
驚きの連続 

   

広陵高等学校２年  児島 汐音 

 

 今回の派遣事業に参加したことで日本のメディアでは報道されない「本当の中国」を知

れたと思います。成都市での 6 日間は私の中国に対するイメージを大きく変えてくれ、中

国を好きになることが出来ました。 

成都市に着いて一番に思ったのは「大都会」と

いうものでした。多くの高層ビルとマンションや

アパートが地平線まで続いている風景やたくさん

の車が走る道路、バイクと自転車専用の道路、待

ち時間が短く次々やってくるバスと地下鉄を自分

の目で見たとき、成都市の発展に驚くと同時にこ

んな「都会」に広島が勝てるわけがないと思いま

した。また、街のいたるところで建設工事が行われており、「まだまだ発展するぞ！」とい

う勢いが強く感じられ、その勢いに圧倒されました。しかし、少し郊外になると伝統的な

建物も多くみられ、成都市は発展している場所と伝統的な建物が建ちならぶ場所がいいバ

ランスで共存しており、とても美しい光景でした。 

四川省で一番楽しみにしていたのは四川料理です。本場の麻婆豆腐を食べたときは口か

ら火が出るかと思ってしまいましたが、どの料理も辛さの中に香辛料特有の香りや旨味が

あり、慣れればとてもおいしいものでした。また、私が食べた物の中で一番衝撃だったの

はうさぎの頭です。見た目がショッキングだったので食べることを躊躇しましたが、食べ

てみると鶏肉のようですごく美味しかったです。他にも、豚の血管と胃袋、ガチョウのは

らわたや蛙など四川省に来なければ食べなかったであろうものをたくさん食べることがで

きたのは中国の食文化を理解する上でとても良い経

験になったと思っています。 

ホームステイでは餃子を一緒に作ったり IFS とい

う所に遊びに行ってお土産を一緒に探してもらった

りしました。霖ちゃんとは好きな芸能人が一緒だった

のでそのことについて話したり、卒業アルバムを見せ

てもらったりと仲良くなるのに時間はかかったけれ

ど、色々と会話ができたし連絡先の交換もしたのでこ

れからも連絡を取って、いつか再会したいです。 

今回の派遣事業を通して、日本で報道されている中国と私が見て体感した中国は大きく

違うことに驚きました。これからも私の経験を多くの人に伝えて、中国のイメージを変え

ていきたいです。 

最後になりますが、こんな貴重な体験をさせてくれた中国の方々と今回お世話になった

人たちに感謝しています。ありがとうございました。  



四川に行って学んだこと 

  

武田高等学校２年  橋本 未卯 

 

私は四川を訪問する前は中国の治安や食の安全性に少し不安を感じていました。でも実

際四川に行ってみて危険を感じるようなことはなかったしむしろ心から楽しむことができ

たと思います。 

その最大の理由としてホストファミリーをはじめとした今回の派遣に関わってくださっ

た中国人の皆様がとても友好的だったということです。特にホストファミリーとは特別な

友情を築くことができたと思います。互いに人見知りということもあって最初はあまりコ

ミュニケーションが取れませんでした。しかし時間が経つにつれてだんだん打ち解けてい

き、ホームステイ最終日の夜は趣味の話で盛り上がり夜中まで話をしたほどです。短い間

だったけどすごく充実したホームステイになりました。 

また四川は歴史的な施設も多い中、超高層ビルやショッピングモールといった近代的な

建物も多く、過去と未来が共存したとても魅力的な都市だなと感じました。 

古くからの密接で深い関係があるからこそ、私が四川を訪問する前に感じていたような

偏見を持っている日本の方々も少なくないと思います。しかし国際社会になっていく中で

こうした偏見をなくすことが大切だと私は思うので、私が今回の派遣で体験した様々な経

験を家族や友人に発信し、中国への偏見をなくしていきたいと思います。  



日本の知らない中国 

       

武田高等学校１年   坂本 コナン 

 

  僕はこの派遣事業を通じて実に多くのことを学びました。そのうち特に印象に残ったの

は自分の目で見た中国が、僕が聞いていた中国と全く違っていたということです。 

  最も違いを痛感したのは、中国の人々でした。日本のメディアや特にインターネットな

どでは、中国人はよく、傲慢でマナーが悪く、よく他人に迷惑をかけると言われています。

もちろんこういう情報は簡単に信じてはいけないのはわかっていましたが、それでもそれ

を少し信じてしまっている自分がいました。さらに日中関係は悪くなる一方だということ

もあり、少し不安に思っていました。しかしそれらの先入観はすべて、良い意味で裏切ら

れました。僕のホストファミリーや、たくさんの中国人と交流してみて、実際には中国の

人々はとてもフレンドリーで、心の暖かい人たちだと思いました。僕は中国語はほとんど

話せなかったし、ホストファミリー達も日本語は話せませんでした。しかし、たとえ言語

が通じなくとも自分でも驚くほど彼らとたくさん話し合うことができました。自分があち

らの言っていることが理解できなかったとき、ジェスチャーで伝えてくれたり、紙に書い

て漢字を見せたり、携帯電話を使って翻訳したりと、実に多くの方法で伝えようとしてく

れました。さらに店の店員など、自分とは赤の他人のような人も、自分が日本からきたと

知ると、”こんにちは”などと言ってくれました。みんながとてもフレンドリーで、本当

に心地よく思いました。自分も勇気を出して簡単な中国語で返事をしましたが、その度に

中国の方々と繋がれたと感じてとても嬉しかったです。そのように彼らと話している中で、

特に印象に残ったのは、ホストファミリー達と過ごす最後の夜、ホストファミリー達と会

話していたときです。そこでホストファミリー達は日本が素晴らしいところで、中国は多

くのことを学ばないといけないと言ってきました。大きな衝撃でした。メディアやインタ

ーネットなどでできてしまった中国へのイメージが一気に崩れていきました。僕はそのよ

うなイメージを持っていたことを恥じました。そこで自分は中国も素晴らしいことも多く

あり、日本も学ぶことが多いと伝えました。その後も話は続き、私達はお互いの国のこと

をよく話し合い、ホストファミリー達は中国のことを正直に伝えてくれ、僕も日本のこと

を正直に伝えることができました。 

  確かに中国は素晴らしい国ですが、欠点もあります。しかしそれは日本も同じです。ホ

ストファミリーとの最後の夜、僕たちがしたように、お互いの国の良さを認め合うことが

国際交流において大切だと思います。しかし、日本の中に閉じこもっているとどうしても

他の国の欠点が多く目に付きます。どの国でも人は国やその人々をひとかたまりで見がち

であり、それに優越感を抱きたいがために他の国の欠点を知ろうとし、そのニーズに応え

るため、メディアは他の国の欠点を報道することがあります。しかしそれでは国際関係は

悪くなる一方です。そのような状況の中、やはり実際にその国に行き、自らの目でその国

を見ることがお互いの良いところも悪いところも正しく知る最善の方法だと思います。実

際、自分はこの派遣事業によって多くのことを学び、理解しました。そうして学んだこと

をありのまま多くの人々に伝えることが僕の責任だと思いますし、実際そうしたいと思い

ます。 

最後にこの派遣事業を支えてくれた方々、そして中国でとても優しくしてくれた方々に

一言、ありがとうございました。谢谢！！ 

  



四川省への派遣事業を通して 

 

武田高等学校１年   岡田 奈々 

 

私が四川省への派遣事業で一番印象に残っていることはホームステイです。 

まず対面をしたときから私のホストファミリーは積極的に私に話しかけてくれました。

彼女はとても明るい女の子でした。お互い英語を使ってコミュニケーションをとっていた

のですが、私が彼女の言っていることの意味をわからなくて会話が止まってしまうことも

ありました。しかし、だからといって会話をやめることはなく、翻訳アプリを使って必死

に話をしてくれました。そんな心遣いがとてもうれしかったです。彼女のご両親もとても

いい人で、私のことを常に気にかけてくださいました。また、彼女と同じアパートに住む

友達は日本にとても興味を持っている娘で、ほとんど日本語で会話をすることもできまし

た。当たり前ですが、中国語か英語しか飛び交わない場所で自分の母国語である日本語を

話せる人がいることはとても頼りになりました。 

特にホストファミリーの女の子とその友達と一緒にショッピングモールへ出掛けたこ

とは一番の思い出です。ある本と雑貨が売っているお店に入ったと

きは，ふたりが私の両親にポストカードを書いてくれました。しか

もそのポストカードには感謝の言葉が書いてあり、本当に優しい娘

たちなんだと改めて実感しました。その後は友達と別れて、両親と

合流し一緒に火鍋を食べました。私が辛いものが苦手と初日の晩御

飯の時点でわかったらしく、中国人は辛いスープのものしか食べな

いのですが、私のためにと辛くない物も用意してくださいました。

くせになってしまいそうなくらい美味しかったです。食べ終わった

あとは家の近くのスーパーマーケットで買い物をしました。日本の

スーパーマーケットとは規模が全然違いました。どちらかと言えば、

アメリカのスーパーマーケットに近いような大きさで、正直驚きま

した。そこでもお母さんが飛行機の中でこのお菓子を食べなさ

いとお菓子を買ってくださったり、あなたのご両親にあげなさ

いと中国の特産物も買ってくださったりしました。家に帰って

からは彼女の日本に対する質問を聞きました。例えば、中国で

このような報道がされているんだけど本当なのか、学生は彼氏

や彼女を作っていいのかなどたくさん質問してくれました。逆

に私も中国人は日本に対して悪いイメージを持っているのかと

聞いたら、両方のイメージを持っているという答えが返って来

ました。やはり、日本人も中国に対して悪いイメージを持って

いる人もいるようにお互い様だなと思いました。このような状

況がなくなればいいなと心から思います。２日間という短い間

でしたが色々な人が温かく接してくださり、中国人の優しさを

肌で感じることができました。これからもホストファミリーの



女の子とは連絡を取り合い、長く友好関係を築いていきたいです。今回の経験を将来の夢

へ繋げていきたいと思います。 

 最後になりましたが、このような機会を与えてくださった方々、派遣事業に関わってく

ださった方々に感謝します。ありがとうございました。 

謝謝！ 

  



友情は親善の第一歩 

 

広島大学附属高等学校２年 中﨑 奈々恵 

 

私はこの事業で始めて中国を訪問しました。行く前は中国のことはニュースで見たこと

しか知らず、中国の人たちは日本人に対してあまり良い感情を持っていないだろうなと思

っていました。しかしこの訪問を通してその考えは大きく変わりました。なぜなら、素敵

な中国の方にたくさん出会うことが出来たからです。 

私が成都空港のケンタッキーにいるときに、５歳くらいの女の子が中国語で話しかけて

きました。何といっているのかわからず英語でそのことを伝えると父親らしき人を連れて

きました。「Are you Japanese?」と聞かれ、「Yes.」と答えるとすごく笑顔になってそれか

らもいろいろ話をしてくださいました。たった１０分ぐらいのことだったし、お互い片言

の英語だったけど、笑顔になれただけでもう友達になれたかのように思いました。そのあ

と飛行機内で隣になった男性の方も、「Are you Japanese?」と話しかけて下さり少し話を

しました。その方は、私のために毛布や食事までも取って下さいました。たまたま出会っ

た中国の方と少し話しただけで相手の友好的な気持ちを感じ、予想外で驚いたし本当にう

れしく思いました。この他にも今回の訪問で数え切れないほどの中国の方の優しさに触れ

ることが出来ました。このような一人一人との友情が広がれば、いずれ国と国との親善に

つながるとこの経験を通して強く思いました。 

また私は中国の方だけでなく、素敵な９人の交流団のメンバーにも出会うことが出来ま

した。学校、年齢、目的はそれぞれ違っていたけど中国を知りたいという同じ思いのおか

げでここまで仲良くなれたのだと思います。初めての海外で不安もあったけど、最高のメ

ンバーと充実した訪問ができて本当に幸せでした。これからも新しい世界を経験して、小

さな親善を広げていきたいと思います。 

最後になりましたが、今回の訪問に携わって下さったすべての人に感謝しています。本

当にありがとうございました。 

  



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３年 大島 佑月 

 

 私がこの中国派遣事業に参加した最大の目的は、「本当の中国を自分の目で見る」ことで

あった。四川省はその目的を達成するのにふさわしい、とても“中国らしい都市”だった

と思う。 

 そんな四川省で、特に気になった「中国の発展」について話したいと思う。 

事前に発展しているとは聞いていたが、四川省にはいたるところに 35〜40階建てのビルや

マンション、大型ショッピングモールがあり、複雑に入り組んだ大幅の道路に大量の車が

走っているなど、想像以上の大都市だった。その中でも印象的だったのは単体建築物では

世界最大のグローバルセンターである。この建物内にはお店はもちろん、大型プール、ホ

テル、なんと大学の関連施設まであった。 

この時には、私の中で完全に「中国＝大都会」になっていたため、なぜ中国が“発展途

上国”と呼ばれるのかとても不思議になった。しかし、研修中いろんなところを巡ってい

く中で、急速に建築されている高層ビル、路上で必死におもちゃを売っている親子などを

見て、その理由がなんとなく分かった気がした。 

さらに、子供（12〜18 歳）にはある程度英語が通じたが、大人（40 代〜）には英語が通

じる人があまりいないと感じることが多かった。今回お世話になったホストファミリーで

も、7 歳の男の子は“sister”や“like”など簡単な英単語は分かるのに対し、大人には

“Sorry”や“Japan”が通じなかった。これは、近年始まった小学 1 年生からの英語の授

業、英語教育への意識向上などと関係している気がする。今回、沢山の人とふれあうこと

で、国の発展に不可欠な「英語」に関しても発展過程をみられたと思う。 

 今回の訪問で実際に中国を見て、中国のいいところを沢山見ることができたが、その一

方で、中国の課題を見ることもできた。自分で実際に体験した「本当の中国」はどんなと

ころだったのか周囲に伝えていくことで、少しでも多くの人に中国を知ってもらいたいと

思う。そして、また何年か経ったら、さらに発展した中国、四川を見に行きたい。 

  



はじめての中国 

 

呉三津田高等学校１年  藤田 野々花 

 

私が中国に行こうと決意した理由は二つあります。 

一つ目は，私は西遊記が大好きで幼い頃から西遊記の舞台になった国を訪れてみたかっ

たからです。二つ目は，前回のホームステイでは日本のことを強くアピール出来なくて後

悔が残ったからです。今回中国を訪れてみてこれらの目的を達成することが出来ました。 

中国四川省成都市は近代的なビルが数多く建ち並び，車や人の往来が激しく賑やかな都

市でした。それと同時に三国志のゆかりの地と言われているように，長い伝統を感じられ

る建築物なども多数ありました。今まで私が中国に対して抱いていたイメージとは大きく

異なり，中国に対するイメージが一新されました。 

私が特に驚いたのは，中国の食文化です。四川省のにんにくや山椒の効いた激辛料理は

とてもおいしかったのですが，それと同時に日本に居ては絶対に食べられないさまざまな

ものを食べました。例えば，かえるや鴨の舌やうさぎの頭です。この話を，家族や学校の

先生や友達にするととても驚かれます。私自身も中国の方に勧められたときはすごく抵抗

があったのですが，実際に食べてみるととてもおいしく，勇気を振り絞って食べてみてよ

かったと思いました。また，中国人の普段の食生活や中国人の食の好みに直接触れること

のできる貴重な機会になりました。もしこのとき挑戦してなかったら後悔していたと思い

ます。この経験を通して異文化に挑戦することがいかに大切であるかということがわかり

ました。 

三日間のホームステイもとても充実していました。ホストと一緒に買い物に行ったり，

餃子を作ったりしました。とても楽しかったです。私は事前に自分の学校生活や広島につ

いてまとめた自己紹介アルバムを作っていったのですが，ホストだけでなくホストマザー

も一緒に見て喜んでくれたのがすごくうれしかったです。また，それをきっかけにたくさ

ん会話することが出来ました。事前の準備はとても大変だったけど，頑張って良かったと

思いました。また，ホストとは英語での会話だったのですが，私たちが話す英語と中国人

の話す英語がかなり違っていてとても驚きました。アメリカやイギリス，オーストラリア

でも英語の発音などが違うとは聞いていたのですが，本当に世界共通言語の英語でも地域

によって違ってくるのだと驚きました。 

今回の中国訪問を通して視野がとても広くなり，将来につながる大切なことをたくさん

得ました。本当に実体験しないとわからないことはたくさんあります。日本と中国は政治

上での関係は悪いかもしれません。でも，今回の訪問で出会った中国人はそれを飛び越え

て私と真剣に向き合ってくれ，揺るぎない関係を築くことが出来ました。まだまだお互い

の国に対して悪いイメージを持っている人はたくさんいます。だから私は少しでもそれに

貢献できるように地道な草の根運動を続けていきたいです。最後に，この訪問のきっかけ

を与えてくださった担任の先生や，家族，県の職員の方，一緒に四川省に行った仲間，中

国で出会ったホストファミリーに本当に感謝です。この経験を今後にいかせるように頑張

ります。  



日中間の問題 
 

広島なぎさ高等学校２年  小山 莉奈 

 

私は、今回の四川省への派遣事業で多くの経験をしました。その中でも特に印象に残っ

ていることが二点あります。 

 一つ目は、今回の派遣事業への応募の一番大きな理由であったパンダに会えたことです。

訪問をした時期がちょうど出産の時期だったので、たくさんの赤ちゃんパンダを見ること

ができました。日本では四匹しか目にすることができなかったのに、中国では時間内には

見ることができないほどのパンダの多さに驚きました。そして、将来再びパンダ繁栄基地

を訪れ、数日間にわたりゆっくりと全てのパンダに会おうと決心しました。 

 二つ目は、中国人の温かみです。 

私は、日本のメディアが中国についてあまりよくないことばかり報じているのを聞いて、

それは違うだろうと思い自分の目で見て感じてみたいと、今回の派遣事業に参加しました。

そして、中国で私は多くの中国人の温かさを感じました。話をしていて私が知らない英単

語があると、他の言葉で伝えようとしてくれたり、お土産で欲しいものがあれば見つかる

まで探してくれました。私が帰国する前夜には「あなたは、私たちの大きな娘よ。」と言っ

てくれ、嬉しさで涙がこみ上げてきました。私が、中国にいる間、反日感は全くなく、む

しろ私と友達になりたいと言ってくれ、お土産をくれた子までいました。私は、今メディ

アの報じる中国のことだけを一方的に受けている方々に、本当の中国の温かさを知ってほ

しいと思いました。 

 今回、私は中国へ足を運び、様々な人の話を聞いて、パンダを広島へ連れてくることが

できれば、本当の中国を知ってもらえるいい機会となるのではないかと考えました。その

ためにも今後、微力ながらも行動しようと思います。 

 最後になりましたが、今回の派遣事業に関わって下さった方々、本当に有難うございま

した。 

     

 

  



四川省派遣事業を通じて 

 

広島大学附属福山高等学校１年  名倉 のどか 

 

 私はこの四川省派遣事業を通じて、中国・四川省へのイメージが大きく変わったように

思う。私は四川省と広島の架け橋になれればと思いこの事業に参加させていただいたのだ

が、父がよく中国に出張へ行っていたというのもあり、中国については一定以上の理解が

あるように思っていた。四川省については「まだまだ発展途上の地方都市」というような

イメージを持っていたのだが、それはこの事業に参加して大きく覆された。実際、四川省

は予想以上に発展した都市であり、またその発展が、歴史・文化と共存している都市であ

った。 

 グローバルセンターなどの大型ショッピングモールが立ち並ぶ姿や、張り巡らされた地

下鉄などまさに先進的な都市といえる風景が広がっており、またその地下鉄では壁に広告

が映し出されているという私が今まで見たこともなかった先進技術が使われていた。今ま

でのイメージを覆すこれらの光景に私は非常に驚き、同時にどれだけ四川省、そして中国

に対し理解が浅かったのかを痛感した。また、様々な遺跡

や博物館を巡りその周辺や遺跡を見学したり、ガイドの方

の話を聞いたりするなかで、四川省の人々がその歴史・文

化に誇りを持っているのだということを強く感じた。遺跡

などを観光資源としてだけでなく、四川省の財産として扱

う人々の心を肌で感じ、私もその心の在り方を見習うべき

だと思った。 

 また、ホストファミリーは私との交流を深めようと、英語が未熟な私にたくさん話しか

けてくださり、また四川省についてもっとよく知ってもらおうと様々な場所に連れて行っ

てくださった。また私の写真を撮ってほしいという頼みに対し、道行く人でさえも親切に

応じてくださった。日本のように治安がいいとは一概には言えず、海外では貴重品を他人

に預けてはいけないと言われてきたなかで、四川省の人々の私という外国人に対する親切

な対応は、国際交流経験の少ない私にとって驚きであり、世界の人々に対する考え方も少

し変わったように思う。 

 この派遣事業の目的は次世代の国際交流を担う人材の育成だが、そのような人材となる

ためには自分の国についても、また相手の国についてもより深い理解が必要であり、実際

にその場へ行って五感で感じなければわからないこともたくさんあるのだということを感

じた。この経験をもとに、四川省と広島県との交流に関わっていきたいと思う。 

 


