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日本での思い出 

  私は北京連合大学旅遊学院から来ました、歩建麗といいます。今は高知県立大学文化

学部の留学生です。日本に留学に来て、もう九ヶ月ぐらいになりました。この九ヶ月でい

ろんな日本文化を体験しました。例えば、食文化や祭りの文化などです。 

  初めて日本に来た時、本当に周りのことに非常に好奇心を持っていました。今でも、

その時を思い出すと、心はわくわくします。四月に高知に来て、高知県立大学の学生は高

知城まで案内してくれました。その時はちょうど花見の時期だったので、高知城に行って、

美味しい弁当を食べながら、美しい桜を見ました。私初めて桜を見たんです。非常にきれ

いだったです。その日は満喫しました。そして、歓迎会の時は、高知県立大学の先生たち

と学生たちと一緒に居酒屋さんに行きました。その時、日本の食文化に接しました。初め

て刺身や寿司を食べました。美味しかったが、残念ながら私はあまり食べられませんでし

た。 

  次は、日本で初めての授業が開始しました。日本人の学生たちと一緒に授業を受けて、

正直に言って緊張しましたが、だんだん慣れた後は、その緊張感もなくなって、毎日授業

で楽しんで過ごしました。初めて日本に来て、いろんなことはまだ分かりませんが、県立

大の学生たちはよく助けてくれました。本当にありがとうございました。 

  そして、毎月留学生のために、数多くのイベントがありました。日本の文化をもっと

深く理解できるように、高知のいろんなところに連れて行ってもらいました。例えば、牧

野植物園と高知県立美術館やモネの庭や大豊町の星神社大祭や黒尊川などに行きました。

本当に楽しい経験でした。日本の自然や人文や社会など日本に来た前より、深く知りまし

た。そして、日本のことをもっと好きになりました。日本に住みたいという気持ちも生み

出しました。 

  最後に、日本の文化をもっと近くに体験できるために、アルバイトもしました。アル

バイト先の人たちと一緒に働いて、そして友達になって、日本人の生活もだんだんに知り

ました。 

  この九ヶ月に本当にいっぱいの思い出を作りました、それは私にとって人生で最高の

ものです。たくさんの人々と知り合って、私の視野も広げています。日本にいる、この一

年間本当に、私の人生が変わりました。そして、勉強にもなりました。日本にいるこのた

のしい思い出を一生大切にします。日本は本当にいい国だと思います。 

 

歩 建麗 （中国） 

文化学部交換留学生 



                              

The Beauty of Kochi 

 

I have been living in Kochi for almost 9 months. For me, Kochi is such a 

beautiful city where people are so nice and friendly. I like Kochi as I wish I could live 

here even longer.  

I also love University of Kochi, the place that I study while I’m living in Kochi. 

The teachers treat me so well, especially when I just came to Japan. My Japanese was 

so bad at that time, even my friend told me that she couldn’t understand what I was 

talking about. I also made some new friends in Kochi. I love them all. They always 

help me whenever I have trouble. 

I think Kochi is my third-home. Even it is so dark at night but my friends here 

make my days become so colorful. I enjoyed travelling around Kochi, especially 

when the University invited me to join their bus hiking programs. We visited Makino 

Syokubutsuen, Shimanto, Mone no niwa, and other places. I think this program was a 

good chance to make some new friends. We always have different members in every 

trip. The teachers also provided many things that we might need during the trip, like 

snacks, foods, and tea. They treated us so well. 

Besides study, I also have some part time jobs here. I am teaching English in a 

cram school near Aeon Mall. I like this job because the students are so cute even they 

often make fun of me. The teachers at cram are also so kind. We went out to eat lunch 

together two months ago. The other one is at PF Center near Koukadai Ichiba. The job 

is a little bit tiring but it helps me on my diet program. 

I really like Kochi people, even when they speak in Tosa dialect. I don’t speak 

dialect but I would love to learn. There would be something good happens if I could 

speak. I guess I could make more chances to have a nice conversation with older 

people. Most of older people in Kochi speak in Tosa dialect, and I can’t understand it 

at all. It was fun to try guessing what they are talking about. I like the intonation of 

Tosa dialect, seems like they are angry, but actually they are excited to the topic. 

At last, I want to say thank you for Mr. Bunno and Ms. Nozaki for arranging 

many programs for international students. It is not easy to organize bus hiking 

programs since they have to send e-mail to every person, just to make sure their time. 

Besides, they are always ready to help us if we have any problems. It is difficult to be 

a good teacher, but they did it very well. It was very nice to meet them in Kochi. 

 

メイ リサ（インドネシア） 

文化学部交換留学生 


