
本当の中国本当の中国本当の中国本当の中国    

                       

武田高等学校１年  来 山 開 生 

 

僕がこの派遣事業を通じて感じたことは、主に２つある。 

 まず１つ目は、中国でものすごくテクノロジーが発展しているということだ。現地

を訪れる前は、中国はまだ「発展途中」の国だというイメージが強かったが、実際は

そうではなかった。例えば、２日目の夜に観た中国の伝統芸能「川劇」では、最新の

技術と人の演技が融合していて、とても感動した。また、３日目に体験した成都第十

八中学（公立）での「切り絵」の授業では、タッチパネルのスクリーンが使われてい

て、日本の公立中学・高校ではあまりみられない光景だった。さらに、四川省での最

終日に訪れた成都市都市計画展示館では、成都市の未来計画に関する展示や映像を観

たが、どれにも最新の技術が使われていて、近未来を間近に感じた。この３つ以外に

も、テクノロジーが発展していると感じた場面はたくさんあり、時々日本より進んで

いるのではないかとさえ思った。しかし、１歩街の中に踏み込むと、そこら中に伝統

的な建造物やなつかしい人々の暮らしの様子が広がっていて、そういった「過去」と

「未来」が共存しているのが中国の素晴らしい所だと感じた。 

 ２つ目は、中国の人々の日本に対する感情についてだ。中国に行く前は、日本と中

国の関係が悪化していることもあり「アンチ・ジャパニーズ」のような風潮があるの

ではないかなどと不安が絶えなかったが、それはただの杞憂だった。現地ではたくさ

んの人々が親切にしてくれ、自分が日本人であることに悪く感じる場面はひとつも無

かった。もちろん、日本が昔中国にしたことに対して良く思っていない人が多いのは

事実だろう。しかし、僕は彼らから何か前向きなもの、つまり日本との関係を良くし

ていこうという気持ちを感じたのだ。また、２日間のホームステイでは、同年代の学

生たちとお互いの国について率直に話し合うことができた。その中でひとつ気づいた

のが、彼らが日本のことを本当によく知っているということだ。自分の国に関心を持

ってくれていることを嬉しく思うと同時に、もっと相手の国のことを学ぶ必要がある

と感じた。 

このように、日本でニュースなどを通じて得られる情報と、実際に中国を訪れて得

ることのできる情報の間には大きなギャップがあったため、これからはとにかく何に

でも興味を持ち、自分から調べていきたいと思う。また、今回の派遣で学んだことを、

まずは家族や友達など身近な人に伝えていくつもりだ。想像上の中国ではなく、実際

に「見た」中国を。 

 

 

 

 



四川省訪問を終えて四川省訪問を終えて四川省訪問を終えて四川省訪問を終えて    

 

武田高等学校１年  藤 川 史 帆 

 

私がこの四川省訪問で特に印象に残ったことは２つあります。 

１つ目は、２日間のホームステイです。私は中国語があいさつ程度くらいしか話せ

ないので、言葉が通じるのかとても心配でした。しかし、実際はホストファミリーの

同級生の女の子が英語を話せたため、ホームステイ中も全く困ることなく生活するこ

とができました。ホームステイでは、古い街並みの商店街のところや、中国の詩人の

歴史がある博物館のようなところへ連れて行ってもらいました。食事は、水餃子など

であまり辛くなくとてもおいしいものばかりでした。ホストファミリーと別れる際に

ホストマザーから、「また来てね。」と言ってくださったのがとてもうれしかったです。 

２つ目は、中国のお茶を体験したことです。私は茶華道部に所属しているため、中

国のお茶文化にとても興味がありました。この体験を通して、日本の茶道と中国の茶

道の違いを見つけることができました。例えば、中国の茶道で使われる器が２種類あ

るということです。１つは香りを楽しむもので、もう１つは味を楽しむものです。中

国の茶道では、大きな道具が必要ではなく小さな道具しか使わないため、中国では各

家庭に１セットはあるそうです。だから私は、中国では普段からお茶をする習慣があ

ることが分かりました。私はホストファミリーとの送別会のときに日本の茶道を披露

しました。みんなとても喜んでくれたので、とてもうれしかったです。 

私は今回の派遣を通して、積極的にコミュニケーションを取ることを学びました。

だから、これから学校などで国際交流をするときなどには、みんなの先頭に立ってど

んどん参加していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四川省への派遣について四川省への派遣について四川省への派遣について四川省への派遣について    

  

武田高等学校１年  大 竹 一 海 

  

今回の派遣で一番印象に残っているのが二日間のホームステイです。私は中国語がぜ

んぜん話せず、最初は言葉が通じるかわからず不安でしたが、ホームステイ先の子が

積極的に英語で話しかけてくれたので少し緊張がほぐれました。その時に相手の英語

がすごい上手でびっくりしました。 

その日の夜は、火鍋で有名だというレストランに連れて行ってもらいました。火鍋

はおいしかったんですが、私は辛い物が苦手なのであまりいっぱい食べられませんで

した。 

 そのあと、家に行ったんですが私は行く前古いアパートみたいな家を想像していた

のですが、実際行ってみると四十階建てくらいの高層マンションで中は広くてきれい

だったのでびっくりしました。そこで、日本の家と違うところをたくさん見つけるこ

とができました。そのなかで一番驚いたのが、お風呂です。日本では浴槽があってシ

ャワーがありますが、中国ではシャワーしかなくしかもトイレとシャワーを仕切るカ

ーテンみたいなものもありませんでした。 

 次の日は、ホストファミリーの子と古い街並みが残る商店街で買い物をしました。

そこで雑貨屋さんに入ると日本のアニメのキャラクターのグッツがたくさん売って

ありました。ショッピングを通してお互いにだいぶ緊張がほぐれたので自分の学校の

ことや第十三中学のことについての話で盛り上がりました。とても楽しかったです。 

 最後の夜は、ホストマザーと一緒に麻婆豆腐を作りました。包丁やフライパンが日

本にあるものに比べてとても大きかったのでびっくりしました。調味料も日本のスー

パーには売ってなさそうなものばかりをいれてました。味は辛かったんですけどコク

があり辛い物が苦手な私でも箸が止まらずとてもおいしかったです。 

 送別会では、ホストマザーやホストファザーとも最後の最後までいろんな話をしま

した。ファミリーに成都に来たらまた私たちの家に泊まりなさいといわれた時はとて

もうれしかったです。今後はメールなどで連絡を取り合いたいです。 

 私は今回の派遣でニュースやテレビとかではあまり見ることがない良いところを

たくさん見つけることができました。それらを今度学校である報告会で発表したいで

す。そして今回いろんな人とふれあって自分に自信がついたので、今後私である国際

交流では積極的にコミュニケーションをとっていきたいです。 

 

 

 

 

 



四川省訪問交流団に参加して四川省訪問交流団に参加して四川省訪問交流団に参加して四川省訪問交流団に参加して    

 

        広高等学校２年  日 浦  海 

 

 この夏広島県青少年交流団として四川省に一週間滞在して伝統と科学技術の融合

された本当の中国の姿を自分の目で見ることができたと思います。今までテレビや人

伝いで聞いた中国の姿や自分のイメージと重ね比べ、新たに中国のいい部分も悪い部

分も私が間違えて解釈していた部分も見えてきました。初めての中国で自分の知識や

イメージと違って驚いたことばかりでした。私たち交流団を迎えてくださった省庁の

方々や成都十八中学の先生方のおもてなしで本場の四川料理や川劇など中国文化に

触れることができました。口がヒリヒリと麻痺するような辛さの四川料理や珍しい料

理、絶品の北京料理、大迫力の川劇に感激しました。そして私たちと同じ学生の意識

がとても高かったことも印象的でした。中国の学生は将来のビジョンを持っている人

が多く学生のうちはしっかり勉強することを日本の学生以上に徹底しているようで

した。聞いてみると学校で授業が終わっても夜九時十時まで残って宿題をしたり、勉

強をしていることがわかりました。学校は日本の塾の役割も果たしているそうです。

意外と趣味も持たず勉強ばかりしている人は珍しくないようでした。夢のために一生

懸命勉強する姿は日本人が見習うべきところだと思います。ホストシスターとお互い

の学校や暮らし将来について語り合えたのはとても貴重な時間でした。中国の学生に

負けないくらい熱心に勉強して将来また彼らに会いたいです。私を温かく受け入れて

くださった家族のみなさんは二日間色んな所に連れて行ってくださり、日本にもとて

も興味をもってくださりました。実際の中国の家庭での生活も体験することができ観

光旅行では知ることのできない中国の深い部分まで知ることができました。外国人を

もてなす姿勢も世界へ向けた発信も日本より素晴らしいものでした。私が一番好きな

中国は人と人のつながりが強いということです。初対面の相手とも素の自分で向き合

うことができて、思ったことを相手に伝え、自分の意思を主張することを恥ずかしが

らない中国の人たちを見てとても羨ましく思いました。自己主張や人とののつながり

のうすい日本で暮らしていると味わうことのできない人の温かさを感じました。日本

にもそんな人が増えるようにまずは私が思いやりの気持ちをもって人と接していき

たいです。この交流で育んだ友情は将来大人になってもずっと大切にしていきたいで

す。近い将来もう一度成都に訪れお世話になった人たちにもう一度会いたいです。私

が実際に中国に行って得た知識を周りの人に正しく伝え広め、中国に興味を持ち、中

国へ訪れる人が少しでも増えることが私の今後の課題だと思います。この交流で学ん

だことを生かして次は大学入試に向けて頑張っていきます。とても有意義で貴重な夢

のような時間でした。 

 

 



広島県青少年交流団四川省派遣事業を通して広島県青少年交流団四川省派遣事業を通して広島県青少年交流団四川省派遣事業を通して広島県青少年交流団四川省派遣事業を通して    

 

広島国泰寺高等学校２年   織 田 光 帆 

 

私が今回四川省派遣事業に参加した理由は、本当の中国の姿を知り、そして中国の

歴史や文化に実際に触れてみたいと思ったからです。現在、日本では中国に関する

様々な情報がメディアで取り扱われています。しかしそれらは、あくまでも一部の情

報であるにも関わらず、日本人は中国に対してあまり良いイメージを持っていないと

私は感じます。そこで、わたしは実際に中国に行ってメディアからでは知ることので

きない「本当の中国」を知りたいと思いました。さらに現地での活動やホームステイ

を通して、より深く中国の歴史について学んだり、普段味わうことのない中国の日常

生活や文化の違いを体感したいと思いました。 

今回、私たち広島県青少年交流団１０名は中国西南部に位置する四川省に訪れまし

た。四川省は、広島県よりやや気温が低く、比較的に降水量の多い地域です。そして、

パンダの生息地であることや、とても辛いことで知られている四川料理などで有名で

す。四川省の中心部は開発が進み「本当に発展途上国であるのか？」と何度も思わさ

れました。さらに、私は今日本で中国に対して懸念されている大気汚染について気に

なっていましたが、空気がきれいで、そして中心部から少し離れると自然が沢山あり、

メディアで見る情報からは想像することのできないとても環境のよい場所でした。 

今回の派遣では、古くからある遺産や建築物、

伝統芸能に触れることができました。その中で

も、特に印象に残ったのは錦江劇場でみた「川

劇」です。川劇は中国四川省に３００年以上も

前からある大変歴史の長い伝統芸能で、中国で

古くから伝わる舞いや音楽、歴史を一度に堪能

することができます。私は、その中でも一番印

象に残ったのは「変面」です。瞬時に何度も顔

のお面を変えるこの「変面」という技術もとて

も歴史が長く、中国の文化国宝にも指定されています。とても迫力があり尚且つ美し

い「変面」の技術を間近で見て感動させられたと共に、今後先もずっと素晴らしい伝

統技術を守っていって欲しいと思いました。本当に川劇を生で見ることができて良か

ったです。 

今回、私たちはホームステイで中国の日常生

活も体験することができました。最初は、ホー

ムステイに関してとても不安に感じていました

が、ホストファミリーが常に私のことを気にか

けてくれたり、いつも手を引っ張ってくれたの



でとても安心してホームステイをすることができました。ホストファミリーとは、一

緒に観光地に行ったり、卓球をしたり、家庭料理を食べたりして、短い間でしたが家

族の一員のように生活をすることができました。私は言葉の壁や国や文化の違いがあ

っても、仲良くなったり信頼関係を築くことは簡単にできることなんだと考えさせら

れました。 

今回の四川省派遣事業で、中国の技術の発展や環境のよさ、そして中国人の心の温

かさを感じることができました。私は、今回の派遣でみた中国の姿と日本のメディア

で見る中国の姿と大きく異なっていたので、とても驚きました。そして実際に現地の

姿を見て、本来の姿を見ることがどんなに大切なことか身をもって感じることができ

ました。 

私は、今回の派遣で見た中国の本来の姿を皆さんに知ってもらいたいです。そのた

めにも家族や友人をはじめ、多くの人に今回感じたことを発信していきたいと考えて

います。そして、多くの人が中国に関心を持ってもらうことをきっかけに、広島と中

国四川省との親交をより深まっていけば良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島県青少年交流団四川省派遣事業感想文広島県青少年交流団四川省派遣事業感想文広島県青少年交流団四川省派遣事業感想文広島県青少年交流団四川省派遣事業感想文    

 

               広島大学附属高等学校１年   田 島 実 歩 

 

 私は今回中国四川省に行ってたくさんの経験をして多くのものを得ることができ

ました。今回は私にとって初めての中国訪問でした。この事業への参加を決めるまで

は正直中国にあまり興味はありませんでしたし、中国関連で聞くニュースは日中の政

治的な不安定さや反日といったことばかりで中国に良いイメージを持っていません

でした。しかし今回の四川省訪問でそれが大きく覆るような体験がたくさんできまし

た。 

 今回の事業の中で私にとって一番心に残ったのはホームステイです。交流をさせて

もらったのは成都市成都第十八中学校の生徒さんです。私がホストファミリーと会っ

て最初に驚いたのはホームステイパートナーが日本語を話せたことです。彼女は日本

のアニメが大好きで小学生の頃から日本語を勉強したらしく、とても上手でした。そ

して、ホームステイには同じくアニメが好きなパートナーの従姉も来ていました。彼

女は英語がとても上手で、私は日本語と英語を使って会話をしました。ホームステイ

の日は午前と午後で別の古い商店街に行きました。午前に行った所ではお寺や茶屋の

ような古い建造物などがあり、歴史の重さを感じました。そこで一番驚いたのはカメ

ムシのような虫の串刺しを食用として売っていたことです。いろいろな種類のむしを

串に刺してたれにつけて焼いたものです。ホストファミリーにすすめられましたが怖

くて断りました。午後に行った寛作巷子という場所は昔も市場があった所で、当時に

使われていたものがそのまま残っていました。馬を連れてきた商人が馬をつないでお

く金具や荷物を運ぶ荷車などが商店街の壁にアートのように置かれていました。また、

ここには昔のものがあるだけでなく現代風の建築を取り入れたり売っているものも

今流行のキャラクターものだったりと現代との融合が端々に見られました。その中で

も一番印象的だったのは昔の建物の中にスターバックスコーヒーの店があったこと

です。看板を渋い茶色にしてその場の風景に合わせていました。また夜にはお互い大

好きなアニメについて深夜まで話したり、パートナーとの交流もしっかりできました。 

 ホームステイの他にもいろいろなことをしましたが、直接中国の人や家庭に触れた

ホームステイが私にとっては一番の収穫です。私がこれといって興味も持っていなか

った中国の子は日本のアニメなどを通して日本についてよく知っていて、自分を情け

なく思いました。また、中国という国はひたすらがむしゃらに工業化を進めていて昔

の文化などは大切にしていないだろうと勝手に思っていましたが、たった二つの場所

を訪れるだけで中国の人がいかに歴史を重んじているかがわかりました。それも昔の

建造物をそのまま残そうとする所と古い町並みを現代と融合させて使おうとする所

があり、中国の人はとても柔軟な考えを持っているのだと思いました。古いお寺など

の建造物を残そうとする場所は世界遺産をはじめとして日本にもたくさんあります



し、スターバックスコーヒーが色を合わせていたのは日本の京都の町に似ていると思

います。このようなことを通して私にとっては未知の国だった中国は日本と同じ、ま

た優れているところもたくさんあるのだと感じました。そして一番の反省は自分が中

国に対して大きな偏見を持っていたことです。今までメディアでしか知ることのなか

った中国に実際に訪れることで中国という国、そこに住む人々への偏見を捨てること

ができたことが一番の収穫です。しかし、メディアの伝える中国も嘘ではなく、日中

関係がうまくいっていないことも事実です。そのことを理解した上で自分勝手な偏見

を捨て、これからもいろいろなことに積極的に取り組んでいきたいです。 

 最後に、今回私に四川省訪問という素晴らしい機会を与えてくださった方に感謝し

ます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「新しい出会いの連続」「新しい出会いの連続」「新しい出会いの連続」「新しい出会いの連続」    

 

広島大学附属高等学校１年   野 上 朋 花 

 

私は今回の四川省との交流事業に参加したことで沢山の素晴らしい体験をし、学ぶ

ことができました。四川省では中国の茶道、書道を体験したり、世界遺産である都江

堰を訪れ先人の知恵を直に感じたり、パンダ繁殖基地を訪れて何頭ものパンダを直接

目にすることができたりなど、沢山の素晴らしい体験をし、学ぶことができました。

その中で特に印象に残ったことが３点あります。 

１つ目は、中国の独特の雰囲気です。 

中国の街並みを見てよく感じましたが、急速に発達していく科学技術によって作ら

れた高層ビル群が街を見渡せばいたるところにある一方、昔の伝統的な街並みが残る

通りや伝統的な技術によって作られた民芸品があり、新しいものを開発していきなが

らも古きものを大切にして、今と昔が日常的に融合している中国の風景は日本にはな

いのもだと感じました。 

２つ目は、中国の人々の国民性についてです。 

私街を歩いていると沢山の人が自分の意見をはっきりと相手に伝えている場面を

何度も見て驚きました。日本ではあまり見かけない光景だったからです。さらに、文

句だけでなく感謝の言葉も沢山耳にしました。例えば店で食事が運ばれて来た時など

「謝謝」という言葉を必ず聞きました。この経験をきっかけに、私は帰国してから感

謝の気持ちをきちんと言葉にして表現しようと意識しています。 

最後はホームステイ中に感じた出来事で、言葉が伝わらなくても大丈夫だということ

です。 

私は中国語は簡単な挨拶しか出来ないという状態で、ホームステイに大きな不安を

感じていました。しかし、実際にホストリーと過ごして 

いると、仕草と笑顔でコミュニケーションをとることができました。特に大切だと感

じたのは笑顔です。目を合わせて笑顔でいれば、言葉が通じなくても相手に好意が伝

わります。 

私は今回の派遣が初めての国際交流で、外国の方と交流すること自体に不安を感じ

ていました。しかし、今回思い切って挑戦することで、日本にいるだけでは得られな

かった沢山のとても貴重な体験をすることができ、不安を感じても勇気を出してまず

は挑戦しようとする気持ちが大切なことに気がつきました。何かに挑戦する時、“で

きるかどうか”を考えるのではなく、まず挑戦してみないと自分の視野を広げるよう

な新しい出会いは得られないと実感しました。 

また、今回の派遣では一緒に四川省へ派遣されたメンバーや、中国の方々に恵まれて

当初の私の目的であった「自分の目で中国を知る」ことを達成できる有意義な時間を

過ごすことができました。これからは中国という国を知ってもらうため、今回の体験



を多くの人に伝えていきたいです。さらに、私はもっと沢山の人と交流していきたい

と思っています。 

今回の交流事業を支えてくださった方々、中国で暖かく接してくださった方々、あ

りがとうございました。 

“謝謝” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加して広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加して広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加して広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加して    

 

     広島大学附属高等学校１年   丸 山 瑞 希 

  

私は、実際の中国の姿を直に知りたいと思い、今回の派遣事業に参加しました。今

回中国を訪問して印象に残ったことが２つあります。 

 １つ目は、中国の歴史の深さです。川劇を見たり、中華料理を食べたり、史跡を訪

れたりして、この国の何千年という伝統を感じ、とても感動しました。特に変面は、

長い年月受け継がれてきた技術の重み・大切さを感じました。今、中国は、急速に発

展しいろいろなものが変化していますが、その中でずっと変わらずに存在しているも

のもあるのだと知りました。中国の悠久の時に触れ、素晴らしさを感じることができ

ました。 

 ２つ目は、日本と中国の生活や習慣の違いについてです。日本人は、お風呂につか

って１日の疲れをとったりリラックスしたりするけれど、中国では入浴時に浴槽につ

からないということ、日本では食事の時はきれいに残さず食べるのが当たり前だけど、

中国では食事を残すことが良いとされていること（食べきってしまうとまだ足りてい

ないという意味に捉えられるので）に驚きました。また、交通に関しては、歩行者は

危険を顧みず通行し、車のクラクションが常に鳴り続けていることは、日本と全く違

っていました。いろいろなことに驚き、そのたびに日本の快適さに気付きました。 

 今回中国を訪問して、日本で暮らしている時には全く分からなかった中国の日常を

知ることができました。また、日本を離れることで、今まで当たり前だと思っていた

日本の良さに気付くことができました。中国は、地図上では日本に近い国ですが、私

の心の中では、遠い国でした。しかし、ホストファミリーの細やかな心遣いや人々の

積極性・あたたかさに触れ、私の中の距離はぐっと縮まりました。ニュースなどで中

国という国の一部を見て中国を判断し決めつけていたけれど、実際に訪れ、人々と関

わり、中国という国を肌で感じることができとても良い経験になりました。このよう

な機会を得ることができ本当に良かったです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「四川省での交流を通して」「四川省での交流を通して」「四川省での交流を通して」「四川省での交流を通して」    

                                                          

    広島大学附属高等学校１年   甘 川 由 理  

 

中国とはどんな国なのか、中国については報道でしか聞いたことがなかったため不

安を抱えて行きました。しかし、実際は私の知っている中国とは大違いでした。 

まず、感じたことは、中国の人の優しさ、温かさです。四川省訪問期間中、常にお

世話をしてくださった方々は何から何までとても気配りをしてくださいました。その

おかげで四川省をとても楽しむことができました。また、ホストファミリーは夜遅く

までお土産を買いに連れて行ってくださったり、服やぬいぐるみをプレゼントしてく

ださったりと、とても親切でした。今回の訪問で最も印象に残っているのはホームス

テイです。ホームステイでは一緒にショッピングや餃子づくりをしました。皮から餃

子を作ることは初めてで、大変でしたがとてもおいしいかったです。私のホストの子

はまだ中学一年生で英語があまり話せませんでしたが、餃子づくりやカードゲームな

どを通して言葉が通じなくても仲良くなることが出来ました。しかし、共通の言葉が

あればもっと楽しくなるだろうと言葉の大切さを実感しました。 

  次に日本と中国の違いを改めて感じることが出来ました。特に驚いたことはお風

呂にバスタブが無くシャワーだけで、またトイレも同じ部屋にあったことです。他に

も玄関がなく家の中もサンダルで行動したり、料理は沢山出てくるが全部食べてはい

けなかったりと日本との違いに驚きました。これらは実際に現地に行ってみなくては

分からないことだと強く感じました。 

そして、中国はとても歴史の深い国だと感じました。日本とは比べ物にならないく

らい古くからの遺跡が沢山残されており長い歴史があるなと思いました。また、伝統

である川劇の変面という技は仕掛けが全く分からず、とても素晴らしかったです。こ

うした歴史や伝統文化がある一方で中国は予想以上に発展した国でした。至る所に高

層ビルが立ち並んでいました。中でも公立の学校の設備は日本より充実しており、羨

ましかったです。 

帰国後はホストファミリーと連絡を取

り続けたり、中国のニュースに注目するよ

うになったりと以前より中国を身近に感

じています。これからも積極的に中国につ

いて調べていきたいです。今回の四川省訪

問を通して報道だけでは分からない自分

の目で見ることで気付くものが多くあり

ました。これからも考えるだけでなく実際

に行動することを大切にしたいです。 

 



「「「「四川を見て」四川を見て」四川を見て」四川を見て」    

      

広島大学附属福山高等学校２年  内海 智葉 

 

この度、広島県青少年交流団として四川省派遣事業に参加させてもらいました。父

が中国人ということもあり、私自身中国に対してとても興味を持っていました。です

ので今回の交流事業は私にとってとても良い経験になったと思っています。 

四川での感想を書かねばならないのですが、書きたいことが多すぎて本当に悩みま

した。私は特に印象に残った「四川料理」と「ホームステイ」そして「成都」に関し

ての感想を書いていきたいと思います。 

「中国ってどうだった？」帰国後に友人に尋ねられ、私は「料理がめっちゃ旨かっ

た。」と間髪入れずに答えました。それだけ四川の料理は美味しかったです。辛いだ

けじゃない、色々な種類の香辛料が織りなす複雑な香りが四川料理の深さと歴史を感

じさせてくれました。日本とは全く違う味付けでも美味しいという感覚はどこの国で

も同じなんだなと感動しました。ただ、鳥の頭やウサギの頭などかなりグロテスクな

見た目の食べ物や、日本人の目線からしたら「それはないだろう」と言いたくなる組

み合わせの料理(パイナップルと白米)もあって、本当に中華料理は奥が深いのだなと

感じさせられました。 

「ホームステイしたんだっけ？どうだった？」という友人の質問に私は「英語がす

ごかった。」と力を込めて答えました。 

ホームステイでは、四川省随一の進学校である成都第十八中学の生徒さんのお宅に

お世話になりました。私は匡さん宅でお世話になったのですがなによりリタちゃんの

英語力に驚かされました。私は中国語を話すことができず、リタちゃんも日本語を話

せないので会話は必然的に英語になったのですが「本当に会話出来るのか」といささ

か英語に自信の無い私に突然緊張が襲ってきたあの感覚は忘れがたいです。 

なんでも成都第十八中学では午後九時半まで授業があるそうで本当に驚きました。

日本の塾の役割も全てになってくれるのが中国の学校だそうです。実は、この度の交

流事業の前に、十八中学の生徒が広島に訪問された際に一度交流があったのですが、

そのときの生徒たちも英語がペラペラでどうしてこんなに上手いんだろうと思って

いましたが、中国のこのような教育システムを知り納得しました。 

会話に自信がないと思っていても、その実なんてことはなく、リタちゃんと友達二

人と一緒にグローバルセンターという総合商業施設で食事をとったり屋内リンクで

アイススケートを楽しみ、寛窄巷子でお土産物を選んでもらいながら買ったり、タク

シーでの長時間の移動の時にはそれこそ普通に友達と接する感覚でからかったり笑

いあったりと中国と日本という国境を感じない人と人同士のコミュニケーションが

でき、とても感動したのを覚えています。それに私の中にあった『海外との心の壁』

がすっきり無くなったような気がしました。 



また友人から尋ねられたのですが、「中国ってやっぱ発展途上国でしょ？」と聞か

れました。それにも私は即答で「いや、広島完全に負けたと思う」と言いました。 

成都の街並みを見て頭に浮かんだ言葉は一言で「都会」でした。立ち並ぶ高層ビル

と大きな道路、アジア最大の建物・グローバルセンターや数分おきにやってくるバス

と都会独特な喧噪。私もここまで都会だとは想像しておらずただただ圧倒されていま

した。しかし成都がすごいと思ったのは錦里や寛窄巷子という古い町並みが近代的な

都市の中で絶妙な均衡をもって共存していることです。ただの観光地ではなく、地元

の人が行きかい、生活感あふれる空間がとても心地よく感じられました。 

この度の交流事業で私は、机に向かっていては学べないことをたくさん学ぶことが

できました。この経験により、中国、そして日本の良さも再発見できたと思います。 

最後になりましたがこの度の四川省派遣事業を企画してくださった国際課の皆さ

んをはじめとする関係者の皆さま。貴重な経験をさせていただき本当にありがとうご

ざいました。 

この度築いたすべての縁を大切にしていきたいと思います。 


