
 

 

 

愛知県立知立東高等学校 日高 舞穂 

 

３月２１日（月） 

美音とは facebook で中国行きが決定してから連絡をとりあっていたけど、地震のことがあっていけ

るかどうか本当に心配だった。どんな人たちと行くのか、メンバーとうまくやっていけるかどうか心配

だったけど、とりあえず、ひとりも欠けることなく全員で行けることとなり本当に良かったと思った。 

北京に着いたとき、空港の広さ、設備のよさに驚いた。とびかう中国語、中国語の標識をみて、中国に

来たんだということを実感した。西安に着いたとき、外の気温が１度ですごく寒かった。空港から出る

と、空気が黄砂のせいかすこし埃っぽかった。ガイドの劉さんとも出会い、明日からが楽しみだ。 

 

３月２２日（火） 

午前に歴史博物館、大雁塔広場を見学し、午後には西安市第８５中学を見学した。一般的な公立高校

ということだった。高校１年生の英語の授業を見学できたのがわたしにとってはすごく良かった。普通

の教室で中国人の先生が英語を教えていた。スライドを使った授業で、生徒に問題を次々と解かせて、

先生は 1問 1問丁寧に説明をしていた。指名されて立って発言している生徒もいた。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た。その日中国高校生が受けていた授業の内容は私もすでに学

習した内容だったのでスライドの問題を頭の中で解いてみたけどなかなか難しかった。わたしは前々か

ら言語教育に興味があったし、同じ学年の中国高校生がどんな授業を普段受けているのかを実際に見学

できたのはとても良い経験となった。 

 

３月２３日（水） 

以前、「こんなに兵隊の焼き物が並んでる場所があるのか」と興味深々に世界史の資料集の写真を見

ていた兵馬俑を実際に見れて良かった。ほんとに広かった。碑林博物館では、漢字の原点である文字が

書かれた石碑を見た。論語が書かれている石碑を見ると、私の漢文の教科書と同じ部分があって感動し

た。西安の市外散策では、茨城大学に通っている昱伸ちゃんが案内してくれた。日本語がとても流暢な

ことに驚く間もなく、初対面だったけど深い話をすることができた。わたしにとって、昱伸ちゃんは中

国で初めて出会い、日本語で交流をした相手だった。昱伸ちゃんは、値段交渉の通訳をしてくれたり、

電子辞書を使って一生懸命説明してくれたりと、とても優しかった。でも、日本に３年間いると言って

いた昱伸ちゃんだからかな、とも思ってしまった。はやくたくさんの中国高校生と交流して、中国をわ

かりたいという思いが強くなった。 

 

３月２４日（木） 

北京の空港から北京单駅に行くバスでトラブルが発生したけど、なんとか快速列車で天津へ。天津の

駅に着くと、天津外国語学校の生徒２人が迎えに来ていてくれた。はやく中国高校生と交流したい！と

思っていた私はわくわくして、積極的に話しかけていると中国高校生の２人は笑顔で会話してくれた。

緊張した様子だったので、「ごめんね、わたし話すのはやいかな。」というと「いえいえ、ただ、こんな

にたくさん日本語で話しかけられたことなかったので…なんか、アニメから出てきたみたいです」と言

中国親善訪問 １週間の日記 



っていた。でも、日本に住んでいたわけでもなくましてや日本に行ったことがないのに、私の早口の日

本語が聞き取れて、不自由なく返事ができるなんて…と初っ端から驚かされてしまった。ホームステイ

メイトの王羽萌ちゃんも同じく日本語が流暢でホームステイを不安に思うよりも期待する思いが大き

くなった。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

う。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

した。ホームステイは人生初だったけど、とてもよかった。できることなら、あと２日、いや、一週間

は萌ちゃんの家族と一緒に過ごしてみたかった。 

 

３月２５日（金） 

ホームステイメイトの萌ちゃんと一緒に登校。萌ちゃんは普段は量に住んでいるので、今日泊めても

らった実家は遠いので、お母さんがタクシーを用意してくれた。学校に着き、教室に向かう途中にすれ

違う生徒に「おはよう」とか「ニイハオ」とか声をかけたけど返してはくれず、ただ尐し照れているよ

うな顔をする子もいれば、不思議そうに私を見てきた生徒もいた。中国には校内ですれ違う人に挨拶を

する習慣がないのかなと思った。教室に入ると、みんなは朝ごはんを食べていた。ハンバーガーを食べ

る子やパンを食べる子、ビスケットを食べる子などいろいろだった。朝が早いかららしい。宿題のプリ

ントのわからないところを友達に聞いている友達がいて、日本と同じ光景だなと思った。体育の授業は

日本と違ってとても自由だった。準備運動が尐し違っておもしろかった。美術の授業に参加したあと、

８００メートル走に参加した。私の足どりが遅れていると、手を引いて一緒に走ってくれる生徒がいた。

とても辛かったので、全校生徒が毎日していると聞いて驚いたけど、部活動があまり盛んではないと聞

いたので、それなら良い運動だと思った。 

天津外国語学校の生徒 4人と天津の繁華街を散策して、とても楽しかった。今日気づいたのは、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ということだ。でも、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。中国語だからどんな話をしていたかわからないけど、とても楽しそうで日本ではありえな

いと思った。これはタクシーだけに限らず、繁華街の店員さんともだった。中国同士ではあまり他人意

識がないと分かった。 

 

３月２６日（土） 

このプログラムで日本へ行った中国人の OB、OG の大学生のみなさんが、天安門広場とワンフーチン

を案内してくれた。みなさん日本語がとても上手で深い話をすることができた。天安門広場では、世界

各国から観光客が押し寄せておりすごい人ごみだった。それとともに、荷物検査が２回あったり警察が

いたりしたので丁さんに尋ねると、テロなどにとても敏感な政体であると教えてくれた。午後から、日

本語作文コンクールの表彰式に参加する生徒たちとの交流会があった。交流会に集まった生徒たちは中

国各地から来ていて、漢民族以外の生徒もいた。中国はたくさんの民族から成り立っていると知ってい

たので、朝鮮族やモンゴル族の生徒と会えて良かった。同じ中国人だけど、なまりがあると言っていた。

座談会で 4人の生徒と話していて嬉しかったのは「日本人の先生が学校にいるけど、そのふとはすっご

く優しいんですよ。」と言っていたこと。日本人は嫌われているのではと思っていたけど、日本人と実

際にかかわっている人は日本人の良さをわかってくれているんだなと感じることができたから。座談会

で中国高校生と本音の会話ができてよい経験となった。 



３月２７日（日） 

朝から万里の長城へ向かった。途中の道ですごく渋滞してしまった。その道は左側通行のルールが完

全に無視されて道が大変なことになっていた。ようやく万里の長城につくと、多くの観光客でにぎわっ

ていた。会談がすごく急なことにおどろいたし、開始してすぐに息が切れるほど大変だった。頂上まで

の城壁には常に、どのレンガにも落書きがあった。さすがにその時に書き込んでいる人はいなかったけ

ど、いろんな言語で書かれていて、世界遺産なのに…と良い気持ちはしなかった。もっとたくさん話し

たかったのに、喉を傷めてしまって大学生のみなさんとあまり話せなかった。その日の夜に熱を出して

しまったけど、あとは日本に帰るだけだったので運が良かったと思う。 

 

３月２８日（月） 

一週間お世話になった中国ともお別れ。一週間この国で過ごして中国、中国人のことが前よりわかっ

た気がする。一週間その地にいると、慣れて、観光で来ている気が薄くなっていき、もっと中国に近づ

けるのかなと思った。今回は日本語を習っている高校生と交流をしたけど、日本語が話せない生徒とも

交流をしてみたかった。だから、中国語がはなせたらよかったのになと思った。一週間一緒に過ごした

メンバーとの出会いは本当に運命的だと思うので、これからも交流しようと話して成田空港で解散をし

た。美音が高熱を出してしまったり、車がパンクしてしまったりトラブルもあったけど、本当に楽しか

った。家族や友達に、わたしが中国で感じたことをはやく伝えたい！と、わくわくしながら帰った。 

 

 

仙台南高等学校 高橋美音 

 

○ ３月２１日 

朝、ホテルで朝食をとり、９時にホテルのロビーで玉木さんと待ち合わせをし、成田空港へと向った。

車で２時間くらいで着いた。成田についてからは、玉木さんと一緒に昼食をとった。その後、集合場所

に行った。そのとき、皓哉君のお父さんが、私と皓哉君にキティーちゃんのキャラメルをくれた。すご

く嬉しかった！ そして団員のみんな、胡霞さん、千石さんと対面。みんなと会えて嬉しかった。その

後、荷物をあずけてから飛行機に乗った。初めて乗った AIR CHINA は、機内のイスなど所々が壊れてい

て、尐し不安になったが、着陸がとても上手だった。北京についてからは、中国に来れたことへの感動

がこみ上げてきた。北京空港はとても広く、空港内を電車で移動することに驚いた。預けていた荷物を

受け取るとき、私のかばんのベルト(ケーキ柄)がなくなっていた。玉木さんに褒められていたベルトだ

ったので、残念だった。荷物を受け取った後、すぐに西安へ行く手続きをして、機内に入った。まりさ

んと席が隣で、とても仲良くなった。北京から西安までは 2時間くらいで着いた。西安に着いて、すぐ

に気温の低さを感じた。西安の空港のトイレに行ってみた。驚いた。私は空港のトイレは清潔なイメー

ジがあった。西安の空港のトイレは、私のイメージとは違っていた。空港の外に出てみると、外はもう

薄暗くなっていた。ほとんどの車が薄汚れていた。黄砂かな？と思った。バスに乗って、日本語の上手

なりゅうさんのガイドと共にホテルへ向った。ホテルに着いて、立派なホテルだっとは聞いていたが、

驚いた。Gossip girl(ﾄﾞﾗﾏ)を思い出した。ホテルの部屋は、春佳ちゃんと一緒だった。部屋について

からは、シャワーを浴びて、NHK を見て、春佳ちゃんと語って、就寝。 

 

 



○ ３月２２日 

今日は午前中、西安の博物館などをまわり、午後は西安市第８５中学を見学した。朝食はホテルのバ

イキング。種類が豊富で、味もおいしかった。その後は、バスで歴史博物館へ。中学校で学んだ中国の

歴史の出来事と、博物館の展示品とがリンクしていて勉強になった。しかし、博物館内は予想以上に広

く、尐し疲れた。その後は屋台を散策し、昼食をとった。昼食は地元のポピュラーなお店で、中国ラー

メンとお肉をはさんだパンを食べた。中国ラーメンは、おいしくなかった。しかし、お肉をはさんだパ

ンはとてもおいしかった！私はこのお店で、いくつかのことに驚いた。まずひとつが、店員さんの態度。

日本の「お客さんをいたわる接客」になれていた私にとって、出来上がった料理をお客さんの前に勢い

よく置き、中身がこぼれても全く気にしないという接客は、ただ驚くばかりだった。この接客は他のお

店でも同じだった。昼食の後は、西安市第８５中学へ行った。すごく歓迎してくれて嬉しかった。一人

一人にフルーツを準備して下さった。ありがとうございました！授業や教室を見学させていただいた。

授業の進め方や内容は、私の学校の授業とあまり変わりはなかった。勉強頑張ろう、と思った。カウン

セリングの先生によると、中国の高校生の恋愛は、あまり認められていないと聞いた。勉強の邪魔にな

るからだそうだ。そのくらい勉強に力を入れているのだなと感じた。夜は、ホテルの近くの西安料理の

レストランへ行った。店員さんの化粧がおもしろかった。料理の味はおいしかった。ホテルに帰ってか

らは、団員のみんなと話をしたりしてから就寝。 

 

○ ３月２３日 

今日は 1日中観光をした。まず、この訪問の楽しみの 1つでもあった、兵馬俑博物館を見学した。本

物の兵馬俑は、とても迫力があった。近くから見ると、顔の表情や、髪の毛や、靴の裏のスベリ止めな

どの、細かい部分まで作られていて驚いた。すばらしい技術だと感心した。りゅうさんのガイドによる

と、靴の先の尖鋭さによって、その人の地位を現している。高くなるにつれて地位も高くなっている。

今まで知らなかったことを知れてよかった。昼食は一般的なレストランで。とてもおいしかった！レス

トランの下にあるお土産屋さんで、ブレスレットを買った。まりちゃんとまほちゃんとおそろい。店員

さんに交渉して、280元から 80元で買うことができた。この時買ったブレスレットはお気に入り。その

後は、西安の市場へ。市場は、狭い路地の中にたくさんのお店が並んでいて、物があふれていた。私の

イメージしてた中国の市場だった。この市場は値切り交渉で値段をきめる。私たちは電卓をつかって、

店員さんに希望の値段を見せて値切った。とても楽しかった！売っている物もおもしろい物ばかりだっ

た。 

 

○ ３月２４日 

今日は午前中、西安から北京へ飛行機で移動。北京空港に着いた時、ちょっとした事件が起きたが落

着。北京は晴れていた。北京についてからは、バスでホテルへ向った。そのとき、バスが故障してしま

い、急遽、他のバスで駅まで行くことになった。駅についてからは、快速列車に乗って天津へ向った。

列車の内装はとても綺麗で快適だった。ペットボトルの水が置いてあり、自由に取ってよいのだ。３０

分ほどで天津に着いた。天津では、天津外国語学校の先生方が迎えにきてくださっていた。尐し歩いて

人の列に並んだ。最初は何の列なのか分からなかったが、近付いていくにつれて、これはタクシーを待

つ列なのだと分かった。中国のタクシーは、日本のタクシーに比べて乗車料がとても安かった。聞くと

ころによると、初乗り８元だそうだ。中国のタクシーは、値段も安い上に、タクシーの台数も多く、便

利だと感じた。タクシーに乗って天津外国語大学付属外国語学校へ着くと、日本語クラスの生徒と先生



が、校門のあたりで待っていた。すぐに「こんにちは！」と挨拶をした。するとすぐに、何人かの生徒

さんが、とても上手な日本語で喋りかけてきてくれた。その後、ホストスチューデントと対面し、すぐ

に各家に帰った。あまりに早い解散に若干とまどったが、すぐにホストスチューデントのすんちゃんと

打ち解け、ﾊﾞｽに乗って帰った。この時初めて中国の乗り合いのバスに乗った。内装などは日本とあま

り変わりはなかったが、運転がとても荒く、何度も転びそうになった。一緒に乗っていた、何人かの生

徒さんは転んでいた。その時の声が、印象的だった。家の近くのバス停でおり、尐し歩いた先にある集

合住宅がすんちゃんの自宅だ。５階にある、すんちゃんの自宅まで行くまでの間に、すんちゃんの家族

の話をした。すんちゃんはご両親が大好きで、特に優しいお母さんが好きだそうだ。私もふくめて、私

の周りの友達の中には、日本人独特の感情があるせいか、なかなか自分の両親のことを褒める人がいな

いので、関心を持った。５階について、チャイムを鳴らすと、すんちゃんのお母さんが出てきた。すぐ

にすんちゃんのお父さんも帰ってきた。夜は４人ですんちゃんのお母さんが作ってくださった中華料理

を食べた。お父さんがワインをあけてくれた。今日はすんちゃんの１６歳の誕生日だったのだ。料理は

どれもおいしく、私はご飯をおかわりした。すんちゃんのお母さんは「美音はやせてるから、牛肉をた

べさせるわ」と言い、私に何枚も牛肉をとってくれた。すんちゃんのお父さんは、私にたくさん話しか

けてくれた。私がお父さんとお母さんと会話する時には、いつもすんちゃんが通訳してくれた。私が中

国語を喋れたら、もっと会話が出来るのになと思った。食後はすんちゃんの部屋で、さまざまなことに

ついて話した。とても楽しかった。その後、シャワーを浴びて、歯を磨いて就寝。明日は６時起き。 

 

○ ３月２５日 

朝６時に起床。すごく喉が痛かったので、うがいをした。朝食は、甘いパンとホットミルクと果物。

果物はドラゴンフルーツ。普段食べたことがないフルーツだったので、食べれてよかった。朝食後は、

家族全員と私で集合写真を撮ってから出かけた。お父さんの車で、学校の近くまでおくってもらった。

私は、車の中で電子辞書を片手に、カタコトの中国語で、「ご親切ありがとうございました。」と言って

みた。すんちゃんがすぐに、キレイな中国語で言い直してくれた。お父さんとお母さんは、笑顔で「ど

ういたしまして。」「また中国に来てください。」といってくれた。すごく嬉しかった。車から降りると

き、運転していたお父さんとは、「謝謝！」といいながら握手をした。わざわざ降車してくれたお母さ

んとはハグをした。またいつか会いたいな。学校についてからは、教室ですんちゃんの友達や日本語を

勉強しているという生徒の人たちと話した。その中でもとくに仲良くなったのが、かんちゃんだ。かん

ちゃんは、ついこの間まで秋田県の高校に留学していた。とても日本語が上手で、日本の JK だ！と思

った。メインの交流会は、準備していたプレゼンも、尐し緊張してしまったものの、しっかりとこなす

ことが出来た。中国の生徒さん方の劇も、とてもとてもおもしろかった！交流後は、体育の授業を見学、

体験した。私はみんなで一緒にバレーボールをした。みんなと協力できて楽しかった。室内での授業の

後は、外で全校生徒と一緒に８００メートルを走った。しかし私は喉がいたいので走らなかった。心配

してくださった、胡霞さんと趙先生は、私を保健室に連れて行ってくださり、熱を測った。まさかの 38.3

度。私は、お昼までの授業まで、職員室で休ませてもらうことにした。中国では、熱がでたときには、

お湯をたくさん飲むと良いと胡霞さんから聞いた。お昼になり、熱をもう一度測った。37.5 度まで下が

っていた。体も楽になった。昼食は学校の食堂で食べた。午後は、天津の街を散策した。中国チックな

建物がたくさん並ぶ商店街のようなところを、まりちゃんと馬くんと一緒に回った。すごい職人技をつ

かった物やおかしがたくさんあった。飴細工は見ているだけでも楽しかった。夕方、北京へ移動し、ホ

テルに行った。夜ご飯は、ホテル内にあるレストランで。胡霞さんが、喉に良いからと菊のお茶を飲ま



せてくださった。温かくて美味しかった。夜、体のだるさを感じ、熱を測ってみると、39.0度もあった。

驚いた。団員のみんなが心配してくれて、胡霞さんと皓哉くんと貞人くんと病院にいくことになった。

夜な夜な申し訳なかった。病院はホテルから歩いて２分の所へ行った。女の先生２人に診察してもらい、

薬をもらって帰ってきた。薬は漢方だった。とても苦くて飲むことに苦労した。しかし、その漢方がき

いたのか、熱はすぐに下がった。ありがとうございます。 

 

○ ３月２６日 

今日は日本語作文コンクールの表彰式に参加する予定だったが、私は体調をくずしていたので、ずっ

とホテルで寝ていた。昨夜もらった薬と漢方が効いたのか、体が楽になった。交流会には参加できるこ

とになり、２つ隣の部屋へ行った。みんなすでに座談会をしていて、私は貞人くんの班にはいることに

なった。班のみんなは、笑顔で私を迎いいれてくれて、私の心配までしてくれた。本当に優しい人たち

だった。交流はとても楽しく、笑が絶えなかった。お土産もたくさんもらった。ありがとう！交流後は

写真を撮り、ご飯をたべた。食後はみんなで外を散策する予定だったが、私はホテルで待っていた。み

んながホテルに帰ってきてからは、４人でトランプをした。中国風大富豪のルールを教えてもらった。 

 

○ ３月２７日 

朝目が覚めると同時に、激しい腹痛におそわれた。今までに体験したことがないくらい痛く、気を失

ってしまいそうになった。同じ部屋のまりちゃんに頼み、胡霞さんを呼んできてもらい、病院に行くこ

とになった。病院までは、モンゴル族の男の子と、もう 1人の男の子が背負ってくださり、京都に留学

していた日本語の上手な女の子と中国の日本語の先生が付き添ってくれた。病院までの間は、あまり意

識がなかったが、私を背負って、一生懸命に走ってくださったことは覚えている。病院についてからは、

痛みが尐し落ち着き、診察を受け、薬と漢方をもらい、帰ってきた。病院で待っている間、中国の日本

語の先生方が、私の手や足をさすってくださったのを覚えている。みんなの優しさが、本当に本当に嬉

しくて、胸が熱くなった。感謝しきれない。ホテルにもどってからは、長時間寝ていて、気が付いたら

夕方になっていた。起きた時、朝の痛みが嘘のように体が楽になっていた。夕食を食べに、ホテルのレ

ストランヘ行った。北京ダックを食べた。北京ダックは尐し油っこかった。その後は、スーパーへ行き、

荷物をまとめた。まりちゃんが私の分まで撮ってきてくれた、万里の写真を見たり、話をしたりして、

就寝。 

 

○ ３月２８日 

朝、６時 30 分にホテルを出発し、空港へ。ホテルから空港まではバスですぐに着いた。空港につい

てからは、荷物をあずけ、空港内のお土産屋さんを散策し、東京行きの飛行機に乗った。乗客は尐なか

った。やはり、震災の影響で、日本に行く人が尐ないのだろうか。離陸するとき、たくさんの思い出が

あった中国を去ることが、とても寂しかった。頭の中には、私が倒れたとき、お世話してくださった方々

の顔や、交流したみんなの顔が浮かんだ。謝謝！また中国に来ようと思った。それからは、話をしたり、

寝たりして過ごした。機内食がでた。味については触れないでおこう。いつのまにか成田空港に着いて

いた。日本に帰ってきたんだと思った。そして、団員のみんなとお別れだなと思った。 

空港に入ってからは、あっという間にみんなが待つ場所へ。みんなと別れてから、迎えに来ていた父と

母と一緒に車で帰った。車にのってからは、中国での出来事をひたすら話していたが、話終わり、ふと

冷静になってみると、団員のみんなが恋しくなった。日本の各地に行ってしまったんだなと思った。い



つの間にか車の中で寝ていた。起きると家についていた。車のドアを開けると、くま(犬)が、勢いよく

とびかかってきた。１週間ぶりの再会。くまは尐し太っていた。家に入り、兄と妹と祖母に会い、お土

産を渡した。私が中国に行く前には通っていなかった水道が復旧していた。よかった。しかしまだカス

が復旧していなかった。トランクを空けたが、なにも手をつけずに寝てしまった。  

 

 

神奈川県立中央農業高校 和泉 桂 

 

３月２１日（月）初日（日本から西安へ） ＡＭ２：００ 

 今日から中国親善訪問が始まった。正直なところ中国に行くのが不安だった。 

 いや、中国に行くと言うことより日本のメンバーと友達になれるかが心配だった。いざ成田空港とは

いっても、一度もいったことが無かったので今日初めて行ってみて空港の大きさに驚いた。空港まで胡

霞さんと千石先生とご一緒することができよかった。 

 そして、一緒に行くメンバーと対面。簡卖な自己紹介と挨拶でみんな第一印象は「個性的」だと思っ

た。あまり積極的に話しかけられなかった私は「友達になれるかなぁ・・。」という気持ちで胸がいっ

ぱいになった。でも、時間が経つに連れて徐々に会話が弾み楽しかった。飛行機に乗ると初めての海外

だったということもあり、緊張した。飛行機には３時間以上のった。初めて機内食も食べた。機内食の

昼食はまぁまぁだったが、夜、北京から西安に行く飛行機内で食べたバーガーみたいな物は正直おいし

くなかった。やっと、西安に到着。空港からバスでホテルまで向かった。長時間座っていたせいかお尻

が限界を迎えていたため、バスの揺れや衝撃が痛かった。そしてホテルに到着。さすがシェラトンホテ

ル、中は凄く綺麗で豪華だった。部屋に着いてからお風呂に入った。初日である今日は１日かけての日

本から中国の移動だったから疲れた。でも中身の濃い一日になった。日本はもう三時を過ぎている、今

日はこれ位にしておこう。 

 

３月２２日（火）二日目（歴史博物館、大雁塔広場、西安市第８５中学の見学） 

 とにかく今日は疲れた。昨日寝不足だったのが響いたのだろうか。中国に来て二日目、やっと中国へ

来たのだという実感が湧いてきた。しかし、なかなか中国での食事が口に合わなかった。今日行った博

物館では中国の昔の歴史を実際に展示物をみて学ぶことができたが、中には気持ち悪い土偶があったり

して見ていて面白かったし見ていて飽きなかった。その後大雁塔広場はあんまり時間が無く、あまり店

や建物をゆっくり見ることができなかった。尐し物足りなさを感じたが、出店はどれも賑やかで華やか

だった。その後中学校に行く前に素麺をラーメンにしたような料理を食べたが、量が多すぎて食べきれ

なかった。そして、私の苦手なハンバーガーみたいな物も出てきて４分の１しか食べれなかった。料理

が口に合わなかった。残してしまい申し訳ないと思った。また、びっくりした事は店の中の床にニンニ

クの薄皮が一面に散らばっていたことだ。まず日本ではあり得ないことだと思った。その後に行ったお

茶屋さんのお茶は本当に美味しかった。そこで初めてヒマワリの種も食べた。 

 そして、中学校へ訪問。日本では考えられないぐらい広く、そして建物が大きかった。校舎も綺麗で、

様々な部屋が沢山あった。中でも面白いと思ったのがストレスを発散する部屋で、よくボクシングで使

うグローブと人形があり、自分の高校にもこういう場所があればいいのにと思った。そして、ここの中

学は心理カウンセラーにも力を入れている学校で、沢山の施設があり日本との違いを感じた。 

 夕食はホテルから歩いてすぐの高級レストランで食べた。餃子が凄く美味しかった。 



 夜はスーパーで買ったお菓子や飲み物を持って、メンバー全員でゲームや話しをして楽しかった。オ

リーブが不味かった。そして自分のカードゲームの弱さを痛感した。 

 

３月２３日（水）三日目（兵馬よう博物館、碑林博物館見学）ＡＭ２：４５ 

 今日はバスに乗って一時間、兵馬ようを見に行った。ホテルがある場所とはだいぶ雰囲気の違う場所

だと思った。実際に兵馬俑をみてスケールの大きさに圧倒された。何百体もの土偶が一面に立っている

姿は威圧的であり、そして不気味でもあった。そして何故か昨夜から私のあだ名が「草（くさ）」にな

った。どうやら草花部という部活に所属していることから付けられたらしい。でも、このあだ名をきっ

かけにメンバーの人と更に仲が良くなれた気がする。しかし、今日はよく歩いたし、写真も沢山撮って

すごく充実していたと思う。それに今日は中国に来て初めて、中国らしい出店がたくさん並ぶ商店街で

買い物をすることができた。欲しいものを電卓を使って値切ったりして面白かった。歩いていると色ん

な人に勧誘されたが、どうやら日本人はあまり好かれていない様子だった。その後の夕食は食欲が無く

あまり食べることができなかった。まだ中国の食べ物に慣れていないのだと思った。そして今日でシェ

ラトンホテルは最後なので、夜はメンバーと部屋で語りました。今日の見学で分かったことは、中国人

はバイクに乗る時ヘルメットを被らなかったり、中国はよく事故が起こらないなぁ、と思うくらい人々

が好き勝手に道路を歩き回ったりしているのを見て、ある意味すごいと思った。 

 まだ三日目だけど、メンバーのみんなと買い物に行ったりして面白かった。「くさ」、って呼ばれるの

はあんまり嬉しくないけど、仲良くなれて良かった。あと五日間頑張っていこうと思う。明日は北京へ

戻る、はりきって頑張っていこう！ 

 

３月２４日（木）四日目（ホームステイ） 

 今日はいつもより早起きをしてホテルを出発した、シェラトンホテルよ、さらば。 

 久しぶりの飛行機に乗って西安から北京へ行った。飛行機は気流の悪いところを通りかなり揺れた

が、あまりの睡魔に酔うことはなかった。西安はとても楽しかったから離れるのは尐し寂しかった。で

も北京も楽しみだった。飛行機では耳の痛みに耐えやっと到着。バスで駅まで移動していたらハプニン

グが起きた。バスのタイヤが高速道路のど真ん中でパンクしてしまったのだ。この事件以降みんなのテ

ンションはガタ落ち。このタイミングでのパンクは正直かなりきつかった。でも、無事に天津に到着で

きて良かったです。無事に高校に着くと中国の高校生の皆さんが暖かく迎えてくれて嬉しかった。そし

てホームステイをする生徒さんと対面。私はニックネーム「りょうさん」のお家でお世話になった。初

めはお互いに緊張していたせいか、あまり話しをすることができなかったが、次第に仲良くなることが

でき良かった。家までは、りょうさんのお父さんが車で迎えに来てくれた。とても優しいお父さんだっ

た。家に着くと、お母さんが餃子を作ってくれ、とても美味しかった。皮から手作りの餃子を食べたの

は初めてだったから嬉しかった。ご飯を食べた後は中国で人気の日本のアニメや動画、曲を聴いたりし

て遊んだ、するとお父さんが写真を何枚も撮ってくれた。どうやら私のカメラをとても気に入ってくれ

たようだった。その後は日本の四文字熟語やことわざを調べて遊んで楽しかった。ホームステイができ

て良かった。 

 

３月２５日（金）五日目（外国語学校へ登校） 

 今日はホームステイ先のりょうさんと一緒に学校へ登校した。学校まではりょうさんのお父さんが送

ってくれた。朝は５：４０に起床。朝から麻婆豆腐は尐し辛かった。お腹がいっぱいになったところで



学校へ行った。意外にもりょうさんのご両親とのお別れはさっぱりしていた。日本人だったらどんなお

別れをするのかが気になった。７：０５に学校に到着、学校は６階まであり、４階の教室に行った。教

室に入ると沢山の人が挨拶をしてくれ、嬉しかった。その後クラスで歓迎会を開いてくれ、初めにプレ

ゼンを発表した。緊張はしなかったものの、もう尐し練習をすれば良かったと後悔した。私たちのプレ

ゼンの後は、中国の生徒さんがショートコントをし、また中国の生徒と日本人の生徒でペアになってジ

ェスチャーゲームをした。私のペアは優勝し、マメのお菓子をもらった。その後は自由時間みたいな感

じで、私は日本から持ってきた漫画やお菓子などをみんなにプレゼントした。みんな喜んでくれてよか

った。歓迎会が終わると、体育の授業に参加して、バレーボールやその他のゲームをして遊んだ。とて

も面白かった、と思いきや８００Ｍ走ることになりショックを受けたが久しぶりに走ってみて楽しかっ

た。次に美術の授業に参加してみて、日本の授業との違いを感じた。日本の美術の授業は作製するのが

多いが中国では座学（美術史）の方が多いと聞き驚いた。お昼は学校の学食を食べ、今までの中国の料

理で一番美味しいと思った。その後は、色々なお店で買い物を沢山して本当に楽しかった。今日で天津

とはお別れなのが悲しかったけど、中国の友達とアドレスを交換できて良かった。天津から北京までは

新幹線にのって移動。ホテルに着いたら、どっぷりと疲れが出てきた。 

 

３月２６日（土）六日目（天安門広場散策、北京学生と交流会） 

 今日は朝から寝坊をして驚いた。起きたら集合時間の８：００だった。急いで朝食を食べ、支度をし

た。天安門広場までは地下鉄に乗り行った。天安門広場はすごく広くて、人が多く混んでいた。天安門

はテレビで見るよりもずっと大きく驚いた。毛沢東は本当にみんなから愛されているんだな、と思った。

広場で沢山写真を撮った後は自由行動で、３人で果物を串に刺し、飴でコーティングしたお菓子を食べ

た。私はちなみにパイナップルを食べ、それだけでお腹がいっぱいになった。ちなみに値段は８元だっ

た。パイナップルを食べていたため、時間が無く殆どお土産は見れなかったが美味しかったから別にい

い。その後は昼食にマックを食べた。中国のマックは初めてだったから楽しみだった。いざ食べてみる

と結構辛くてびっくりした。ポテトは絶対に日本のほうが美味しいと思う。お腹いっぱいになったら急

いでホテルへ戻り交流会へ、初めは前回よりも長めのプレゼン。今回はアドリブや実体験も交えて発表

したため、笑ってくれたり、真剣に話を聞いて入れていた。その後のグループでの座談会は環境問題か

ら恋愛話しまで色々な事を話した。中国の学生のみんなは本当に日本語が上手でびっくりした。私も中

国語を教えてもらったりして勉強になった。座談会が終わるとグループのみんなと夕食を食べて面白か

った。最近中華料理がすごく美味しいと思うようになった。夕食が終わると、グループで北京の町へＧ

Ｏ！大きなデパートに行き色々なものを買った。この日ちょうど中国で大人気のスターがデパートに来

ていて、すごい混んでいた。その後ホテルに戻りみんなとゲームをしたりして遊んだ。中国の学生は王

様ゲームが気に入ったらしくとても盛り上がった。今日は本当に楽しかった。明日は万里の長城、頑張

る！ 

 

３月２７日（日）七日目（万里の長城、鳥の巣） 

 今日の朝はちゃんと起きることができた。９：００出発に合わせて８：００に朝食を食べにいった。

今日で中国の高校生とはお別れだった。みんなはとても優しくていい人達ばかりだった。そして美味し

かった朝食を終え、バスで万里の長城へ、当初は２時間ほどで到着の予定だったが、渋滞で３時間かか

った。しかもバスは歩道でＵターンし猛スピードでクラクションを鳴らしながら走り出したので怖かっ

た。やっとの思いで万里の長城に到着。しかし、ここからが本番だった。いざ、万里の長城を登りはじ



めると、階段の幅が１つ１つ違ったり、高さがバラバラなので開始１０分でへとへとになりました。多

分人生で一番疲れた瞬間だったと思う。でも、登っていくと段々楽になっていった。恐らく第２スイッ

チが入ったんだと思う。でもある程度登ったところで肉体的にも、精神的にも限界だったので早めに降

りることにした。しかし、登るよりも降りる方が辛かった。けど万里の長城は本当に景色も凄かったし、

人生で本当にいい体験になったと思う。登ることができて本当に良かった。 

 万里の長城の後は、北京オリンピックの会場になった「鳥の巣」を見に行った。道が凄く広くて長い

ことに驚いた。そしてちょっと恐ろしい有名なキャラクターにも遭遇した。歩いて建物を見た後は２回

目のマックにいった。私はマックナゲットを食べ、日本のナゲットよりソースが美味しいことに感動し

た。その後ホテルへ戻り夕食。北京に来て初めて「北京ダック」を食べ、とても美味しかった。中華料

理が大好きになっていることに気づいた。今日で中国を満喫するのが最後だった。明日は中国ともお別

れ。悔いのない一日にしたい。 

 

３月２８日（月）八日目（お別れ、帰国） 

 今日は朝早くにホテルを出発した。１週間の疲れが溜まっていたせいか、空港へ向かうバスの中で寝

てしまった。もっと中国の町並みを記憶に焼き付けておきたかったのに。出国審査は相変わらず厳しく、

尐し怖かったがこの怖さともお別れだと思うと尐し寂しかった。帰りの飛行機はガラガラに空いてい

て、すこし寂しい雰囲気があった。離陸するとすぐに睡魔が襲ってきて、また尐し寝た。機内食はシー

フードカレーみたいな感じで結構美味しかった。心なしかメンバーのみんなのテンションも低かった気

がする。行きよりも早く感じた飛行機の時間。お別れはもうすぐそこまで来ていたのに、実感も何も無

かった。あっという間に日本に着陸。久しぶりの日本の空気は、中国よりも尐しだけ暖かく澄んでいて

気持ちが良かった、この時「あぁ、日本に戻ってきたんだな。」と思った。そして意外とさっぱりみん

なと別れた。みんな８日間本当にありがとう。楽しかったよ。 

 みんなと別れると、行き同様、胡霞さんと千石先生とリムジンバスに乗って新宿まで帰った。バスの

中では不思議と目が冴えていた。駅に到着すると、お二人とお別れ。８日間本当にお世話になりました。 

 そうして、８日前よりもすこし重くなった荷物を引きづりながら、安心感と尐しの寂しさを同時に感

じた。 

 

 

青森県立青森高等学校 加藤 茉里 

 

一日目 

 今日初めて他のメンバーと対面した。最初から話をすることができて、仲良くなれそうです！これか

らがすごく楽しみです。今日は飛行機を乗り継いで移動ばかりで尐し疲れた。でも、明日は８時に起き

れば大丈夫だから、ちゃんと寝て明日に備えられそう。明日は、大雁塔・歴史博物館・中学校訪問・市

内繁華街散策。どれもすごく楽しみ。今日西安に着いて思ったことは、車が黄砂（？）ですごく汚れて

いたこと。今日は夜だったからきちんとは見えなかったけど、明日朝になればもっとよく見えるかな。

今夜２時過ぎ。そろそろ寝ようと思います。 

 

二日目 

 今日はほんとに盛りだくさんだった。まず、歴史博物館は中国の歴史に詳しく触れられて、すごい勉



強になりました。とても面白かったです。次に、大雁塔広場は、広かった！大雁塔を見て感動した。こ

こでは、自由時間があって、中国で初めて買い物をした。買ったのは・・・アイス！！おいしかった。

だけど、なかにはおいしくないのもあった（笑）こーやの買った紫芋のアイスは、全然紫芋の味はしな

くて色だけって感じだった。面白かった。そのあと、お昼を食べに行った。あのラーメンはおいしかっ

た。だけど・・・店の汚さはやばかった。あと、店員が怒鳴る、こぼしても気にしない。どれも日本で

はありえないことばかりでびっくりだった。中国の人はよく怒鳴っているように感じる。あと、道路が

怖い！人も車も入り混じってる。自分がわたるときはひかれそうだし、車に乗ってれば、今にもひきそ

うで怖いと思った。ひやひやする。その後、８５中学訪問。なんだか、日本の学校と違ったとこがあっ

て面白かった。ストレス発散の部屋は日本の学校にも欲しいと思った。そして、今日の最後は繁華街散

策！これはすっごく面白かった！これぞ中国にふれた気がした。今日はみんなで、ホテルの一つの部屋

に集まってワイワイしてる。すごく楽しくて、めっちゃ仲良くなれる。明日からがもっと楽しみです。 

 

三日目 

 今日は、楽しみにしていた兵馬俑を見に行った。すごかったけれど、イメージとはちがって、兵馬俑

のまわりの建物が近代的だった。でも、兵馬俑は感動したのは確かだった。映画などで見ていたものを

自分の目で見れたのがすごくうれしかった。その後、碑林博物館へ行った、ここは驚くほど静かだった。

今まで行った中国の場所で一番静かで落ち着けた。授業で習ったことのある漢文が出てきて、すごく興

味をもてた。それと、拓本をとるのを見るのが面白かった。あと、昨日に続き今日もスーパーへ買い物

に行った。中国のスーパーは面白いし、安い！また、北京でも行ってみたいと思う。もう、みんなとめ

ちゃくちゃ仲良しになった。一週間くらい一緒にいるみたいな感じ。明日はホームステイ緊張！ 

 

四日目 

 今日は北京へ来て、車に乗り換えたらまさかパンク！びっくりだった。そのあと、天津へ。中国の新

幹線はすごいなぁと思った。安いし、乗り心地もいいし。いよいよホームステイ・・・緊張した。でも、

ホームステイ先の家族の方々はとてもいい人たちで暖かかった。夜ご飯はレストランへ食べに行った。

いままでのご飯のなかでダントツ一番おいしかったです！あと、「天津の眼」という観覧車に乗った！

夜景がすごくきれいで感動だった。それに、あめ細工のバラを買ってくれてすごくキレイで感動しまく

りでした。わなげもしました。すごく楽しいひと時を過せてすばらしい思い出になりました。 

 

五日目 

 今日の学校での交流会はすごく楽しかった。たくさんお話できたし、ゲームもできたし、授業に参加

できたし、とてもいい経験になった。天津の街での買い物も楽しかった！！ほんとに中国は面白い！今

は北京へ戻ってきて、明日は天安門広場に行く予定。あと、二度目のプレゼンがある。今度はどんな人

たちと交流できるのだろう・・・楽しみですっ！ 

 

六日目 

 今日は天安門広場を見に行った。具合を悪くしたみねが心配だったけれど、みねのデジカメでたくさ

ん天安門の写真を撮った。それを見てうれしがってくれてよかった。帰ってきたころには元気になって

いるようで、よかった。天安門広場は広かったけれど、人がすごく多くてびっくりした。あと、荷物チ

ェックがいろんなところにあるのに、体のチェックがないのが不思議に思えた。ホテルに帰ってからの



作文コンクールのみんなとの座談会はすごくいい経験になった。いろいろなことについて意見を交換で

きたし、楽しかった。夜は、みんなで買い物に行ったし、部屋でトランプをした。中国も日本もトラン

プのルールは似ていた。楽しかった。明日は万里の長城！いよいよだ！ 

 

七日目 

 今日は朝みねが倒れてとても心配だった。またみねのデジカメで万里の長城を沢山撮った。万里の長

城を登るのは大変だったけど、私とまほとこーやとてーとくんは一番上まで登りきった！！その達成感

と景色は一生忘れられないと思った。感動した。でも、一番上まで登れたのは、男子の二人がいたから

です。とても感謝しています。明日はいよいよ帰ることになるけど、実際帰りたくない・・・。みんな

とお別れも寂しいし。 

 

八日目 

 ついに、帰ってきてしまった。昨日の夜はほとんど寝なかった。みんなと連絡をこれからもとろうと

思う。みんな大好きだから、またみんなと会いたい！中国でできた友達とも連絡をとっていきたいと思

います。本当に楽しい八日間でした。ありがとうございました。 

 

 

東京都立三田高等学校 長澤 春佳 

 

３月２１日  成田空港に集合。みんなで、かんたんな自己紹介をしました。飛行機が離陸するま

でだいぶ時間があったので、軽くご飯を食べたり、話したり 

      してくつろぎました。夜に北京首都国際空港に到着し、すぐに西安に飛びました。西

安に到着したのは夜の１１時くらいでした。空港からホテル 

      まで、バスで移動しそこでガイドの劉さんと対面し西安の川や道路の説明を聞きまし

た。ホテルに到着し、美音と同じ部屋に宿泊しました。２時ごろシャワーを浴びまし

たがお湯が出ず、英語と中国語を駆使して直してもらいました。笑 

 

３月２２日  劉さんとともに、歴史博物館に見学へ。各パビリオンの説明を受け、太雁塔へ移動。

みんなでアイスを食べました。笑 お昼は地元の人が利用する西安料理のお店で店員

さんがティッシュを蹴飛ばしているのが印象的でした。でも、お店の外観とは裏腹に

味はとてもよく、みんなおいしく食べました。そのあと、西安市立第８５中学校に訪

問しました。歓迎の幕を張って待っていてくれて、熱烈な歓迎を受けました。中国で

は高校に、国、省、省以下の地域で各々レベルが分けられており、教育への力の入れ

ようを確認することができました。また、この学校ではカウンセリングにも力を入れ

ており、サンドバックが置いてある教室は日本ではなかなか見られない光景だと思い

ました。 

 

３月２３日  兵馬俑公園に見学に行きました。兵馬俑の上に置いた丸太の後を残すために、下に

兵馬俑がいるのがわかっていてもあえて発掘調査をしないというお話を聞き、遺跡と

して残す知恵を垣間見ることができました。そのあと、碑林に移動しました。碑林の



入口にある‘碑林’と書かれている板の碑の字には、上の点がありません。これには

２つの説があって、１つは秦の頭を取りたかったという願望から来たもので、もう１

つは字のバランスが、点がないほうがいいためというものでした。碑林には漢文の教

科書で見たことのある文がいくつもあって、中国の歴史の深さを生で見ることができ

とても、貴重な経験をすることができました。 

 

３月２４日  西安から、北京に飛びました。そして、北京から宿泊先に向かうバスに乗っていた

ら、バスがパンクしたのでみんなで乗り換え北京单駅に直行しました。でも、胡霞さ

んは落ち着いていてさすがだなと思いました。笑 

      北京单駅から新幹線に乗り、天津へ行きました。中国の新幹線には初めて乗りました

がとても静かで快適で素晴らしかったです。また、車内にあるミネラルウォーターの

サービスは乗客にとってうれしいものでした。 

      天津の駅では、外国語学校の人が待っていてくれて小グループに分かれてタクシーに

乗り、それぞれ学校へ向かいました。学校到着後、ホームステイ先の生徒と合流しパ

ートナーとともに下校しました。私は崔さんとともにタクシーに乗り家に連れて行っ

てもらいました。その日の夜ごはんは、崔さんのお母さんお手製の水餃子と焼き餃子

で皮から手作りされているものでした。崔さんのご両親は日本で起きた地震のことと

ても心配してくださり、優しく接してくれました。私は、崔さんに２つのお願いをさ

れました。まず、１つは日本語のスピーチコンテストのスピーチを聞いてほしいとい

うもので、あまりのうまさに崔さんは、本当は日本人なのではないのかと思うほどで

した。また、もう１つは化粧をしてほしいということで、緊張しながらも崔さんにフ

ルメイクをしたら、とても喜んでくれました。中国の高校生は日本の高校生と異なり、

恋愛も化粧も禁止なので、崔さんにとってはとても、新鮮な経験となったことがうれ

しかったです。夜は、崔さん一家に天津の繁華街を案内してもらいました。銀座のよ

うに歩行者天国になっており、ヨーロッパをイメージして造られた通りはとても賑や

かで観光客も大勢いました。中国の夜を楽しむことができとても、楽しい夜を過ごせ

ました。 

 

３月２５日  朝、崔さんのお母さんはが作ってくれた野菜と卵のクレープを食べて学校へ行きま

した。あらかじめ作って置いたパワーポイントのプレゼンをして、天津の生徒が考え

たコントやゲームを楽しんだ後、予想外の出来事が・・・日本ではあまり、ないと思

うのですが、天津の学校では毎日昼休みに全校生徒が８００ｍを走るのは恒例となっ

ており、それに参加しました。ペースはゆっくりでしたが、久しぶりに走ったので疲

れました。そのあと、私と真実と温さんで天津の街をめぐりました。本当にいろいろ

な物が売っていておもしろかったです。中でも一番印象に残っているのが、主導綿あ

め機で作ってくれた綿あめです。左手でハンドルを回し右手に割り箸を持ってでてく

る綿あめを巻きつけて作ってくれた綿あめは、とても、大きく天津を歩いている間中

真実と二人でたべていました。笑 その後、天津の駅からまた北京に戻り、ホテルに

到着しました。 

 



３月２６日   地下鉄に乗って王府井に行きました。実は王府井には７年前にも行ったことがあ

り、再び行けることをとても楽しみしていた場所でした。ついてみると、７年前よ

りも道が広くなっていて、無印良品などの日本のお店が入っていてうれしくなりま

した。お昼御飯はみんなで中国のマクドナルドに行って食べました。中国のマクド

ナルドはやはり日本より安くて日本にないメニューも多くありました。特にパイナ

ップル味のサンデーは中国で初めて食べましたが、日本人の口に合う味で日本にあ

ったら人気になるだろうなと思いました。笑 そのあと、ホテルに戻って、中国の

各地から集まった日本語の作文コンテストの優秀者の皆さんの前でプレゼン発表

を行いました。その後交流会では、たくさんの質問攻めにあい、中国の皆さんがい

かに日本に関心を持ってくれているのかをしることができました。夕食後もみんな

とたくさん交流できてお互いの連絡先を交換し、再開を約束しました。 

３月２７日   この日は万里の長城に行きました。が、遠いのは覚悟していたのですがまさか片

道３時間もかかるとは。途中で渋滞が発生してバスが２０分以上立ち往生した時に

運転手さんが、歩道を走り始めたのにはみんなで悲鳴をあげました。笑 万里の長

城はかなりの強敵で、私と桂と真実は途中で下山しバスで待機していました。残り

のメンバーは一番上まで登ったらしく、毛沢東がいったようにいい男になったと思

います。笑 

        万里の長城の後は、北京オリンピックのメイン会場である通称鳥の巣に行きまし

た。各国の放送局が入っていた建物や、鳥の巣の外観を見学した後は再びマクドナ

ルドへ。笑 フル―リーを食べましたが、日本よりも安くつくりもすこしちがいま

した。最終日にこんなに歩いてもいいのかというほどみんな歩いていたので帰りの

バスでは、終始無言でした。 

 

３月２８日   朝早く北京首都国際空港に向けて出発。長いように感じた８日間はあと、もう１

日中国にいたいと思えるほど充実したものでした。空港でもみんなお土産を買い名

残惜しそうに帰国しました。成田で解散しましたが、そのあと一人一人からメール

が届き、またどこかで会う約束をしました。自宅に帰ってからは家族に中国で起き

たさまざまなことを、ずっと話しました。とても、濃い１週間を過ごすことができ

たのは財団法人日本青尐年研究所をはじめとする関係者皆様のおかげです。 

       本当に皆様ありがとうございました。 

 

岡山県山陽女子高等学校 福永 真実 

 

 １日目は、岡山から大阪まで新幹線に乗り大阪空港までバスで行き、大阪空港から成田空港まで飛行

機で行きました。そして、成田空港から中国の北京へ飛行機で行きました。中国の北京から西安へ飛行

機で行き、１日で３回も乗ることが初めてでした。ホテルに着いたのが、23:00 くらいになっていたの

で、その日はお風呂に入りすぐ寝ました。すごく綺麗で素晴らしいホテルでした。ペキンでは自動車が

黄砂で色が分からないくらいでした。７人の皆さんと初めて出会って、不安があったけどすぐに仲良く

なれて良かったと思いました。 

 



 ２日目は、歴史博物館・大雁塔広場・西安市第 85 中学校を見学し、市内の繁華街へ行きました。歴

史博物館では土偶など色々な昔の物を見ることができ、大雁塔広場では周りにキャラクターのお面や置

物などを売っている人達が多くいました。西安市第 85 中学校は公立学校とは思えない程綺麗でした。

教室には水を綺麗にする機械があり、中国の水事情が分かりました。勉強の合間に利用する教室にはボ

クシングをする道具があったり、リラックスする所がありビックリしました。 

 繁華街ではお茶を飲みに行き、そこでヒマワリの種を初めて食べました。お茶もとても美味しかった

です。夜は８人で集まり、皆の学校の事など聞くことができて楽しかったです。 

 

 ３日目は、兵馬俑博物館と碑林博物館へ行きました。兵馬俑では教科書のように人や馬が多く並んで

いて、欠けている部分があれば直したり、現在でも掘り続けていて、これからも歴史に残るような事実

が見つかればいいなと思いました。碑林博物館では漢字が掘られた物を見ることができ、書いているよ

うに綺麗でした。 

 

 ４日目は西安から飛行機で北京へ移動し、快速列車で天津へ移動しました。天津外国語学校の日本語

クラスの高校生と学校で会い、高校１年生の生徒の家に初めてホームステイしました。通訳をしていた

だきながら、両親・伯父さん・叔母さんともコミュニケーションをとることができました。家に入れて

もらった時から皆さん優しくて「いつでもこの家に帰ってきてね」と言われ、とても嬉しかったです。

夕食の後、散歩へ行き、伯父さんが中国ゴマを見せてくれ、私もさせてもらいました。初めはとても難

しかったですが、皆が笑顔で接してくれて楽しくコマ回しをすることができました。 

 シャワーにはお湯の温度が書かれておらず、私が回すと急に熱いお湯が出てきてビックリしました。

日本での生活の便利さを実感しました。 

 

 ５日目は、ホームステイの生徒と学校へ登校し、日本語の授業で日本の高校生活をプレゼン発表しま

した。皆の前でとても緊張しましたが、私が取り組んでいる環境問題について中国の高校生の皆さんに

知ってもらうことができたのではないかと思っています。授業にも参加しましたが、毎日 800m を１・

２年生で走っているのを聞き、凄いと思いました。私たちも走りましたが、中学の時から全く運動して

いなかったので、とてもきつかったです。その後、学食で昼食を食べて、天津の街を散策しました。中

国の高校生が綿菓子やキーホルダーを買ってくれました。そして、お別れです。とても寂しい気持ちが

しました。 

 

 ６日目は、大学生４人と私たちで天安門広場周辺を散策しました。毛沢東の写真を間近で見ることが

できました。また、広場を行き交う人の数が多くて、中国の人口の多さを感じました。 

 ホテルへ戻り、表彰式に参加する中国の高校生と交流会をしました。８人がプレゼンをして、その後

４つのグループに分かれて交流会をしてアドレスを交換しました。夜は近くの大きなデパートへグルー

プ全員で行き、楽しい時間を過ごすことができました。 

 

 ７日目は、大学生と鳥の巣と万里の長城へ行きました。鳥の巣ではミニーちゃんに会いましたが、同

じ国民である中国人に 10 元を要求していました。鳥の巣はオリンピックが開催された場所であり、テ

レビでよく見たことがありましたが、汚れが目立ちました。万里の長城は想像以上に長かったです。 

 



 ８日目は、帰国のために朝早くホテルを出発して、成田空港に到着しました。中国へ行くことができ、

色々な人とコミュニケーションをとることができ、良かったと思います。中国の高校生が日本の事をど

のように考えているか分かり、自分の気がつかなかったことを認識することができました。中国は日本

と異なり、勉強することが最優先であり、私も見習わなければいけないと思いました。そして、中国が

大好きになりました。私は中国へ行ったことで、チャレンジする勇気をもらい、頑張れる自信を持つこ

とができたと思っています。 

 今回、私が中国を訪問するにあたり、お世話をいただきました皆様ありがとうございました。顧問の

先生には成田空港まで送り迎えして下さり、ありがとうございました。これからは中国で経験したこと

を生かし、そして、感謝の気持ちを持って何事にもチャレンジしていきたいと思います。 

 


