授業を受けるとした
ら、国内の語学学校で学ぶのと何が違うのでしょうか。  
海外に⾏くリスクは誰もが知っていますが、それでも海外を選ぶのは、夢があるからであり、誰もが⾃分
の夢や追求をかなえられるものが海外にはあるのです。 多くの⼈が⾃分を強制的に⾃⽴した⼈間にしたい
と思っていると思いますが、海外に⾏けばあらゆる⾯で⼈を鍛えることができます。 また、夢は他⼈にと
っては何でもないものですが、⼈⽣の真ん中に置かれると、⼀⽣振り返ることができます。 
 
刘嘉琪(21)Shanghai/University/University Student 



本来あるべき場所で⾔語を学ぶことは、私にとって夢のようなことです。それに、⽇本は創造性に富み、
⼈を受け⼊れる国です。私は⻑い間、⽇本に溶け込むことを夢⾒てきました!!!! 
 
杨承鑫(23)/中国・常州市/High school/現在無職 
（5 年間シェフとして働いてきたが、⽇本への留学を理由に仕事を辞めてしまった） 
私は⽇本の⼤学に⾏く機会を悔やんで逃してしまい、若い頃に⼤きな代償を払いました。 私は平凡な⼈⽣
で終わると思っていましたが、神様は⽇本で挽回する機会を与えてくださいました。 異国の地で⾃分の夢
を実現したいと思い、すべての希望と情熱を注ぎました！」。  
両親のビジョン、祖⽗⺟の期待がすべて私に集約され、両親はもう若くはなく、祖⽗⺟はすでに年⽼いて
いて、私の将来の不確実性に私も両親も恐怖を感じていました。 彼らの期待と私の期待を再び裏切らない
ように、プレッシャーをかけていきたいと思います。  
⽇本政府が⼀⽇も早く私を⽇本に留学させてくれることを切に願っています。 私の家は私の⼼があるとこ
ろであり、私が受けた親切には⼀滴の⽔でお返しします 
 
Huiwen Zhang（22）/Kunming，China /High school/student 
2017 年の夏に初めて東京に⾜を踏み⼊れたとき、にぎやかで整然とした都市に深く惹かれ、⽇本の⽂化的
習慣についてもっと知りたいと常々思っていたことを今でも覚えています。 
⽇本の経済管理がとても有名なことは知っています。⽇本企業の経営スタイルは、従業員の組織に対する
忠誠⼼や、組織の社会に対する責任感を効果的に刺激することができます。これらの⼿段や⽅法は学ぶ価
値があると思います。 
また、⽇本の⼤学は学術的な雰囲気が強く、⾼度な専⾨知識を持っているので、留学するには最適だと思
います。⺟と何度も話し合い、最終的に⽇本への留学を決めました。 
 
Liew Yi Dun(18)/Kuala Lumpur, Malaysia/High school/student 
私にとって、⽇本はとてもパワフルで先進的な国です。若い頃は⽇本に憧れていて、アニメやドラマをよ
く⾒ています。⽇本の⽂化も好きですし、⽇本の料理はとても美味しいです。さらに、⽇本のライフスタ
イルはマレーシアよりも健康的で安全なので、私は⽇本で勉強することにしました。また、⽇本の⼤学は
世界でもトップランクの⼤学だと思います。⽇本語も好きです。⽇本語は、⽇本の⽂書を読むことで知識
を増やすのに役⽴ちますし、⼤学で学んだ知識を社会に還元できればと思っています。 
 
 
沈宁(23)/内蒙古呼和浩特 中国/Vocational school/サーバー 
⽇本は私にとって新しいプラットフォームであり、新しいことを学び、視野を広げる場所だと思います。
私は⽇本がとても好きですし、この機会は私にとって⼤きな意味を持ちます。 
 
◆How do you think that as a student in Japan that you will add benefit to Japan society? 



 
Xu Tianrun(22)/Chengdu,China/University/No job(Language school online class student) 
異なる⽂化や考えを持ち寄り、⼈々とコミュニケーションをとることで、私と⽇本をよりカラフルで国際
的なものにし、お互いに学び合う。 
 
Xiao LIU(23)/China・other/⼤学院⽣博⼠課程 
実は私は海外で卒業した医学⽣だ。⼩さい頃から⽇本のことが好きで、⽇本での⽣活に憧れていた。この
⼀⽣を⽇本で過ごしたかったのだ。多かれ少なかれ⽇本の医療の進歩の⼀環として⾃分を尽くしたかった
のだ。私は⻑年努⼒し、⽇本にある国⽴⼤学の博⼠コースに合格した。この後⽇本の皆様、それに世界の
⼈々の幸せを⽬指し、医学研究を通じて病気で苦しんでいる⼈々を救いたかったのだ。 
 
程嘉仪（19）/中国，杭州/University/学⽣ 
中国と⽇本の⼈々の交流を促進すること。 双⽅のイノベーションと⽂化的進歩を共同で刺激すること。 
 
罗猛(24)/保定，中国/University/学⽣ 
在留資格を取得し、2021 年 4 ⽉に⽇本語学校に⼊学予定の学⽣として、⽇本語学校の所定の学習時間内に
⽇本語学習を終了し、適切な語学資格を取得できると考えています。  
語学の勉強を終えた後は、⽇本の社会にうまく溶け込み、⼤学院に進学して交通デザインの研究を進めて
いきたいと考えています。  
⼤学院を卒業したら、⽇本の関連業界に就職したいと考えています。 このポジションでは、⼤学院で学ん
だことを活かして、業界の進歩や社会の福祉に貢献し、⼀般の⼈々の幸福にも貢献していきたいと考えて
います。 
 
 
Bai Gefei(18)Suzhou China/High school/Student 
今や、私たちの社会はグローバル社会です。国際的なコミュニケーションのない国は考えられません。私
や他の留学⽣が⽇本に⼊ることができれば、社会はもっと多様で多元的なものになるでしょう。 
 
Zheng Yan(24)/China/High school/会社の販売員 
留学⽣として、⽇本に豊かな⽂化交流の環境をもたらすことができる。学⽣がボランティアとして地域社
会に貢献することもできる。 
 
とう うしん(18)/中国/High school/学⽣ 
⾼校 2 年の頃、私は全国オリンピック物理競技の江蘇省 1 等賞を得ました。私は⾃分が⽇本での学問分野
で活躍できると信じています。学部と⼤学院の修業を終了した後、私は⽇本の⼤⼿企業や研究所で働きた
いと思います。少⼦⾼齢化率の⾼い⽇本社会にとって、⼈材ニーズは⾼いと思います。いざ時機が来たら、



私は特殊⼈材のビザを申請し、⽇本国内で働き続けたいと思います。 
 
王介修(Wang Jiexiu)（28）/Bengbu, China/Masters/エンジニア 
今の私の能⼒では、⽇本の社会に⼤きな利益をもたらすことは難しいと思いますが、若い学⽣はどこにい
ても無限の希望を持っていますし、私たち学⽣が皆、⽇本に⾏って勉強することができれば、現地の社会
に多少なりとも活⼒を与えることができるのではないでしょうか。 同時に、学⽣である私は、⽇本に⾏く
前に、すべてのルールを厳守し、予防接種を済ませて、現地に迷惑をかけないようにします。 
 
Xuhaijie（20）/China Yantai/High school/student 
⽇本の⾼齢化は深刻だが、私たちは社会に新鮮な⾎液を提供できる 
 
袁茂园(22)/贵州省毕节市/University/⽇本に⾏くのを待っている 
まず、将来への⼾惑いと不安。 
第⼆に、家族からの⼤きなプレッシャーが 
そして最後に、夢が⼿の届かないものになってきたと感じること。 
 
杨承鑫(23)/中国  常州市/High school 現在無職 
（5 年間シェフとして働いてきたが、⽇本への留学を理由に仕事を辞めてしまった） 
まず第⼀に、動き回らない、公共交通機関を利⽤しない、すでに深刻な流⾏を増やさない、という⽇本政
府の要請に全⾯的に従います。  
2 つ⽬は、私たちの到着が⽇本の社会や経済に何らかの助けや後押しをもたらすことです。 さらに、私た
ちは皆、若くて、素朴で、太陽のようにエネルギッシュで、⽇本のお年寄りに喜びと楽しみを与えること
ができます。  
⽇本での留学経験を活かして、私が「中⽇友好の架け橋」となり、⽇本の社会や⼈々のポジティブなエネ
ルギーを広め、両国の誤解を解き、交流を深め、中⽇共同の繁栄を実現していきたいと思います。 
 
Elroy CHENG(30)/SHANGHAI, CHINA/Masters/作曲家 
ほとんどの留学⽣が⽇本と⽇本⽂化が好きで⽇本に留学しようと決めた訳です。留学⽣の多くは卒業後国
に帰って、⽇本⽂化の最⼤の発信源ともなります。ましてや⽇本に残って⽇本に貢献しようとしている留
学⽣も沢⼭います。⼀年を通して政府の決断を⾒て、いつでもいつでも後回しにされていて、優先順位が
最後尾にある留学⽣の⾃分がまるで捨て⼦のように扱われていると感じています。本当は地震があっても
何があっても⽇本と⼀緒にいたいのに、最後尾に回されていて、今後もし何かありましたらまたほったら
かされるではないかと考えると不安です。 
 
 
◆What will it mean to you if there is another delay for students to be able to come to Japan? 



 
孟⼩元（23）/中国/University ⽇本語 bpo 
私の若くて貴重な時間を遅らせた⽇本にまたしても失望させられてしまいます。 半年や 1 年も待って⽇本
に⼊国する⼈はいないし、みんなそれぞれの計画を持っていて、私の場合は完全に崩壊してしまったし、
友⼈や家族から毎⽇のように追われ、⼼理的なプレッシャーも⼤きいので、時間をかけて適応していくと
うつ病になってしまいます。⼊国できないのであれば、別の道を選ぶことになるので、⽇本に⾏く必要は
なくなります。 
 
⽥莹(デンエイ)（24）/河南省鄭州市/University/飲⾷店アルバイト 
⼤学⼀年⽣の時、学校のあるプロジェクトで⽇本に⾏くことが決まりました。いろんな事を考えて、⽇本
に⾏くのは私にとっていいチャンスだと思いました。私はちょっと内向的で、いろいろ考えすぎてしまい
ました。でも⽇本語を勉強して⽇本のことをもっと知るにつれ、そこには救いがある気がしました。 
うちはそんな⾦持ちではないんです。親を説得するのも⼤変です。決⼼でようやく卒業して⽤意はすべて
整った時、いよいよやる気になってもっと⽇本で頑張るつもりでしたが、コロナウイルスで去年からずっ
と待つことになりました。(去年 10 ⽉の時、⽇本は⼊国が許可になったが、もう試験に間に合わないんで、
学校から感染状況がもっと穏やかになる来年の 4 ⽉に来た⽅がいいという連絡がありました。)私は選択を
誤ったのかと毎⽇毎⽇⾃分に聞きます。でも答えが得られません。やっぱり⽇本に⾏くことを諦めたくな
いんです。悔しいです。 
そうなると、仕事に就くべきか、それともいつになるかわからない渡航禁⽌令の解除を待ち続けるべきか
わからず、より困難な状況に陥ってしまいます。 
 
 
Liuzishen(23)/china xi'an/University/留学のため仕事を辞め、オンライン受講中 
家族の負担になってしまった。語学学校の授業料を払ってしまったからだ。もう後戻りはできない。家族
の負担を減らせなかった⾃分を責めています。 
 
リ エンヨウ(25)/中国 重庆/University/デザイナー 
これ以上エントリーを遅らせると、私にとっては⼈⽣の無駄遣いになってしまいます。 エントリーを待っ
ている間、私は半年間仕事をしていなかったので、急に仕事を探しに⾏って、エントリーが始まったら急
に辞めるというわけにはいきません。 
 
 
Diao jin hu(25)/ Heilongjiang, China/Vocational school/学⽣ 
留学するためには、仕事にしても経済的にしても⼤変な労⼒が必要で、仕事を辞めてから時間が経ってい
るので、⽣きていけません。 
 



JIANGZHICONG(22)/中国，桂林/University/学⽣ 
もう⼀回延⻑しても、⼤学を卒業してから 1 年以上経っているので、開場時間の不安のために無駄な時間
を過ごすことはできず、勉強計画が終わってしまうだけです。 政府が私たち学⽣のことをもっと考えてく
れることを願っています。時間計画は私たちにとって⾮常に重要で、私たちの将来と発展をほぼ決定づけ
ます。 
 
Xiao LIU(23)/China ＆Other/⼤学院⽣博⼠課程 
私は去年 10 ⽉にやっと有名な⽇本の国⽴⼤学に受かって本当に嬉しかった。本⾳を⾔うと、有名な国⽴⼤
学に受かったということより有意義な研究をすることができるのが⼀番嬉しく思う。残念ながら、去年 9
⽉に休学を取った。ゆえに在留資格が失効となった。10 ⽉に留学⽣の受け⼊れは可能だったが、私はその
時⼊国できなかった。 
今年 4 ⽉になんとか⼊国できると信じたのに、今の状態になることは想像さえできなかった。新学期が始
まっている⼀⽅、私はもう⼀度の休学をとらなければならない。休学の繰り返しは本当に残酷だ。 
私の⼈⽣にとって⼀年は短いけど、無駄に使うのは嫌だ。本当にこの世界のために何かしようと思ったの
に。ずっと苦しかった。夜もちゃんとねられなくて、苦しい。このレターを書くうちに思わずに涙⽬した。 
 
Please donʼt let me regret for my decision on choosing Japan. 
ワクチンも⼆回接種完了した。私は絶対にウイルスを持ち込まない。 
PCR 検査何度もし、⾃主隔離もきちんとやるから、どうか⼊国させてください。 
 
オウモウカン（21）/中国/University/学⽣、バイリンガルサマーキャンプの助教 
僕は七⽉に⽇本の⽇本語学校へ勉強する予定がある。しかし、コロナのせいで、僕の⽬標学校としての早
稲⽥⼤学が、七⽉から出願を始める。⼊境禁⽌が延⻑されば、早稲⽥⼤学の出願が間に合わないだろうと
思う。さらに、ほぼすべての研究科が七⽉に出願を始める。延⻑ならば、⼤変と思う。 
 
Amber Zhou(17 )Shanghai/PRC High school/None 
あまりにも時間を無駄にすると、絶望に突き落とされたような気分になり、その不安感から私のような学
⽣は⽬的を⾒失ってしまいます。 
 
张政(26 )/ShangQiu Henan China/University/フリーランス翻訳者 
⽇本で就職するために、私は既に元の会社から辞職しました。しかし⼊国できないので、収⼊もなくなり
ました。もしそのような状況が⻑い間継続すると、採⽤会社に放棄されてもおかしくないです。⾊んな意
味で⽣活でも問題になりますので、⼊国を許可して頂ければと思います。 
  
张琴(24 )/広州，中国/University/美容師 
数ヶ⽉を無駄にするということは、誰もが気分的に、海外に⾏くということは外の世界への憧れのような



もので、誰もが⾏きたいという憧れの気分と同時に、⾃分の夢を完成させたいという気分を持っているの
だと思います。  
難しい外国で⼀⼈暮らしをしていても、⼈は⼈⽣を楽しんでいると感じるだろうし、⼈はただ違う⼈⽣を
感じたいがために⽣きているわけではない。 遅れるということは、みんなの海外での時間が短くなるとい
うことであり、⼈の適応時間が短くなるということに相当するのであれば、⼈の良い時間を⼀部取り出し
て、この気分を無駄にしないようにしたいものです。 
 
Elroy CHENG(30)/SHANGHAI, CHINA/Masters/作曲家 
⼀年以上待っていた私の本当の気持ちからいいますと、「絶望」という⾔葉以外何も浮かんでこないです。
⽌めることも掴むこともできなく、戻ってこない⾭春はこのまま消えて逝きます。 
 
Wang Zijing(22)/Chengdu，China/Masters/no 
私にとってそれは、時間的コストと経済的コストの増加、そして⼼理的プレッシャーと学業的プレッシャ
ーの増加を意味します。私の家族はいつも私に⼀⽣懸命勉強するように勧めてくれましたが、この遅延が
私のプレッシャーを⾼めたことは間違いありません。 


