
五四広場のモニュメント「五月の風」（左）とヨットハーバー

揚子江に浮かぶ客船
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■武漢市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万5,731米ドル（2015年）
〔出所 ２０１６年武漢統計年鑑〕
＊人口
1060.77万人（2015年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
1.4％（2015年）〔�出所 同上〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
4,920人民元〔�出所 2016年度日系企業実態調査〕

■青島市の基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万6,115米ドル（2016年）
〔出所 2016年度青島市国民経済と社会発展統計公報〕
＊人口
920万人（2016年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
2.5％（2016年）〔出所 同上〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当等込み）
4,545元�〔�出所 2016年度日系企業実態調査〕
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世界の暮らしが見える

青島でも子どもが小学校に上がる前に塾に入れる親が増えている。
武漢では復元されたノスタルジックな客船ツアーが人気。
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現地直送レポート



物価データ� 2017年6月13日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝16.15円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（小麦粉） 5kg 38.8 627 百楽麦面粉 スーパー「イオン東部店」

卵 1パック（10個） 16.8 271 「伊勢卵」 同上

牛肉 500g 59.8 966 ニュークイック 同上

しょうゆ 1ℓ 76.8 1,241 キッコーマン 同上

みそ 1パック（900g） 65.8 1,063 「神州一味噌」 同上

ラーメン 1杯 16 259 中国蘭州伝統ラーメン

ハンバーガー 1個 20 323 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 330ml 5 81 「青島ビール（経典1903）」 スーパー「イオン東部店」

電気料金 200kWh 109.38 1,767 青島物価局

ガソリン レギュラー1ℓ 4.84 78 ガソリンスタンド「金盾」

タクシー 昼間5km 14 226 初乗り10元（料金）、以降1m ごとに2元（料金） 市内のタクシー

携帯電話
基本料金／月 58 937

基本データ量500M、国内通話100分 携帯電話会社「中国移動」
通話料金／月 0.19 3

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：90㎡） 7,900 127,648 外国人用、2LDK

（日本人駐在員が住むようなアパート） 不動産会社「Century21」

自動車（新車） 1台 254,800 4,117,058 トヨタ「クラウン」 中国トヨタ・ウエブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 60 969 「Dangal」※ 映画館「万象城 CGV」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,380 22,298 ゴルフクラブ「石老人」

ベビーシッター 1時間 30 485 「愛心大姐服務社」

地下鉄の初乗り料金 2 32 青島地下鉄3号線

人気の屋台のワンタン麺 1杯 5 81 夜の屋台

小学校に入る前に塾で
中国の小学校の新学期は 9 月から始まる。今、青島で

は小学校入学直前の夏休みに子どもを通わせる塾が人気
だ。数年前までは、塾に入るのに 1 カ月前に申し込みを
すればよかったが、最近は 3 カ月以上前でないと入れな
いという。こうした塾では、ピンイン（中国語の読み方）
を中心に教える時間と、小学校生活に適応させるための
さまざまな幼児教育が行われている。

親たちは、自分の子どもが何も準備をしないまま小学
校に入ると学校生活についていけないのではないか、と
いった不安を抱えている。そうしたニーズに応えるため、
10 年ほど前に小学校に入学するための塾ができた。現
在のように一般的になったのは最近である。
「8 年前に上の娘が小学校に入る時はこうした塾もな

かったし、自分もそういう意識もなかった。でも今は周
囲も皆通わせているので、息子を通わせないと学校の授
業についていけるか心配ですよ」。そう語るのは息子を
塾に通わせる 40 代の母親。

現在、子どもを小学校に通わせる若い親たちの多くが、

1980 年代に生まれたいわゆる「80 後（バーリン ホウ）」
である。ある教育関係者によると、80 後世代はほぼ一
人っ子で大事に育てられたため、その前の世代に比べて
自分たちの子どもにも同じように、能力開発に熱心で教
育を重視しているという。

塾の費用は 6 週間（土日を含まず）で 3,480～5,780 元
（約 5 万 6,720～9 万 4,210 円、1 元＝約 16 円）である。
青島市統計局によれば、2016 年の青島市民の平均月給
は 4,879 元で、1 カ月分の塾の受講料の方が高い場合も
ある。それでも、早めに申し込まないと入れないほどの
人気なのである。

（朱　秀霞／ジェトロ青島事務所）

¥

※中国で大ヒットしたインド映画
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Qingdao青島

塾の中の教室



物価データ� 2017年6月14日　調査日の現地通貨の対円レート：1元＝16.82円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（米） 1kg 5.6 94 露店

卵 500g（約8個） 3 50 同上

牛肉 500g 24 404 調理した牛肉の場合は65元 /500g 同上

しょうゆ 444ml 68 1,144 キッコーマン ネット通販 T-MALL

みそ 1ℓ 35 589 ヤマゲン ネット通販 T-MALL

ラーメン 1杯 5 84 ローソン

ハンバーガー 1個 17 286 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 350ml 8 135 「青島ビール」 地元スーパー中百

電気料金 200kWh 5.2 87 武漢市供電局

ガソリン レギュラー1ℓ 6.2 104 ガソリンスタンド「中国石油」

タクシー 昼間5km 15 252 初乗り10（料金）、以降1kmごとに1.8（料金） 市内タクシー

携帯電話
基本料金／月 60 1,009 携帯電話会社「中国移動」

通話料金／分 0.2 3

アパート賃借料 家具付き1カ月
（居住面積：97.72㎡） 8,000 134,560 外国人用、2LDK

（日本人駐在員が住むようなアパート） 不動産会社「スターツ武漢」

自動車（新車） 1台 150,000 2,523,000 日産「シルフィ」 日産販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 25 421 「ドラえもん～のび太の南極カチコチ大冒険～」 映画館「万達国際影城」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 1,000 16,820 ゴルフクラブ「武漢東湖陽光
会所」

ベビーシッター 1時間 20 336 人材派遣会社「姚阿姨家政」

蒸気船観光が人気
観光客船「知音号」が人気だ。1920

年頃の中華民国の時代に、武漢の造船
会社が建造した客船「江華輪」をモデ
ルに再建された蒸気船だ。揚子江を航
行する。ノスタルジックな蒸気船に一
歩足を踏み入れると、タイムスリップ
したような気になる。

しかし、ただの遊覧船ではない。観
客参加型の劇場を備えた客船といえる。
埠
ふ

頭
とう

に入った時からショーは始まる。
船全体が劇場になる。

2 時間弱の航行の間に、乗客は客船
の中を回りながら、あちこちで繰り広
げられる歌、ダンス、芝居などを楽し
む。それだけではない。乗客も 1920
年代頃のコスチュームを身に着けて一
緒に歌ったり踊ったりできる。船内に
は当時の銀行証書なども展示され往時
をしのばせる。1 階フロアにはダンス
ホールがあり、シルクハットやチャイ

ナドレスの紳士淑女たちがワルツを踊る。フレッド・ア
ステアをほうふつさせる軽快なメロディーが流れると、

気分が高揚し踊り出す観客も。
船上のデッキでは、七色のレーザー

光線が交差し、目の前に広がるのは現
在の武漢の街・漢口の夜景だ。帰港す
ると、乗客たちは余韻に浸りながら家
路につく。

漢口は、20 年代に中国最大の商業
都市の一つとして繁栄していた都市だ。
列強が商館を構え、中国の物産が漢口
から世界に船積みされ、舶来品は漢口
から中国各地へと運ばれた。現在、武
漢市が掲げる「復興大武漢」というス
ローガンにも、往時の勢いを取り戻し
たいという思いがある。20 年代の古
き良き時代、猥

わい

雑
ざつ

でデカダンスに満ち
た中華民国時代の漢口にタイムスリッ
プすることで、乗客は 2 時間弱、非日
常の世界に浸るのである。

（陳　曦／ジェトロ武漢事務所）
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　2017年9月号　33

Wuhan武漢

雰囲気のあるデッキで記念写真

復元された客船


