
 

 

私の考え方を変えた中国訪問 

                         愛知県立知立東高校 日高 舞穂 

 

今回の中国訪問でわたしはたくさんのことを吸収できたと思います。中国で過ごした一

週間は非常に濃厚なものでした。  

私がこの中国訪問で良かったと思うのは、学校訪問です。  

中国に行く前にテレビで、「今、世界で一番頭の良い国は中国だ」というのを知りました。

最近の日本では学生の学力低下が問題になっているというのも耳にしたことがあります。

一体、日本と中国の学校ではどんな違いがあるのか、どんな生徒たちがどんな学校生活を

送っているのか、とても興味がありました。  

西安市第８５中学で高校 1 年生の英語の授業を見学しました。普通の教室で中国人の先

生が英語を教えていました。授業形式はスライドを使って、先生が生徒に問題を次々と解

かせ、1 問 1 問丁寧に説明をするという形でした。先生は中国人だったけど、授業はほぼ

英語で進められていました。私の高校でも、英語の先生が授業を英語で進めようと努力を

していますが、中国人の先生のほうが発音もよく、授業進行もスムーズでした。中国の英

語教育は小学４年生から始まると聞きました。日本は来年からやっと小学校で本格的に英

語教育が始まりますが、日本人の英語の先生はほとんど不完全な英語しか話せません。高

校の先生でもそれにあたります。それを考えると、日本の英語教育の遅れを感じました。  

 外国語学校の生徒を含め生徒との交流の中、普通の公立高校である西安市第８５中学で

の見学や、話を聞いたことから、中国の高校と日本の高校の違いをいくつか発見しました。

その中でも最も大きな違いは勉強時間です。１時間目の授業が 7 時半から始まり、６時ご

ろに授業は終わりますが、たいていの生徒は 8 時半から 10 時近くまで学校で自習をしてか

ら帰るのです。これには驚きました。これについて座談会で意見を聞いてみると、「勉強は

本当に大変」「やりすぎじゃないかと思う」という子もいたので、「そんなにたくさん勉強

していて、嫌にならないんですか。」と聞くと「やらなければ大学には入れませんから。や

るしかないんです。」と語ってくれました。やはり人口が多いだけあり、中国の高校生は競

争社会に生きていると感じました。それゆえにたくさん勉強することが、中国の高い学力

の理由のひとつになっていると思いました。  

 以前から日本語教育に興味のあった私にとって、日本語を習う中国の高校生の日本語の

流暢さに驚きました。天津外国語学校で交流した高校 1 年生の生徒たちは中学 1 年生から

日本語を習い始めたそうです。中には日本に留学していたという生徒も数名いましたが、

日本に住んでいなかった、まして行ったこともないという生徒が、私と何不自由なく会話

ができてとても感心しました。当たり前のことですが、私も中学 1 年生から学校で英語を

習い始めました。しかし彼らが日本語を話すように、私が英語を流暢に話せるかというと、

自信はありません。留学もせずに、母語以外の言語をあれだけ上手く話せるようになれる

とは思っていませんでした。「日本語は難しいのに日本語が上手ですね。大変ですか。」と

私が言うと「そんなことないですよ。アニメを見てると分かるようになります。簡単です。」 



 

 

とさらっと言われてしまい、中国高校生のエネルギッシュな学ぶ姿勢を直に感じました。  

毎日多くの中国の人々と出会い、徐々に中国人の国民性が見えていきました。  

まず、中国人は中国人同士での他人意識が薄いということです。外国語学校の生徒とタ

クシーの運転手さんが妙に仲が良いなと気づいたのが始まりでした。その 2 人は決して知

り合いではなく、毎日その生徒がそのタクシーに乗っているわけではないのに、友達同士

のように意気揚揚と話していたのです。中国語だからどんな話をしていたかわかりません

が、とても楽しそうに話していました。他にも、繁華街で値段交渉の通訳をしてくれてい

るときにも他人である店員さんと仲良くしていたし、冗談も言っていました。日本ではあ

りえないなと思いました。  

次に、中国人は優しいということです。私は訪問中に、中国人の皆さんから温かい優し

さをもらえると思っていませんでした。その優しさが最も感じれたのはホームステイのと

きです。ホームステイ先に着くと、おじいちゃんと萌ちゃんのお母さんがとてもあたたか

く迎えてくれました。お母さんが皮から作った水餃子は絶品で、中国で食べたとの料理よ

りもおいしかったと今でも思います。私が「おいしい」と言うとお母さんは「ありがとう」

と日本語で言ってくれました。とても優しくて温かい笑顔に私はほっとしました。その日

はどこへも外出はせず、家でお母さんやおじいちゃんと会話をしたり、いっしょにアニメ

を見て過ごしました。特別なことはしなかったけど、一緒にご飯を食べたり、日常生活を

送ってみると、なんだか家族の一員になれた気がしました。ホームステイ先の萌ちゃん一

家はとても私に良くしてくれました。他にも、繁華街を案内してくれた生徒が「車が危な

い」と言って手を引いてくれたり、私の風邪を気にかけてのど飴をくれたりと、みんなの

細かな気遣いがとても嬉しかったです。  

この中国人の優しい一面は私にとって衝撃的でした。中国人のほぼ全員が、日本人は嫌

いだと思っているだろう、と思っていたからです。しかしそれは私の思い込みで、実際に

そんなこともないと分かりました。しかしひとつ残念なことは、繁華街の店員さんや日本

語の話せない生徒たちの、日本に対する思いが聞けなかったことです。日本語を習うくら

いだから、外国語学校の生徒は日本が好きだろうと考えることができるので、日本語を習

っていない生徒や離れた年代の人とも話し合ってみたいと思いました。  

中国高校生との交流で、たくさんの深い話をすることができました。中でも、訪問中に

出会ったたくさんの人に良く聞かれたのは「地震はだいじょうぶですか」という質問です。

地震発生まで日本で留学をしていた天津外国語学校の生徒で一時帰国をしている子にも会

いました。たくさんの生徒が心配して私に質問してくれるたびに「東北地方は大変ですが、

他の地方では放射能は問題ありませんよ。」と説明していました。しかし、東北地方が日本

のどこなのかを知る生徒はほとんどいませんでした。現在、福島県の原子力発電所の放射

能問題が日本だけでなく世界に広がっています。私が中国に訪れたときには中国で日本製

品を避けるようなことは起きていませんでしたが、世界中の人たちが「日本列島全体が放

射能に汚染されている」と勘違いしており大変です。東北の場所がわからない人が多い中

国でも同じです。日本に帰ってきてからこの風評被害の深刻さに気づかされた私は「日本



 

 

は大丈夫だよ。日本製品は安全だよ」ともっとたくさんの人に直接伝えればよかったと後

悔しました。  

帰国してから何日か経ったある日の夜に世界情勢を紹介するテレビ番組で中国が取り上

げられていました。その番組は中国の貧困問題、富裕層での賄賂問題についての内容でし

た。その番組の中である一人のタレントが「中国っておかしいですね。どうなっているん

ですか。」と言いました。何気ない一言でしたが、なぜだか私にはその言葉は偏見に感じた

のです。今回の中国訪問で中国人の優しさを感じた私は、中国人ひとりひとりは良い人た

ちなのに…と悲しく感じました。どの国にだって抱える問題はあるはずなのです。多くの

日本人が中国人の優しさを知らない状態で、中国のマイナスの部分だけを見るのみなんて、

このままでは日本と中国の友好関係は改善されないのでは？と思いました。  

中国に行く前と帰国後では私の考えはかなり変わったと思います。この一週間のうちで

も、中国に着いたはじめのほうは町中や電車などで一般の中国人からの視線が痛いと感じ

ていましたが、帰国するころにはそれほど感じていませんでした。きっと、中国でのたく

さんの人との出会いが私を変えたのだと思います。嫌われていると思えば、たとえ相手が

そう思っていなかったとしても、自発的にそう思ってしまうものなのです。相手のことが

理解できればこちらからの見方も変わり、相手の印象も変わってきます。  

今回の派遣で、中国と日本の友好関係を築く上で大切なことを学ぶことができました。  

ひとつめは、あえて戦争の歴史や政治の話はしなくて良いということです。交流した生

徒の多くは、「アニメが好きだから」とか「近くの国で興味があったから」とかいう理由で

日本語を習っていました。戦争の歴史や政治的なことは気にせずに、単純に日本が好きだ

と言っていました。そのことを聞いて、あえて私は中国の高校生に戦争の歴史や政治の話

は聞きませんでした。歴史はお互い忘れてはいけないけれど、仲良くなろうとしているの

に過去のマイナスの話をする必要はないと思ったからです。  

ふたつめは、お互いの良さを知ることです。ある外国語学校の生徒が、「日本人の先生が

学校にいて、その人はすごく優しいです。みんな大好きです。」と言っていました。日本人

と関わって、日本人の良さをわかってくれる中国人は増えているそうです。お互いの良さ

を知ることで、お互いが分かり合おうとします。私は、思い込みや勘違いで動こうといな

いのはとても残念なことだと思うのです。国は違えても、同じ人間なのだから、絶対仲良

くなれるはずだと私は確信しました。だからこそ、実際に交流して、まずは相手のことを

知ることが大切だと思いました。  

私はこの中国訪問でたくさんのことを吸収し、自分の考えを変えることができました。

しかし、私はこのままの自己満足では終わりません。今回、私が学んだ中国を学校や友達

に広めたいです。  

今回の事業が成功するために関わってくれた青尐年研究所の方々をはじめ、仲良くして

くれた団員には感謝をしています。ありがとうございました。  

 

 



 

 

中国を訪問しての感想 

東京都立三田高校  長澤 春佳 

 

 学校の先生に、中国訪問団のメンバーに選ばれたと聞いたとき、私は信じられない思い

でいっぱいでした。また私の大好きな中国に行けると、とても胸がはずみ、８日間日本各

地からくる高校生と一緒に中国を旅できることにとても喜びを感じました。それと同時に

一つの不安も感じました。参加者の名簿を見たときに、高校３年生が私しかいなかったた

めです。ですが、初日に成田空港で挨拶をしたときに、みんなとてもいい人たちばかりで、

抱えていた不安もこの人たちと８日間一緒に過ごせる楽しみに変わっていきました。  

 そして帰国した今、本当に中国を訪問できてよかったと思っています。このプロジェク

トに携わった皆様に感謝します。  

 

 私は、今回の１週間の中国訪問で、感じたことがたくさんあります。まず１番最初に感

じたことは、ここ数年で中国は飛躍的に発展したということです。  

 私は、６年前と７年前の計２回、中国を訪問したことがあったので、中国の町並みや、

交通などある程度具体的に想像することができました。しかし、実際行ってみると、私が

思い描いていた中国とは全く異なる光景が広がっていました。特に鉄道は、地下鉄の路線

も増え、新幹線も新たに導入されていました。私が以前北京に行ったときには、改札のと

ころに人が立っていて、手で切符をちぎっていました。しかし、７年たった今では、日本

で言う Suica のような電子カードが使用されており、非常に画期的なシステムへと変化さ

れていました。また、高層ビルも大変増えており、新宿の都庁周辺を思わせるような街並

みになっていました。  

 ２つ目に、中国人のコミュニケーションの取り方について、驚きを感じました。これは、

きっと初めて中国を訪問した人たちは、私よりも強く驚きを感じていると思います。と、

いうのは、中国人同士が会話しているのをただ聴いているだけだと、怒っているのかな、

と思う時がよくあったためです。普段聞きなれていない言語であるがゆえに感じる部分も

あるとは思いますが、とにかく、みんな早口で話します。よく噛まないで話せるなぁと、

こちらが感心してしまうほどです。ものすごい剣幕でお互い話していると思えば、急に笑

みがこぼれ、和やかな雰囲気になったり、また逆にさっきまで笑顔だったのに気付くと怒

っていたりと、感情の変化について行くのが、日本とは全く違うテンポ  

であったため戸惑いました。日本では、相手を怒らせないように言いたいことを直接はっ

きりと言うことをあまりしませんが、中国では自分が言いたいことを、はっきりと相手に

言うので、文化の違いが顕著に現れていて中国人のすごさを改めて認識しました。  

 ３つ目に、言語についてです。私の亡き祖母は生前自宅や教室で、中国語の教師として

働いていました。そのため、小さい時から祖母の家に遊びに行くと、１つや２つ簡単な中

国語を教えてもらっていました。その当時は、普段自分が使っている日本語とは違う言い

方程度の認識しかしておらず、何かの暗号のようにも思っていました。しかし、小学５年



 

 

生の時、はじめていった中国で、中国人に話した言葉が、“暗号”から意味を持つ“中国語”

となった時、初めて外国語を勉強する醍醐味を味わいました。中学、高校と進学するにつ

れ、中国語に接する機会は減ってしまいましたが、もともと知っている言い回しが尐ない

ためか、あまり忘れることはありませんでした。そして、今回の中国訪問で、中国語をコ

ミュニケーションのツールとして使うことができたとき、この上ない嬉しさをふたたび味

わうことができました。 

 ４つ目に、歴史についてです。先ほどから言っているように、私は小学生の時に２回中

国へ行っています。その２回とも、私はどのガイドブックにも載っているような、歴史が

あって有名な世界遺産や寺院を訪問しましたが、その頃の私は、建物がすごいなぁ、像が

立派だなぁ程度にしか思っていませんでした。ですが、中学高校と日本史、世界史を履修

した後に訪れた今回は、前回の何倍も楽しむことができました。漢詩に出てきた孔子、世

界史に出てきた春秋戦国時代の中国、日本史で出てきた隋、唐の文化。すべてがいろいろ

なところでリンクし、生きた情報として私の頭の中にすっと入ってきたとき、中国をより

深く知ることができたように思えます。  

 

 天津の外国語学校を訪問した時、一生懸命に勉強した日本語を駆使して私たちと交流を

図ろうとしてくれている同年代の中国の生徒がたくさんいました。私はその姿を見てとて

もうれしかったし、ほかの団員も同じようにうれしかったと思います。そこには、日本と

中国の壁などどこにも存在していませんでした。しかし、実際今ある問題として、日本と

中国の間にはいくつもの解決すべき問題があります。私一人だけではどうにもできない問

題ばかりだと思います。ですが、私たちがいた天津の外国語学校の教室というせまい空間

だけの話をすれば、そこに日中友好は確かに存在していました。時間はたくさんかかるか

もしれませんが、日中友好を実現させることは可能であることを今回の中国訪問で実感し

ました。  

 今春から大学生となり、より自分が学習したいことを学べる環境に自分はいます。今回

見て吸収してきたものを自分のもつ道具として日中友好に近づくように努力しようと思い

ました。  

 

 

中国訪問を終えて 

仙台南高校 高橋 美音 

 

教室に貼られた１枚の紙。この中国訪問の実施要頄だった。私は、すぐに担当の先生の

元へ応募用紙を取りにいった。私は中学二年生の時に、アメリカでのホームステイを体験

して以来、国際交流に強い関心を持っていた。とりわけ中国に感心を持ち、ぜひ中国に行

き多くのことを学びたいと強く思っていた。今回の中国訪問に参加させていただくことが

決まった時、私は嬉しくて嬉しくて仕方がなかった。それからは、この訪問を楽しみに日々



 

 

を過ごしていた。  

そんな中、訪問まであと１週間ほどとなった３月 11 日、東日本大震災に襲われた。尐し

の被害はあったものの、幸い家族や親戚、友人は無事だった。しかし、空港や鉄道は機能

せず、ガソリンも手に入らない状況になってしまった。よって、この訪問をやむを得ず断

念することになった。最初は、このような状況だからと納得したものの、部屋に広げてあ

るスーツケースを見るたびに辛くなった。このような状況で、中国に行くことに尐しため

らいもあったが、やはり諦めたくなかった。私は高速バスが運行しているという情報を聞

き、ひたすらインターネットでバス会社を調べた。すると、埼玉までのバスが運行してい

ることがわかった。私はすぐに胡霞さんに連絡を入れた。まず、まだ私の分の航空券や宿

泊をキャンセルしていないかどうかを確認した。キャンセルしていなかった。その後、バ

スのことを説明した。するとすぐに埼玉の玉木さんから電話で連絡があった。もし、私が

埼玉まで行くことができたら、家に泊めて下さるとのことだった。この電話を機に、両親

も私の参加復帰を検討し、参加への道が大きく開けた。次の日、家中の電話を使い、バス

会社へひたすら電話をかけ、奇跡的に席を予約することが出来き、19 日から出発の日まで

埼玉のホテルに泊まることになった。出発の日、玉木さんにお世話になり、集合場所に行

くことが出来た。集合場所で、千石先生や胡霞さん、団員のみんなと会えた時は、とても

嬉しかった。  

中国に行ってからは、感動と驚きの連続で、日々多くの刺激をうけていた。また、日本

とのさまざまな違いや、似ているところも見つけることができた。例えば、車の交通につ

いて。日本は左側通行だが、中国は右側通行だった。私が驚いたのはこのことではなく、

「運転の仕方」と「人の横断」だ。中国の車は頻繁にブレーキがかかり、クラクションが

鳴っていた。理由は、車の割り込みや渋滞、そして人の道路横断だった。中国の人々は、

交通量のとても多い道路を平気で横断していくのだ。私は、交通事故が起こるのではない

かと心配になった。ここは今後改善すべき点だと思った。  

３月 27 日、この日私は中国の人々の優しさに触れた。朝、ホテルのベットから起きると、

私は今までに体験したことがないくらいの、激しい腹痛に襲われた。私は胡霞さんに頼み、

病院へ連れていってもらうことにした。その時、日本語作文コンクールに参加していた内

モンゴル族の男の子が、歩けない私を背負い、走ってホテル近くの病院まで運んでくれた。

また、同じくコンクールに参加していた中国の日本語の先生や、日本語の上手な女の子も

一緒に付きそって来てくれた。病院についてからは、中国の日本語の先生が私の手をずっ

とさすってくれた。私の体が冷えないように、コートをかけてくれた。日本語の上手な女

の子は、ずっと私の傍にいて私を気遣ってくれた。私は、申し訳なさと感動とで胸がいっ

ぱいになった。泣きそうになった。結局泣いた。このことは一生忘れない。人それぞれイ

メージや概念は違うと思うが、私にとって中国の人々は強くて優しい。親しくなればなる

ほど、その良さがわかってくる。このことは、実際に中国に行かなければわからなかった

ことだと思う。私は中国に来れて本当によかった。今回の訪問で学んだ多くの事を、今後

の人生に活かしていきたいと思う。  



 

 

最後になりましたが、この訪問を執行してくださった、千石先生、胡霞さんをはじめと

する日本青尐年研究所の皆様、たくさんお世話になった現地の皆様、私の訪問参加を支え

てくださったり、震災を心配してくださった団員のご家族の皆様、この大変な状況の中、

私をこの訪問に参加させてくれた両親、そして団員のみんな、本当にありがとうございま

した。 

 

 

中国訪問で学んだこと 

                        青森県立青森高等学校 加藤 茉里 

 

 今回の中国訪問では、中国の生活や文化、学校、歴史などさまざまなことを観光やホー

ムステイ、交流会を通して学びました。  

 まず、生活のことで中国で過して驚いたのは、道路を車と人とが入り混じっていて、日

本ではありえないくらい勝手に人が道路を渡ること、信号をあまり気にしていないことで

した。よくこれで事故が起こらないものだと思いました。他にも、接客が日本では考えら

れないくらい雑で、最初の頃はみんなで驚きました。後半になると慣れて中国ではこれが

普通なのだと思うようになりました。また、ホームステイ先では、靴を家用の靴と履き替

えるところが日本と尐し似ていると思いました。食事で庶民の人たちが行くラーメン屋さ

んへ行ったときには、その店の汚さに驚きました。日本なら、絶対飲食店としてやってい

けない汚さだと思いました。しかし、味は美味しかったです。また、西安でも北京でも夜

にみんなでスーパーに行きました。スーパーではものがとても安くて中国の普通の人が食

べるものなどを知れて、実際にみんなで食べることができていい経験になりました。おい

しいものもあれば、中には口に合わないものもありましたが、面白かったです。市街地を

見学したときには、地元の人々が買っているのと同じものを食べたりできてよかったです。 

 次に、学校・教育のことについては日本と違うことばかりでした。制服がほとんどの学

校でジャージなこと、優秀生徒を選ぶこと、日本よりも服装や髪型の規制が多いこと、ス

トレスを発散するための部屋や心理相談の部屋、授業があること、８００メートルを全校

生徒で走る時間があること・・・ほんとに違うことだらけで、体験や学校見学は面白いこ

とばかりでした。また、学校の大きさに驚きました。全校生徒３０００人ということ、校

舎の大きさ、教室の多さ、どれも日本の大学のような大きさでした。中国は日本よりも人

口が多く子供も多いのだということを実感しました。  

 文化・歴史については、兵馬俑や万里の長城に行って実際に作られたもの見たり、博物

館へ行って歴史を学ぶこともありました。今まで、写真でしか見たことのなかったものを

実際に見ることができて感動しました。特に、万里の長城は写真などで見ていたよりもす

ごく大きく、道のりも長く、一番上まで登ったときには、その達成感と景色にほんとうに

感動しました。昔の中国の人々がこんなものを作ったとはすごいことだと思いました。ま

た、上からの景色で中国の大陸の広さを実感しました。博物館では、歴史を項番に学ぶこ



 

 

とができ、日本ではまだまだ縄文時代だというときに、中国では多くの文化が発達してい

たことをよく知ることができました。また、シルクロードを通して、多くのほかの国の文

化が中国へ流れ込んだことやそれによって中国の文化が尐しづつ変わっていったことがよ

く分り、大陸文化について知ることができ、中国についてこれからも学んでいきたいとい

う意欲が今までよりも増しました。  

 そして、交流会や座談会、ホームステイを通して、中国の学生の考え方などを知ること

ができました。中国では勉強にとても力をいれていて、私がホームステイをした子の家で

は、家を二つ持っていて、一つは学校へ行くための学校の近くの家であり、もう一つは、

週末帰るきちんとしたもともとの家だそうです。日本ではこういったことは珍しいと思い

ました。下宿や寮があれば家が遠い場合そういったところに子供だけが入るのが普通です

が、中国では家族ごと学校の近くに家を買ってしまうのだと考えると、教育に対する意識

が高いのかと思いました。また、中国の人たちは、漫画・アニメの好きな人たちがすごく

多くて驚きました。その影響でおかしな日本の文化や言葉を信じている人も多くて、訂正

するのが尐し大変でした。日本で有名な漫画は中国でも人気があるものが多いようで、み

んな私より詳しかったです。そして、私が聞きたかった尖閣諸島の問題について中国の人々

はどんなふうに考えているのかも聞く機会がありました。私がなぜ中国は尖閣諸島を自分

の領土だと思うのか聞いたところ、尖閣諸島は中国の昔話に出てくるので、もともと中国

の領土で当たり前だと思っていたという答えが返ってきました。私は、この事実を始めて

知りました。これは日本の人たちはほとんど知らないことだと思います。中国も日本も、

お互いのことを知らないことが関係がうまくいかない原因の一つなのだと思います。もっ

と交流が必要だと感じるとともに、お互いを知ることが重要だと中国の学生と話しました。 

 今回の中国訪問では、一緒に行った日本の仲間はかけがえのない友達となりました。ま

た、中国でできた友達もこれから連絡をとり、交流を深めていきたいと思います。  

 最後になりましたが、東日本大震災のなか、この中国訪問を計画し実行してくださった

日本青尐年研究所の方々に感謝するとともに、この経験を今後の生活や将来に役立ててい

きたいと考えております。ありがとうございました。  

 

 

初めての中国を体験して 

神奈川県立中央農業高校  和泉 桂 

 

 ３時間以上の飛行の末、到着した中国。  

中国へ行く前、不安と緊張で出発前日はよく寝れなかった。睡眠不足の体で重たい荷物

を引きずりながら新宿駅。リムジンバスに乗り、向かった成田空港は想像以上に大きかっ

た。 

 大地震という困難の中、行われた中国親善訪問。  

初め私は、地震の影響を考え目前に控えていた今回の中国訪問を断りました。正直この状



 

 

況で日本から離れたくなかったからです。しかし、「出場辞退」の連絡をした後「本当にこ

のままで良いのか？」という後悔が生まれてきました。考え抜いた末「やっぱり行こう！」

と決意し、訪問することを決めました。  

 私にとって今回の中国訪問は初めての海外で、日本から出たことのない私は朝からドキ

ドキ、友達ができるかな、という不安も胸に中国親善訪問のメンバーのみんなとの対面。

みんな明るくて尐し安心しました。海外に行くということに不安や緊張もありましたが、

このメンバーと一緒に中国に行くことが楽しみになってきました。  

 出国審査を受け、飛行機に乗り込む瞬間に「あぁ日本を離れるんだな。」と寂しい気持ち

になりました。飛行機は無事に離陸し、尐し長い空の旅の時間。機内の席で隣になったの

は、明るくて元気な舞穂ちゃんでした。初対面ということもあって、何を話せばいいのか

分かりませんでした。でも、舞穂ちゃんの方から色々話しかけてくれて楽しかったです。

飛行機に乗ってすぐに、初めての機内食も食べました。思っていたよりも尐しだけ豪華で、

おいしかったです。  

 三時間以上の空の旅は、初海外の私にとって大変でした。何より耳が痛くなってしまっ

たのが大変でした。そんなこんなで、飛行機は無事北京に到着。北京から西安に行くため

に、また飛行機に乗りました。この時、日本から遠く離れた場所に私はいるんだと思いま

した。初日は、移動だけで終わってしまい、イマイチ西安の町並みを見ることもできず中

国に来たという実感はあまり湧きませんでした。ホテルに着くと移動で疲れているはずな

のに海外へ来たという感覚でテンションが上がってしまい、なかなか眠ることができませ

んでした。大体午前２時過ぎに「日本はもう３時なのか。」と携帯を閉じ、就寝しました。 

 目が覚めると、まず始めにホテルの部屋のカーテンを開けました。すると、日本とはま

ったく違う風景に驚き、中国に来たんだと実感しました。朝食を食べに、ホテル一階のバ

イキングレストランに行きました。中国ならではの料理もありましたが、以外に洋風な料

理も並んでいて、口に合うものを選んで食べました。日本では見たことのないレタスのよ

うな物もあって美味しかったですが一番気に入ったのがチーズだったんです。農業高校生

の私にとって、今まで見たことのない野菜たちは大変興味深く、面白い物でした。できれ

ば野菜の名前も聞けばよかったな、と後悔しました。  

 歴史博物館へ向かう途中にバスの中から外を眺めていると、中国の環境の良くなさに驚

きました。まず、花壇はあるのに、花を土に直接植えるのではなく、ポットのまま並べて

いるだけな所に驚きました。また、街路樹に無数のビニールやゴミが引っかかっていたり、

黄砂の影響もあるのか常緑樹の葉の表面には砂埃がかかっていて、見た目が悪かったです。

こんな環境状態では、植物たちが生育するのは難しいと思いました。せめて、ゴミを道に

捨てたりするのをやめればいいのになと強く感じ、日本の街との違いを痛感しました。  

 歴史博物館では、中国の古い展示品を見ながら改めて「中国」という国の歴史の深さに

驚きました。中国の展示品の中でも特に面白かったのが土偶やはにわでした。日本の土偶

と違い、かなりエキサイティングなものばかりで楽しかったです。  

 その後の大雁塔広場散策では、中国らしい出店や、道の広さに驚きました。  



 

 

 中国の中学校に訪問した際には、日本の学校よりもずっと大きい校舎や各施設にただた

だビックリしました。また、勉強に対する意識のレベルの差にも驚きました。中国の学生

は本当に勉強熱心で、私も見習わなくてはと痛感しました。中学校には面白い施設もたく

さんあって、心理カウンセラーにも力を入れているということで、ストレス発散ルームみ

たいな場所もあって、面白いなと思うと同時に、日本の学校にもあればいいのにと思いま

した。 

 兵馬俑を見に行ったときには、中国の歴史のスケールの大きさに圧倒され、日本にない

ものがたくさんある中国は、世界から見ても大変魅力的な国なんだと実感しました。碑林

博物館を見に行ったときにも、漢字の原点を目にすることができ、日本と中国の関係の深

さを感じました。  

 私がこの八日間の中で最も貴重な体験をしたのが「ホームステイ」でした。ホームステ

イでは、中国の一般家庭での生活を一日だけでしたが知ることができて、本当に楽しかっ

たです。できればもう３日間くらい家に居たかったなと思いました。ホームステイでお世

話になった、りょうさんには本当に感謝しています。本当にありがとうございました！  

 そして、ホームステイ以外にも、二回あった各交流会では、環境問題から恋愛話、日本

のアニメや漫画の話などでお互いの国の事や、文化を学ぶことができて本当にいい体験に

なりました。私は中国に行く前、中国に対してあまり良い印象を持っていませんでした。

しかし、この交流会を通して、中国が好きになりました。もちろん、中国に来て、日本の

方がいいと思ってしまうことや、やっぱり中国ってなんか怖いなと思ってしまうこともあ

りましたが、中国の学生さんと仲良くなることで、お互いの国に対しての誤解が無くなっ

た気がします。私は「中国」という国が今では大好きです。  

 中国訪問の終盤には楽しみにしていた、万里の長城がありました。人生で一度は行って

みたかった場所に行けると言う事でウキウキしていましたが、実際に上ってみると想像以

上に辛く、厳しかったです。人生の中であんなに辛かったことは今までになかったと思い

ました。しかし、万里の長城から見た景色は本当に綺麗で、二度と忘れることのない思い

出になったと思います。 

 長かったようであっという間だった今回の中国親善訪問は私にとって大変貴重な思い出

になりました。この交流活動を通して、中国という国をたくさん知れたことは私のこれか

らの人生の中で絶対に役に立つ体験ばかりでした。いつかまた中国を訪れたいと思います。 

 そして今回の体験で私に夢ができました。それは、海外都市の緑地計画に携わる仕事に

就くことです。中国の町を見ていて、もっと緑が増え自然を身近に感じることのできる街

になれば、もっと心が豊かに輝くと思ったからです。私はこれから、もっと緑と人の共存

について勉強していきたいと思いました。こういった考えを持つきっかけを作ってくださ

り、千石先生や胡霞さんをはじめ、今回交流してくださったすべての方に感謝をしていま

す。本当にありがとうございました。  

 

 



 

 

高校生日中親善交流事業を終えて 

                         岡山県山陽女子高校 福永 真実 

 

 私は「高校生日中親善交流事業」の日本代表として選出されたことを部活動の先生から

聞き、大変嬉しかったことを覚えています。そして、家に帰りその事を伝えると、大騒ぎ

になったのです。その理由は、私は３人兄弟の末っ子であり、大学生の兄と姉がいますが、

まだ誰もパスポートを取得して海外へ行った経験がないからです。この願ってもないチャ

ンスを得たことに私は不安よりも、大変大きな期待でいっぱいでした。  

 出発の当日、期待でいっぱいのはずが、初めて会う千石先生や胡霞さんや他の高校生の

人と上手くやっていけるだろうかと大変不安になりました。しかし、成田空港で皆さんに

出会った瞬間に皆さんの親しみ易い優しさにそんな不安も一瞬で消え去りました。  

 成田空港から中国の北京へ、そして西安へと飛行機を乗り継ぎ、中国へ足を踏み入れる

と、中国という国の広さを実感しました。西安では黄砂がひどく、車が砂まみれとなり、

元の色が分からないくらいでした。日本でも中国からの黄砂の影響で車の窓や洗濯物が汚

れる経験がありましたが、私の想像以上でした。  

 ２２日には、歴史博物館や大雁塔広場や西安市第８５中学校や市内繁華街を散策しまし

た。歴史博物館では教科書に書かれていた土器などを実際に見ることができ、迫力があり

大変感動しました。大雁塔広場では色々な小物を売っており、お祭りの気分を味わうこと

ができました。西安の中学校では勉強する事が全てであり、日本のような部活動などはな

く、朝七時から遅い日には夜の十時まで常に勉強漬けであることに驚かされました。勉強

時間の多さだけではなく、授業を受けている態度も皆真剣でした。驚くことに学校の中に

はリラックスルームがあり、心を安らげたり、ストレスを解消したりできる場所がありま

した。勉強する時にはかなりの集中力を持って取り組んでいる証拠であると感じました。

私には足りない部分があり、身が引き締まる思いがしました。生徒の皆さんは日本語を話

すことができ、将来は日本へ行き仕事をしたいという大きな夢を持っていることを知り、

世界を視野に入れた考え方にびっくりしました。  

 ２３日には兵馬俑博物館や碑林博物館へ行きました。博物館では教科書で見た兵馬俑が

私の目の前に実際にあることに感動しました。碑林博物館には多くの漢字が刻まれた石碑

がありました。彫ってあると思えない、まるで書いているように見える字でした。これを

見て漢字の角がある強さに中国の長い歴史の厳しさを感じました。  

 ２４日には飛行機で北京へ行き、鉄道で天津へ行き、天津外国語大学附属外国語学校の

日本語クラスの高校生と合流し、ホームステイ先へ行きました。私はホームステイも初め

ての経験であり、大変緊張していましたが、お世話になった家族の方は大変温かく不安な

気持ちには全くなりませんでした。お祖父さんは私に「日本製だ」と自慢げに自転車を見

せてくれました。日本製の物は良い物として理解してくれているようでした。お祖父さん

のあまりに嬉しそうな様子に私も思わず拍手をして盛り上がりました。ホームステイして

いる間にお祖父さんは引きながら回すこまを教えてくれました。経験のない私はなかなか



 

 

上手くできませんでした。しかし、お祖父さんは何回もチャレンジするように言われ、決

して諦めてはいけないことを教えてくれました。お風呂は毎日入るようではなく、トイレ

もあまり紙を使用せず、使用した紙は近くの箱の中に捨てて流していないことに日本のと

違いを感じ、驚かされました。  

 ２５日にはホームステイ先の方と一緒に学校へ登校し、授業を受けました。朝は七時十

分に学校集合だったので大変早かったです。  

 ２６日には天安門へ行き、ホテルへ戻り中国の高校生と交流会をしました。グループに

分かれて夕食と翌日の朝食を食べました。色々なプレゼント交換をしたり、女の子同士で

お揃いの物を買ったりしました。この訪問で初めて会ったばかりだったのですが、大変親

しみをもって接してくれ、日本のことや中国のことをそれぞれ新鮮な気持ちで聞くことが

できました。  

 ２７日には大学生の方と一緒に万里の長城へ行ったり、北京オリンピックで使用された

「鳥の巣」と呼ばれるスタジアムを見ました。万里の長城では教科書で見た所へ足を踏み

入れました。実際の距離はかなり長く、一段一段の段差があって思った以上にきつかった

です。 

 私はこの「高校生日中親善交流事業」に参加して多くの方と出会い、日本と異なる物を

見ることができ、素晴らしい体験ができたことに感謝しています。これからは今まで以上

に何事にも挑戦したいという気持ちを持つことができました。  

 ８日間お世話になった胡霞さん、千石先生、メンバーの皆さん、本当にありがとうござ

いました。  

 

 

中国で感じたこと 

今治明徳高等学校矢田分校  平尾 貞人 

 

 私は今回の訪問で、間違った先入観を持っていたことに気づかされた。訪問に行く前は

とても不安で、楽しみではあるがどこか心から楽しめないだろうという気持ちがあった。

しかし、私の中国に対する考えが 180 度かわった物語を、ここで紹介させていただくこと

にする。  

 １日目、成田空港で『日本高校生中国親善訪問参加者』全員と合流した。尐し人見知り

な部分を持っていると自覚している私は、正直打ち解ける自信がまったくなかった。そっ

けなく自己紹介を終え、私たちを乗せた飛行機が北京へ向けて飛び立った。そして、北京

に着いて空港の綺麗にと整っている様や大きさに、私が想像していた『中国』のイメージ

が覆された。それから、私たちは西安に飛び立った。西安に着いた頃、あたりはとっくに

暗くなっており、バスでホテルに向かう際、辺りの景観を楽しむ余裕もなくあっという間

に『西安喜来大酒店』に到着し、疲れていたのでこの日は早めに休んだ。明日に待ち受け

る『中国』を全力で感じるために。  



 

 

 ２日目、この日は、メンバーの体調を考慮し、 22 日と 23 日の予定を変更し、私たちは

最初に歴史博物館へ向かった。歴史博物館には、ミニ兵馬俑をはじめとし、中国の古都『長

安』の地図、唐三彩、銅鏡、中国の十二支など教科書で見たことのある中国の歴史が凝縮

された所であった。歴史に興味がある私にはとても興奮させられるものばかりがあり、と

ても感動した。次に大雁塔広場に行った。とても広々としていた。そのあと、西安市第８

５中学を見学に行った。そこでは、中国の学生の授業風景をみたり、副校長先生に中国の

学生について語っていただいたりした。私は日本の受験がつらいものだと感じていたのに、

中国の学生の受験の話を聞いてから、私の考えは甘かったと感じるようになり、もっと勉

強をしなくてはいけないなと、とても良い刺激を受けた。そして、学校見学も終わり、西

安の市内散策に出かけた。日本でいう商店街のようなとこに行ったのだが、とても不思議

な店が立ち並んでいて面白かった。  

 ３日目、兵馬俑博物館と碑林博物館に行った。教科書でみて感じていた兵馬俑と、実際

見て感じた兵馬俑はスケールがかけ離れていた。自分の想像をはるかに超える大きさから、

秦の始皇帝の権力の大きさが壮大なものだったという事実が、兵馬俑博物館には刻まれて

いた。ここで、実際に行って本物を見ることの大切さを再認識した。  

 4 日目、天津外国語大学付属外国語学校に向かい、ホームステイ先のホストファミリー

と合流した。今回のスケジュールの中で、1 番緊張していたのがホームステイだった。し

かし終わってみると 1 番刺激的な 1 日を過ごしたと思える。  

 5 日目、ホームステイメイトと一緒に登校をして、日本語クラスの高校生の日本語の授

業にお邪魔した。自己紹介のプレゼンがみんなに伝わるか不安だったが、日本語クラスの

人達はみんな反応してくれたので、伝わったと思う。この後、日本語クラスの人達が、日

本語で漫才をやってくれたり、クイズをしたりした。特に印象にのこったのは、このクイ

ズ。 

これは、スクリーンに出たワードを私たちが日本語で説明し、中国の高校生がそのワード

をこたえるという形式で進行される。日本人である私たちがカタコトの不十分な説明をす

るのに対し、それを冷静に判断し、私たちより流暢な日本語で解答していく日本語クラス

の人達をみて、その語彙力に脱帽だ。そして、このあと体育の授業を見学したり、学校見

学をしたりなど、中国の高校生活を体験でき、非常に貴重な時間を過ごすことができとて

も満足した。  

 6 日目、天安門広場周辺を散策にいった。広場は私がイメージしていた通り、広々とし

ていた。ここでは、デモが起こることを警戒して荷物検査が行われていて、それを通過し

てやっと天安門や天安門広場に行くことができた。私は中国に来て、荷物検査の多さにも

驚いている。駅に入ることでさえ荷物検査があるのには、動揺を隠せなかった。そして、

王府井を散策した後、日本語作文コンクール表彰式に参加する中国高校生と交流した。 4

人の中国の高校生を相手に交流するとき、私は最初どうしたらいいのかわからなくてたじ

たじしていた。でも高校生たちが気さくに話しかけてくれて、とても盛り上がることがで

きた。どんどん積極的に質問をしてくる彼らから、ハングリー精神というものがひしひし



 

 

と伝わってきた。この精神こそが、私が外国語を学ぶ際に欠けているものであると痛感し

た。 

 7 日目、万里の長城に行った。私が想像していた万里の長城は、鼻歌でも歌い周囲の景

色を楽しみながら歩けるものだった。しかし、いざ歩き始めたらとても急な階段が立ち塞

がっていた。歩くのではなく、登るのだなとわかった瞬間である。だが、ただ登るのがつ

らかっただけではない。どんな方法をつかってこのような立派な防壁を昔の人がつくった

のか。と、改めて中国の歩んできた歴史の偉大さを感じられた。そして 8 日目、まだ帰り

たくない思いを残して日本へ帰国した。  

 最後にこの中国訪問で、私が持っていた先入観は捨てなければいけないと感じた。私の

周りに中国に対して良い印象を持っている人は、残念ながら尐ない。この事実をホームス

テイメイトに言ってみた。返ってきた言葉は、『それは残念。でも日本人が持っている中国

の悪い印象は、ずいぶん昔の中国です。今、中国は変わってきています。それはちゃんと

国民が教育を受けられるようになったからです。これからの中国はもっともっとよくなり

ます。だからこのことをみんなに伝えてくださいね。』だ。この言葉に、実際に中国の高校

生に触れた私は納得した。だから私は、中国の良さを周囲の人に伝えていきたいと思う。

間違った先入観は友好関係を築くことの妨げになる。日中関係も間違った先入観の影響を

うけているのではないだろうか。プレゼンで現代の遣唐使になりたいと言った私は、日中

がもっと友好になるために、どうすれば良いかわかった気がする。それは、お互いに双方

の『今』を知ることではないだろうか。過去に起こったことももちろん重要だが、さらに

重要なのは『今』であると私は思う。だから私は、中国の『今』を伝えていきたいと思う。

今回の訪問で学んだことを、これからの人生に生かしていきたい。  

 

 

訪中を終えて 

                          埼玉県立南稜高校 玉木 皓也 

 

はじめに 3 月 11 日に発生した、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した東北関東大地

震で亡くなられた方々に追悼の意を申し上げます。また、中国親善訪問参加者には、青森

県、宮城県からの参加者も含まれていましたが、（財）日本青尐年研究所のご配慮、家族の

応援もあり、全員が参加できた事を嬉しく思います。はじめに研修期間を振り返りたいと

思います。  

１日目  12:30 集合場所である成田空港第１ターミナルビル  南ウイング  F カウン

ター近くに全員が集合し、（財 )日本青尐年研究所の千石団長、胡霞さんの引率によって北

京に向いました。北京到着は夕刻６時頃、気温３℃、曇りでした。その後、北京空港で国

内線に乗り換え、西安に到着しました。バスに乗り西安シェラトンホテルへ。  

２日目 西安は最高気温１１℃、最低気温３℃、晴れのち曇りでした。歴史博物館、大

雁博物館を訪問し、広場散策、学校訪問。  



 

 

３日目 西安は最高気温１２℃、最低気温２℃、曇りでした。  兵馬よう博物館、碑林

博物館を訪問し、繁華街へ  

４日目 西安は最高気温８℃、最低気温３℃、曇りでした。  ９：３０西安喜来登大酒

店をチェックアウトして西安空港に向い、午後１時頃に北京に到着しました。  天津は最

高気温１２℃、最低気温５℃、晴れでした。 その後、天津へ新幹線で移動し、夕刻に「天

津外国語大学付属外国語学校」を訪問し、ホストと顔会わせ  

私のホームステイメイトとは、授業の話、日本と中国の違いや、お土産の話（大相撲の

関連商品、相撲カレンダー、番付表、相撲煎餅、相撲割り箸）の説明をしたり、楽しい時

間を過ごしました。  

５日目（天津）最高気温１２℃、最低気温５℃、晴れのち曇りでした。  朝ご飯はパン

を食べて、ホストと登校し、参加メンバー達が日本での学校生活についてプレゼンテーシ

ョンを行いました。 私は、大変に緊張しましたが、皆さんが真剣に話を聞く姿勢に、感

動すると共に、説明不足が無いかとか、努力が不足していないか、心配しました。  

昼食は、天津外国語学校の食堂でバイキング方式でいただきました。和気藹々と談話し

ながら食べました。昼食後に天津の市街を散策し、夕刻には北京に新幹線で移動しました。

北京は最高気温１２℃、最低気温７℃、晴れのち曇りでした。  

６日目 北京は最高気温１７℃、最低気温４℃、晴れのち曇りでした。  午前中に天安

門付近を散策し、昼食をマクドナルドで食べて、午後から日本語作文コンクール表彰式に

参加しました。 プレゼンは、全般的に真面目に聞いてくれて感銘を受けました。  座談

会では、積極的な姿勢が印象的でした。  

７日目 北京は最高気温１３℃、最低気温４℃、晴れでした。  朝食後にバスで約２時

間移動し、万里の長城に到着しました。  仙人のような格好をした裸足の人が印象的でし

た。 

８日目 北京は最高気温、最低気温も前日とほぼ同じで晴れでした。  最後の朝食はバ

スの中でヨーグルトを食べました。北京空港に向い、定刻９：２５発、成田１３：５５で

の帰国しました。  

 

今回、同行して頂いた（財）日本青尐年研究所の千石団長、胡霞さんにはお礼を申し上

げる事と同時に参加したメンバー達との友情が深くなったことに感謝しています。  

僕は今回初めて中国を訪問しましたが、中国の文化、生活習慣、国民性など、今までの

イメージとは違った中国を経験しました。また、訪問した場所は本当にいい所、いい人ば

かりで「中国」という国は日本で報道されているものとはまったく違う面も持っているこ

とが分かりました。いろんな歴史的な建物を訪問して感じるものはとても多く忘れられま

せん、また中国の学生は非常に勉強熱心で英語はもちろん日本語も非常に上手で会話には

困りませんでした。学生に学校生活を聞くと日本とは比べものにならないほどに勉強をし

ていました。僕は去年韓国の学生と交流もしましたが韓国でも同じでした。日本と中国の

違いの一面として勉強があることが分かりました。  



 

 

中国の学生達とは短時間の交流でしたがとても仲良くなることができました。 E メール

や facebook などインターネットを通してこれからも交流していきたいです  

そして研修に一緒に参加した日本の学生は日本全国 8 県だったので中国だけでなく日本

各地にも友達が出来ました。 8 日間を通して本当に仲良くなれて今でもメールを頻繁にし

ています。これからも交流を深めていきたいです。  

 

今回の中国訪問を通して、私が学んだ事は本当にたくさんありました、この経験は一生

忘れないものになりました。今回訪中することができて本当に良かったです。この経験を

これからの人生に役立てていきたいです。  

再来、中国！   

 


