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平成２９年度 広島県青少年交流団四川省派遣事業 報告書 

No 氏名 性別 学校名 学年 ページ 

1 水井 飛空 男 広島県立尾道商業高等学校 2 2 

2 平木 初芽 女 広島県立熊野高等学校 3 3 

3 松浦 夏希 女 広島県立熊野高等学校 1 5 

4 谷口 清音 女 広島県立戸手高等学校 2 6 

5 田崎 雄大 男 広島県立戸手高等学校 2 7 

6 平田 桃茄 女 広島県立戸手高等学校 2 8 

7 佐伯 聖真 男 広島県立広島国泰寺高等学校 2 9 

8 大頭 音 女 広島県立広島国泰寺高等学校 2 11 

9 豊田 莉子 女 広島県立広島国泰寺高等学校 2 12 

10 伊藤 茉莉乃 女 広島大学附属高等学校 1 13 

11 梅次 菜夏 女 広島大学附属高等学校 1 14 

12 畑中 大翔 男 広島大学附属高等学校 1 16 

13 中本 幸乃 女 広島大学附属高等学校 1 17 

14 西谷 有理沙 女 広島大学附属福山高等学校 2 18 

15 小西 優歌 女 広島大学附属福山高等学校 2 19 

16 小湊 璃子 女 ＡＩＣＪ高等学校 1 20 

17 山城 優和 男 ＡＩＣＪ高等学校 1 21 

18 小川 美月 女 盈進高等学校 1 22 

19 重政 優 女 盈進高等学校 2 23 

20 山本 達洋 男 修道高等学校 2 24 

21 松田 陸玖 男 修道高等学校 2 25 

22 中村 瑞稀 女 武田高等学校 1 26 

23 福原 和花 女 武田高等学校 1 27 

24 石川 桜 女 武田高等学校 1 28 

25 中村 優希 女 広島なぎさ高等学校 2 29 

26 東 てら 女 広島なぎさ高等学校 2 30 

27 三浦 充央 女 福山暁の星女子高等学校 2 31 

28 山田 摩美 女 並木学院福山高等学校 2 32 

29 升崎 侑奈 女 ノートルダム清心高等学校 2 33 
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発展する中国 

尾道商業高等学校 ２年 水井 飛空 

 

私はホストファミリーとその友人とで，成都の Chun Xi road という日本では渋谷と銀

座を合わせたような場所に行きました。 

そこは，イトーヨーカドーや伊勢丹等の日本の大手小売業もあり，高級ブランド店も多

数入店していました。 

 少し道の奥を訪れると，若者向けの洋服屋とか屋台などもたくさんあり，高級感とカジ

ュアルな雰囲気が見事に融合されていました。 

 そこではホストファミリーとショッピングやディナーをしました。 

 ディナーのメインは成都名物の火鍋でした。火鍋は唐辛子を入れた鍋でかなり辛いです。 

 そこに，野菜やソーセージ，ダチョウの腸などを入れ，ごま油を付けて食べました。 

 中華料理にしては淡白で健康的な食べ物でした。 

 私たちは，火鍋を食べながら地元の伝統文化を紹介する様々なパフォーマンスを体験す

ることができました。変面や琴の演奏など，日本では誕生日など特別な日のお祝いごとで

しか体験できないものが，日常的に体験できることに深い感銘をうけました。 

 ＩＴ化が進んでいる中国ですが，身近な所では伝統文化を体験する機会が多くあること

にうらやましさも感じました。 

 食事をした後，街を歩きました。高級ブランドが立ち並んでいるまばゆいばかりの街並

みでしたが，その街を歩く人の中には様々な人がいました。多くのお年寄りが街の清掃に

携わっているのがとても印象的でした。 

 １年前にフィリピンに留学したときも様々な人が日々の生活を営んでいることを学びま

したが，私は将来自分で起業をし，世界中の人たちが笑って暮らしていくことができるよ

うなビジネスモデルを構築していきたいと思っています。 

 そのためには，もっと多くのことを見て学び，自分の視野を広めていきたいと思います。

最後に，四川省に派遣していただいた，中国及び広島県の方々にお礼を申し上げます。 

ありがとうございました。 
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 日本と中国の懸け橋に 

広島県立熊野高等学校 3 年 平木 初芽 

 

私は今回のサマーキャンプ「四川をアジワウ」で大きく 2 つの事を学び，考えるように

なりました。 

１つ目は中国の文化についてです。サマーキャンプのスケジュールの中で私はたくさん

の中国の伝統的な建築物や食べ物に触れました。建物はどれも日本の寺院や神社と似てお

り，日本の建築物が中国のものを基として作られていることを実感しました。そして，同

時に日本との相違点にも気づきました。例えば，「武候祠」では，ガイドの方に中国の建築

物は敷居が高ければ高いほどそこに住む人の位が高いのだと教えてもらいました。日本で

の位が高い人の家は寝殿造りや宮中などのイメージがありますが，中国のように敷居を高

くする文化は無いので，見慣れない文化に驚きました。また，このプログラムに参加する

前の私は，四川料理は全てが激辛なのかと思っていました。しかし，実際の四川料理は甘

さがベースのものが多いと現地で教えてもらいました。確かに，四川料理は辛そうに見え

て甘い味付けのものが多いようでした。また，実際に辛くても日本のもののように口が痛

くなる辛さではなく，じわじわと口が痺れるような，香辛料独特の刺激的な辛さのもので

した。実際の中国の文化に触れ，とても感動しました。 

2 つ目は，中国人と日本人との友好関係を築く可能性についてです。例えば「イトーヨ

ーカドー」を訪れた際，現地の小学生との交流の機会がありました。私は中国語は簡単な

挨拶しか分からないうえ，相手の小学生に関して言えば日本語はもちろん英語もわからな

いという状態であったので，お互い言葉が通じず弱り切っていました。しかし，お互いに

名前を筆談と母国語での発音を教えあうことで緊張が解け，そこからはジェスチャーや絵

などで気持ちが通じたと感じることができました。また，ホストファミリーは，緊張した

私のつたない英語を理解してくれようとしたり，英語が話せない両親が私の緊張をほぐそ

うと笑顔で接してくれたりととても親切にしてくれました。お土産を買うために商店街に

行った時も，常に私の体調を気遣ってくれたり，おすすめの店を紹介してくれたりしまし

た。このように私たち日本人に優しくしてくれる中国人の方が中国にはたくさんいました。

私は，以前は，中国人は日本人の事を嫌っているのだと思っていました。しかし，実際に

ホテルで会った一般の中国人の方に私たちが日本人だと告げると，「すごいね」「ようこそ」

と声をかけてくださいました。 

日本人は中国人に対しての目が厳しいとメディアを通して感じますが，その理由には中国

人が日本人を嫌っていると 勘違いしていることが理由にあると思います。私は今回のプロ

グラムを通して日本では体験できないことや，中国人が優しいということ，日本人に対し

て友好的であるということを学びました。これらの体験はプログラムを共にした仲間も感

じていると思います。この貴重な体験で感じたことをたくさんの人に知ってもらい，中国

を訪れる日本人がさらに増えてほしいと願っています。そして，これから日本人の中国人

に対する目が変わるように仲間と連携して，このプログラムでの体験をSNSや報告会を通し

てより多くの人に伝えていきたいと考えています。そうすることで日本と中国の友好関係

をより深めていけると私は信じています。 

 



4 

 

  

  



5 

 

中国での日本文化  

広島県立熊野高等学校 １年 松浦 夏希 

 

私の一番の思い出は，ホストファミリーとの交流です。その交流で感じたことは，日本

文化は着々と中国に浸透していることです。 

一日目は，車の中で日本の音楽をきいて，家で中国のアニメを見ました。絵が澄んでて，

とてもきれいでした。二日目は，すし屋に行った後，イトーヨーカドーで買い物を楽しみ

ました。すし屋のネタは日本よりも脂がのっていて，食べていてとても幸せな気持ちにな

れました。イトーヨーカドーにもたこ焼きや二重焼きなどの食べ物がたくさんありました。

サービスがいいと評判がいいそうです。 

日本から発信された文化や物事は想像以上に中国に馴染んでいることが分かりました。

同じ日本人として誇らしいです。ほかの国ではどうなのかも見てみたいです。この体験を

して，もっと外国に行ってみたいという興味がわきました。 
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四川省訪問報告書 

県立戸手高等学校 ２年 谷口 清音 

 

 私がこの度の四川省派遣事業のサマーキャンプで，大学生ボランティアの方やホスト

ファミリーの家族の方々，また訪れた先で関わったたくさんの現地の方との交流やコミュ

ニケーションを通してたくさんのことを学べ，私たちの思う中国とは異なった文化や習慣

があることを知りました。 

 中国の都市部の街ではたくさんの人や日本に負けない数多くの様々な商品が並んでい

ました。その中に高層ビルやたくさんのマンション，ショッピングモールなどが建ってお

り中国の経済発展が見てとれました。ホストファミリーの方もとても優しく接してくださ

り，いろいろな場所に連れて行ってくれたり，また中国らしい文化を体験させてくれたり

食事をふるまってくださいました。私の好きな中国人アーティストの番組を見せてもらい，

隣で英語でざっくりとした意味を教えてくださり，本当にとても楽しい二日間でした。 

 私がこの中国四川省事業でやはり私が思っていた中国とは全く異なり，とても勉強に

なったと同時にもっと知りたいと思いました。そして私がとても強く思ったのが語学の勉

強は必要ということです。中国へ行っても言葉が伝わらないもどかしさやモヤモヤを体験

してまずは英語からしっかり勉強していきたいなと思いました。たくさんのことを学べ体

験させていただけたこの事業に参加することができて本当によかったです。ありがとうご

ざいました。 
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 実際に中国を見て考えた事 

県立戸手高等学校 ２年 田崎 雄大 

 

 この度，私は中国の四川省へ行かせて頂いた中で，私の中国に対するイメージは大き

く変化しました。その最大の理由は，日本国内で報道される中国と実際の中国が余りにも

異なっていたからです。 

 普段，日本のマスメディアが報じる中国の時事等の多くは，私達に対してあまり良い

印象を与えるものではありません。しかし，実際に中国へ行ってみると，ニュースや雑誌

等で観るより断然綺麗な街並や温厚で人懐っこいさまで感じられる国民性等，素敵な魅力

のあふれる国でした。 

 中国はまだ発展途上中で欠点も多くあると思います。しかし，相手の良い所も見なけ

れば仲良くなれる筈もありません。私達は常にメディアリテラシーを持ち，相手の長所に

こそ目をやる力をつけなければ，頑固な日中友好は実現しないと思いました。 

 

  



8 

 

四川省訪問報告書 

広島県立戸手高等学校 ２年 平田 桃茄 

 

私は今回，広島県青少年交流団四川省訪問で，中国の四川省に行きました。 

中国というと，大気汚染や汚染食品があるというニュースを聞き，あまり良いイメージ

がなく，ネットで調べると，イメージが少し良くなったので，実際に行って確かめたい，

文化を学びたい，いろんな国の人とコミュニケーションを取りたいと思い行きました。 

そこで，私が今回中国に行って驚いたことが３つあります。 

１つ目は，トイレにトイレットペーパーがないことです。私が海外の事を何も知らずに

行ったため，驚いたのかもしれませんが，日本は当たり前に何処にでもあるので驚きまし

た。そして，トイレも流しにくく，何度も強く押さないと流れない所も驚きました。それ

は，全てのトイレがそのようなトイレではないけれど，ほとんどのトイレがそうだったの

で驚きました。そのため中国では，トイレが問題になり，改善する取り組みが行われてい

ることを知りました。 

２つ目は，男の人がよく上半身裸で外を歩いていることです。私が行った時，とても暑

かったこともあるけれど，日本で上半身裸で歩いている人を見たことがなかったので驚き

ました。しかも，その人達が普通に歩いていることも驚きました。 

３つ目はメロンやすいかがとても安いということです。メロンは 1 玉約５００円，すい

かは５００ｇ１元という安さで買えると聞きとても驚きました。日本で，メロンやすいか

を買うと，メロンは１玉約１０００円，すいかは５００ｇ約１５０円と１０倍近くも差が

あり，中国のメロン，すいかがとても安いことを知りました。だから，中国でメロンとす

いかを日本では食べられないほどの量を食べることが出来ました。 

このように中国に実際に行って，良い所もあまり良いと思わなかった所も見て確かめ，

それと同時に文化の違いについても知ることが出来よかったです。そして，その違いにつ

いて，中国では人口が多いのでまだ改善出来ていない所も多くあるけれど，今後改善され

ていけばよいと思いました。 

 

最後に，ホームステイで，ホストファミリーと交流して，始め緊張していたら，ホスト

マザーがやさしく声をかけてくださり，楽しい日をすごすことが出来ました。中国語が分

からない私に英語で話してくださり，ジェスチャーをしてくださって，私も英語で少し話

したり，ジェスチャーをすることで話すことが

出来て，とても楽しかったです。しかし，伝わ

らない時もあったので，次は英語と中国語を上

達させて会いたいと思いました。 

今後，この経験を家族・友達などいろんな人

に伝えて，中国の事を知ってもらいたいです。

そして，私は将来服飾につきたいので，自国の

服の事もよく知り，中国の服の事ももっと知り

多くの人に伝えていきたいと思います。  
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壮大な中国  

広島県立広島国泰寺高等学校 ２年 佐伯 聖真 

 

今回の研修で中国に対する私の考え方は 180 度変わった。 

中国に行く前はテレビでのニュースや噂などから，中国は大気汚染や偽ブランド，領土

問題，軍事行為，反日，様々な施設の整備が不十分など，悪いイメージが私の考えの大半

を占めていた。もちろん，中国はアジア文明の中心地であり，歴史的遺産がたくさんある

ことや，パンダ，功夫，太極拳，中華料理など，良いイメージも持っていた。今回の研修

では本当の中国を自分自身の五感で確かめ，中国の良い所をたくさん見つけること，中国

文化をしっかり学び理解すること，日本語以外でのコミュニケーション能力を向上させる

ことの 3 つを目的として挑んだ。 

中国に行って最も感じたことは「大きい」である。 

広大な都市が広がっていて中国の力の「大きさ」を感じた。芸術的な高層ビルが何棟も

立ち並んでいて，圧倒された。しかし，そんな中にも中国の歴史的雰囲気を感じさせる建

造物も結構見受けられ，その絶妙なバランスがとても過ごしやすかった。さらに，武侯祠，

楽山大仏などの歴史的名所を訪れ，成都市都市計画センター，グローバルセンターなどに

も行き，3 日目夜にはウォーターショーを見た。武侯祠や楽山大仏を訪れた時は，改めて

中国文明の歴史の深さを感じた。成都市都市計画センターではこれまでとこれからの成都

市の発展について学んだ。そこには体育館以上に巨大なジオラマとスクリーンがあり，中

国の発展にかける情熱に圧倒された(写真①)。ウォーターショーは綺麗だった上，とても

迫力のある演出だった。人も大量に集まっていて，中国の勢いに圧倒された。 

また，私は中国人の性格の「大きさ」を感じた。多くの中国の方々が私にとても親切に

接してくださった。運営の方々やホストファミリー，街や店の人など，心がとても温かい

人達ばかりだった。その中でも特に私の心に残っている人はボランティアで運営に協力し

ていた中国の大学生の郭鵬さんである(写真②)。郭さんは私の組の組長として，また翻訳

者として自分の身を惜しまず一生懸命動いていた。郭さんにはバスでの移動中たくさん話

して，中国のことについてたくさん教わった。北朝鮮問題や日中関係についても中国の方

から直接話を聞くことができたことはとても重要な経験になったと思う。北朝鮮問題は北

朝鮮とアメリカだけでなく，中国とアメリカの問題でもあり，世界中の問題であることを

知った。日中関係でも高齢の中国の方はやはり戦争の影響で反日の方が多いが，若者はむ

しろ日本について好意的だということを知った。実際，入国する時に通りすがりの中国人

に「日本の学生素晴らしい」と言われてとてもうれしかった。他にも，中国の人々は運転

する時，よくクラクションを鳴らす。日本ではそれは失礼にあたり，なかなか鳴らさない

が，中国の方々はお互いに分かり合い，当たり前のようにごく普通にクラクションの中を

過ごしていた。確かに，クラクションを鳴らすことはあまり良いことではないが，私は中

国人のその器の大きさに感銘を受けた。これらのことから，中国の方は勤勉で温かくて大

らかでとても良い民族だなと思った。 

今回の研修で日本の欠点も見つけ出すことができた。私はこれまで自分の国が最も暮ら

しやすい国だと思っていたが，私にとって中国の方が日本より暮らしやすいと思うほど中

国に好印象を持つことができた。この報告書には書ききれないほど中国は本当に良い国だ
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った。 

現在，日中間には様々な問題があり，関係良好とは言えない。以前の私のように中国に

対して良くないイメージを持っている日本人もたくさんいる。しかし，私は実際に中国に

行ってみたことで，中国に対する考え方が 180 度変わった。だから，実際に相手国に行く

ことは両国がお互いを理解しあうための非常に有効な手段だと考える。しかし，多くの人

にとって，海外に行くことは簡単なことではない。だからそのような人達に今回の経験を

伝えることが私の使命であり，広く伝えていこうと思う。 

この研修に携わって下さった皆様，ありがとうございました。謝謝。 

 

写真① 成都市都市計画センター             写真② 楽山大仏と郭さんと私 
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四川省派遣事業を通じて 

広島県立広島国泰寺高等学校 ２年 大頭 音 

 

私は，今回の四川省派遣事業を通じて多くのことを学ぶことができました。一番最初に

驚いたことは，中国は想像以上に発展しているということです。高層ビルやマンション，

大型ショッピングモールが立ち並んでおり，テクノロジーの発展を感じました。しかしそ

の中にも，伝統的な建造物があり，日本にはない新鮮な光景でした。 

また，中国で今後考えていかなくてはならない問題をいくつか見つけました。まずは，

交通整備がされていないということです。信号が少ないので，好き勝手に車が行き来して

います。この状況は交通事故につながり，とても危険であると感じました。次に，環境に

ついてです。衛生面が整っておらず，特に水周りの環境は，改善していくべきだと感じま

した。このようにメディアでは取り上げられない中国の現状を知ることができました。 

また，ホームファミリーと過ごした時間は，とても充実していました。ホームファミリ

ーの姉妹とは，今も連絡を取り合っていて，学校での様子を教えてくれます。英語でのコ

ミュニケーションがうまく取れないこともありましたが，積極的に話しかけてくれて，日

本に興味があるようで，音楽や本などの話で盛り上がりました。商店街を歩いていても，

日本のキャラクターの製品が多く販売されており，日本の文化が中国にも浸透しているの

だと感じました。 

中国で過ごした一週間で，たくさんの方の優しさに触れ，多くのことを学びました。今

後この貴重な経験を生かして，交流活動にも積極的に参画していきたいと思います。 

最後になりましたが，この四川省派遣事業に携わってくださったすべての方に感謝申し

上げます。本当にありがとうございました。 
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四川省訪問報告書 

広島県立広島国泰寺高等学校 ２年 豊田 莉子 

 

最近では「世界」や「グローバル化」といった言葉をよく耳にするようになりました。

物事は世界単位で動いているのだとよく聞きます。ですが，平凡で平和な同じような毎日

を過ごしている私にはあまり実感の湧かないことでした。 

ですが，今回，この四川省派遣事業に参加することができました。中国で過ごすことの

できた７日間はとても刺激的でたくさんのことを学ぶことができました。 

私が今回，中国に行って感じたことは３つあります。 

１つ目は建築物が日本より，とても大きい，盛大である，ということです。街にはたく

さんの高層ビルが立ち並び，歴史的建造物は日本とは違った風情でとても立派であり，日

本では見ることのできない壮大な景色でした。 

２つ目は，自分が思った以上に技術が発展しているということです。中でも，地下鉄の

窓の外に映る広告や，デジタル化された切符，マンションにカードで入ること，携帯を用

い町の自転車をシェアできることには驚かされました。今も述べたように，中国はほとん

どがデジタル化されており，とても暮らしやすいようになっていました。 

３つ目は，英語力が高いということです。ホームステイ先の女の子は私より一つ下でし

たが英語が自分より堪能で，いい刺激をもらいました。最初はホームステイの２日間がと

ても不安でしたが，英語でコミュニケーションをとったり，中国のことを教えてもらった

りして，楽しく飽きない日々を送ることができました。 

私は，この３つのことから，今後の在り方などについて考えました。日本は中国から吸

収できることは吸収し，お互いが刺激しあい更に上を目指していったら良いなと思いまし

た。自分自身については英語力を高めたいという意識が高まりました。 

今回初めて海外に出て，一つの国に行っただけでたくさんのことに気づかされました。 

また，国際交流をすることで，わずかながら視野が広がったと思います。これから更に

視野を広く持ち，日本だけにとどまらないようにしたいと思います。 

世界はもっともっと広いので，さらにたくさんの世界を見ていきたいと思うようになり

ました。そして将来的には世界にも通用できるような人間になりたいです。 
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中国訪問を終えて 

          広島大学附属高等学校 １年 伊藤 茉莉乃 

  

私は今回自らの視野を，中国の人々と交流することで広げたいと思い参加しました。四 

川省では三蘇祠や武侯祠など歴史的な場所の訪問，ホームステイ，そしてたくさんの歓

迎会を受けました。私は 3 つの視点で自分の視野が広がったと思います。 

1 つ目は，中国の人たちに対する印象です。ホストファミリー，ガイド，大学生，多く

の中国の人にお世話になりました。私が思っていた“反日”は全く感じませんでした。ま

た，現地の高校生の学校生活やお互いの文化の違いについて話し，驚きつつ交流を深める

ことができました。2 つ目は，中国の建物についてです。まずはその高さと数に改めて人

口の大きさを感じました。そして私が今回最も印象に残ったことは，水周りの違いです。

日本の清潔さ，当たり前だと思っていたことが当たり前ではないということに気付くこと

が出来たと同時に，他国の状況は他人事では済まされないと思いました。現在国連でも水

回りの改善・発展に努める運動があるそうです。国際社会になっていく中で，他国の現状

を知ることができ，良い機会でした。3 つ目は広島の他の高校の人たちとの交流です。中

国でたくさんの経験をともにしていく時に，それぞれの感想を聞いてみると多くの視点か

ら様々な考え方があり，そこからまた新たな発見をして，より訪中での出来事を充実した

ものに出来たと思います。 

以上 3 点を筆頭に，6 日間とても有意義な体験ができました。私はホストファミリーと

連絡先を交換し。今でも連絡を取りあっています。コミュニケーションの手段が発達して

いる今こそ，他国に友達を作るチャンスだと思います。 

広島県職員の皆さま方，今回は四川交流プログラムの企画，ご支援，ありがとうござい

ました。中国で考えたこと，思ったことをしっかりと自分の今後に生かしていきたいと思

います。 
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「広島県青少年交流団四川省訪問に参加して」 

広島大学附属高等学校 1年 梅次 菜夏 

 

私がこの研修に応募したきっかけは「本当の中国を見たい」という思いからでした。日

本のメディアが報じる中国とのギャップを自分自身の目で確かめ，感じたいと思ったから

です。 

上海空港では，ゲートの前で空港スタッフに中国人が大声をあげながら恐ろしい剣幕で

まくしたてている様子を目にしました。私は，日本では見られない初めて見る光景と自分

から声を出さないといけないことに大きな衝撃をうけました。私たちが自動販売機の使い

方が分からず，困っていると中国の方が，日本語で使い方を教えてくれて本当にうれしか

ったです。 

成都に着いて，驚いたことは３つあります。１つ目は，近代的な街並みに圧倒されまし

た。立ち並ぶ高層ビル，何車線もある幅の広い道路，アジアで一番大きなショッピングセ

ンター，建設中のたくさんの建物，たくさんの車やバイクで混み合う交差点，絶えず鳴り

響くクラクション，どれも初めて経験したものばかりでした。想像以上に発展していて，

驚きました。しかし，成都の中心地から少し移動すると，今まで見ていた風景とは大きく

異なり，質素な建物が多くあり，中国の大きな格差を感じました。 

二つ目は，成都の交通についてです。成都には，あまり歩行者用の信号がありません。

現地の人は，走る車の間を平然とした顔で道を渡り，バイクを乗るときには，ヘルメット

を着用せず，二人乗り，三人乗りは普通で，スマホを操作しながら運転している人も多く

いて，交通マナーの悪さに驚き，事故にならないのだろうかと不安になりました。また，

地下鉄に乗るだけでも手荷物検査があり，日本の治安の良さを改めて感じました。三つ目

は，水回りの環境についてです。中国のトイレはトイレットペーパーがついてないことも

あり，強烈な匂いもします。一般家庭でもこのようなトイレを使っていて，人口の多い中

国でそれを変えていくのは，大変だなと感じました。大きく発展している中国ですが，ま

だまだ支援が必要な部分もあるのだなと思いました。 

中国では，人の温かさに触れることができました。現地のスタッフの方や，バスガイド

さんは，中国や四川についてたくさん話してくださり，たくさんサポートをしてください

ました。実際に現地の方と話すことで，たくさんのことを学び，日本ではできない良い経

験になりました。ホストファミリーのお母さんは中国語が分からない私に，スマートフォ

ンで積極的にコミュニケーションをとろうとしてくれてうれしかったです。ホームステイ

では，成都の中心 

街や火鍋のレストランに連れて行ってくださいまし

た。ホストファミリーのシンさんは，日本のアニメに

興味を持っていました。シンさんが通っている成都第

十八中学校は，朝の8時から夜の8時まで学校があり，

部活動や，文化祭はないそうです。「文化祭は日本のア

ニメでみたことがあるよ。学校は勉強ばかりでとても

大変だよ。」と言っていました。中国の教育制度はすご

いなと驚き，シンさんの英語が上手な理由が分かりま
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した。部活動や文化祭がないのは寂しいし，日本の学校でよかったなとも思いました。 

私は，中国に行く前に周りの人に「え，中国行くん？大丈夫なん？」と言われました。

多くの人は中国に対して，まだまだ発展していないイメージを持っているかもしれません

が，それは正しくないと思います。成都は広島の何倍もの高層ビルや独特の活気があり，

これからもっともっと発展していくのだろうなと思い

ました。私たちは超大国の隣国である中国とのこれか

らを考える必要があると思いました。 

最後になりましたが，今回の派遣を企画してくださ

った広島県国際課のみなさま，現地スタッフのみなさ

ま，関わってくださったすべての方々に感謝します。

ありがとうございました。 
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日本人からの中国，本当の中国 

広島大学附属高等学校 １年 畑中 大翔 

 

本当の中国。自分は中国という国がどういう国なのか，あまり分かっていなかった。 

テレビなどのマスコミから，伝えられる中国は，あまり良い印象ではない。また近年で

は，領土問題や中国人観光客の観光地でのゴミのポイ捨て問題などにより，中国と言う国，

そのものが悪いという印象を受けてしまいがちであった。また，友人に中国という国につ

いてどう思うかと，尋ねたことがあるが，ほとんどの友人があまり良い印象を持っていな

いことが分かった。しかし，自分は中国は決して悪いだけの国ではないと思っていた。そ

こで今回，本当の中国を知りたい 

と思い，広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加した。 

今回の派遣事業で，自分が感じた事は主に，２つある。 

一つ目は，中国の経済発展の様子についてだ。以前までは中国は発展途上国と言うイメ

ージが強く日本と比べても，劣っているだろう，都市開発もあまり進んでいないと思って

いた。しかし，実際には全く違っており，町の中心部では，日本よりも都市開発が進んで

おり，高層ビルが立ち並んでいた。また，中心部では交通量が盛んであり人であふれかえ

っていた。しかし，その光景は日本のニュースでよく見かける汚れた大気で満たされてい

る光景ではなく，綺麗な都市の光景であった。 

この様子は，日本にいただけでは必ず知ることは無かっただろう。また，この中国の著

しい経済発展も今回の派遣事業で知ったことで，日本のマスコミでは放送はほとんどされ

ていない。 

二つ目に感じたことは，中国の人々の温かさだ。日本のマスコミでは，中国の人々は最

初にも言ったようにマナー違反をする人ばかりというイメージがある。しかし，実際に出

会い，触れ合ってきた人々は，とても温かく接してくれた。例えば，ホテルの人は年配の

人であったため，英語があまり伝わらなかったが，少しの中国語と，ジェスチャ－でコミ

ュニケーションをとることができた。また，ホームステイ先ではファミリーと話す際に自

分が分からない事が有れば，すべて英語で丁寧につたえてくれた，とても親切に接してく

れたため，とてもコミュニケーションをとりやすかった。 

この様な，中国の人々の温かさも，マスコミでは言われない，中国人の国民性をもっと

しっかり伝えるべきだと思った。 

今回の発見事業で学んだことはたくさんある，そのひとつに中国の衛生環境問題もある。 

確かに，トイレやゴミなどの衛生環境は日本に比べても，劣っていたのは，事実だ。し

かし，それは発展途上である中国では，仕方のないことではないだろうか。他の発展途上

国も同様に，ととのっていないであろう。また，近年では急速にトイレ環境は整っている

のも。また事実である。このような事実を自分は周りの友人に伝えていきたいと思う。そ

して，日本で教えられる中国では無く，本当の中国を知らせていきたい。 
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四川省訪問報告書  

広島大学附属高等学校 1年 中本 幸乃 

 

初めての中国では見るものすべてに自身の想像を超えた感動がありました。街並みはき

れいで成都の歴史を感じるものから中国で最も発展している上海の超高層ビル群，中国で

出会った人々は皆心が温かく，さまざまな交流が心に刻まれるものでした。 

 

私が今回の訪中研修で学んだことは人との出会いの大切さです。ホームステイはたった

の 2 日しかなかったのですが，ホストファミリーは私に対してとても優しく接してくださ

いました。中国語がほとんど話せない私に対して，一生懸命英語でコミュニュケーション

をとろうとしてくれている姿勢が印象的でした。 

 

中国での訪問はすべて，今しかない一期一会の出会いでした。スーパーのレジで出会っ

た人との会話，成都，上海それぞれのホテルで，受付の人と交わした挨拶，レストランで

チャイナ服を着たお姉さんが運んできてくれた美味しい料理，そして研修の企画・運営と，

最初から最後までずっと一緒にいて支えてくれたボランティアの大学生の方や，成都 18

中学校の方々，みなさんの優しさ，中国人と触れ合った場面が忘れない思い出です。これ

らは普段新聞やテレビでは知ることの出来ない本物の中国です。私は本当に素晴らしい経

験をさせてもらえたとともに，出会ったすべての人へ感謝で尽きません。目の前にいる一

人一人との出会いを大切にしていきたいです。そして，永遠に多くの人に本物の中国を伝

えていきたいと思います。日中友好のため，そして世界平和へ貢献のために，今回の訪中

研修で得たものすべてを活かしていきたいです。 
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四川研修報告書 

 広島大学附属福山高等学校 ２年 西谷 有理沙 

 

私はこの夏中国・四川省へ行って様々な経験をし，とても多くの事を学んだ。 

たくさんの場所を訪れたくさんの人に会ったが，最も印象に残ったのは歴史的な場所に

行ったり美味しい中華料理を食べたことではない。それは同世代の若者たちと談笑しなが

ら並んで歩いた道だ。日本と中国の文化の違いから，わかり合えないことがあるかもしれ

ないという不安があった。しかし実際に中国人の人々と接してみて，同じものを好きだと

言えること，同じ冗談で笑い合えること，最後に別れるのが辛くて涙が出るほど仲良くな

れることを知った。先行するイメージや先入観が破壊される瞬間というのは衝撃的で，ま

たとても感動的なものであると感じた。国際交流をすること，人とふれあうということは

それまで抱いていたイメージを 180 度覆してしまうほど大きな力を持っていると思った。

テレビから悪いニュースが流れて来ても，その国に友達が一人でもいれば見え方は確実に

変わってくる。日本人だからこうだとか中国人だからああだなどといった先入観は私には

もう無い。中国に行けて本当に良かったと思う。 

国の枠ではなく個人として向き合うという所に交流の意味があるのではないかと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームステイ先で一緒に作った伝統料理        一緒に食べた火鍋 

 

日本で得る情報としては，中国のイメージはあまり良くない。マナーが悪いとかそうい

った印象の良くない事ばかりが取り上げられ良い所を知る機会も本当に少ない。 

しかし中国でたくさんの人々とふれ合って，実際の中国はテレビやニュースから得るよ

うな悪いイメージとは全く違うということに気づいた。国としては遠くに感じていた中国

だが，実際に向かい合って中国の人々と接してみるとその印象は大きく変わった。 

行動や街の状況から，文化の違いに驚くことももちろんあったが，それも含めて「おも

しろい」と感じた。正しいとか間違っているという判断基準ではなく，自分がそれを受け

入れさえすれば全て「おもしろい」と感じられることに気づく。先入観を持たずに自分と

違う文化を受け入れる視野の大切さを中国訪問で実感した。 

この研修で学んだことは，これからの人生に中国と関わる形で生かしていきたい。私は

これからも様々な経験をし，様々な人と出会って自分の世界を広げていきたいと思う。 
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四川省訪問報告書 

広島大学附属福山高等学校 2 年 小西 優歌 

 

多くの温かい人々に恵まれ，長い歴史と豊かな風土の恵みを

肌で感じることのできた 1 週間でした。初めて中国という国を

訪れ，当初は不安もあったものの，今はまたすぐにでも四川へ

帰りたいと感じている。そう思えていることはとても幸せなこ

とだと思っています。  

 今回の滞在の中で，成都の，急速に都市化が進み発展を遂

げている様相を目にし，圧倒された一方で，一歩路地に入れば，

数分の道のりをバスで進めば，まだまだ発展途上の部分が残っ

ていることも実感しました。私がもっとも印象に残っているの

は，一般家庭における中国と日本の水周りの環境の差です。多

くの同じような高層マンションが立ち並ぶ中の一室が，私のホ

ストファミリーの家でした。そこでは，私の家の浴室ほどのわずかなスペースに，トイレ

と洗面台，シャワーが全てあり，シャワーからは滴るようにぬるま湯が出ました。自分が

いかに恵まれた環境で日々過ごしているのか，初めて実感し，衝撃を受けました。その後

に，ホテルの綺麗な浴室でお湯の勢いよく出るシャワーを浴びながら，私はホストファミ

リーのことを思い出しました。この環境を彼らにも与えてあげたい。しかし世界一の人口

を誇る中国で，それらを一つ一つ変えていくのはどれだけ大変なことか。最終日，バスの

中で外事僑務弁公室の方がして下さった，トイレ革命の話が，鮮

明に脳裏によみがえりました。ですが，そこで無理と諦めてしま

ったら，何も始まりません。日本は恵まれている，と言葉では何

度も聞いたことがあって，それを理解していたつもりでいたけれ

ど，それはただの文字情報を単語の連なりとして理解していたに

すぎなかったのだと，今回の訪問で初めて気付きました。中国と

いう国であってもまだまだ十分な水周りの環境が整っていると

いいづらいなかで，世界にはもっともっと劣悪な環境で今も生活

している人が，ほとんどなのだろうと思います。ホームステイな

どを通じ，住む国や環境が全く違ったとしても，そこに暮らして

いるのは私たちと変わらない一人の人間なのだと感じられたなかで，このような格差の存

在に，強い問題意識を抱くようになりました。そのような発展途上の状況も残る中で，今

回のような事業を盛大に行って下さったことに，大きな感謝とともに申し訳なさ，そして

強い責任感を感じています。私たちは，この経験を糧に，行動を起こしていく義務がある。

たくさんのすばらしい経験をさせていただき，大切なことに気付かせてくれ，私を大きく

成長させてくれたと感じる中国に，いつか恩返しができるよう，努力していきたいです。 
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四川省訪問を終えて 

AICJ 高等学校 １年 小湊 璃子 

 

「中国は危ないからやめたほうがいいよ」その言葉が私がこの派遣事業に参加するとき

に周りから言われた言葉でした。その言葉の意味が，実体験をもとにいわれた言葉なのか

否か，メディアのイメージで言われた言葉なのかどうかは分かりませんでしたが，この言

葉は同時に私のこの派遣事業の参加の意識を高める言葉にもなりました。 

実際に，四川省での活動は世界遺産や広島と四川省のかかわりがある場所へ行き，そこ

で何を感じたがメインの活動でした。現地の学生やアドバイザーの方と話す機会もありま

したが，それよりは自分が施設や遺産を回っていく中で実際目の前にある自分が見た中国

はどうだったのかを感じる派遣事業になりました。今，メディアで取り上げられる中国は

技術が発展している中国もそうですが，悪印象なものも少なくはありません。そして私の

ほかにも参加者の中で，この事業に参加することによく思われないメンバーもいたりと，

私たちの中でなぜ自分の知らない国をメディアの情報だけで決め付けてしまうのか，と研

修中に何度も話しにあがりました。現地の学生と，お互いの国のイメージを伝え合ったり

日中間で今問題になっていることを話したりと，有意義な時間が過ごせたと思います。  

また，現地での生活では日本より不便な部分や私たち日本人からすると考えられない文

化もホームステイなどを通して感じることも少なくはなかったですが，中国の文化を知る

機会になったとともに普段はあまり気づかない自国の文化についてもまた知ることができ

ました。中国では，日本より歴史的な建造物が多く見られ技術が進歩しているのと同時に

古くからの歴史を重んじられている部分がたくさん見受けられました。今日の日本は，技

術が進んでいく中で便利になる一方，昔からの伝統が失われているような気もします。そ

の部分では，中国はまだ発展途中で街中には建設中の高層ビルが数多く立ち並ぶ中，木造

の古い伝統的な建物も多くみられ，これは日本にも必要なことだと思いました。 

今回の派遣事業に参加したことによって，中国の状況を知るとともに，やはりメディア

がすべてではないことが改めてわかりました。現地の学生が「メディアは情報を伝えるた

めだけのものであって，それが正しいかどうかは自分が実際に経験するしか手段はないと

思う」と言っていて，とても納得させられました。今回自分が実際に中国に行かないとわ

からなかったこともたくさん吸収できたのでこれからは私が今回の事業からのことをたく

さんの人に伝えていけたらいいなと思います。 
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四川省訪問報告書 

AICJ 高等学校 1 年 山城 優和 

 

私は今回，広島県青少年交流団四川省派遣事業の団員の一員として，8 月 9 日から 14 日

までの六日間を中国四川省の成都で過ごしました。 

私がこの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。日本のメディアは中国に関する様々な情報を取

り扱っています。しかし，それらの情報はあくまでも日本のメディアが部分的に取り上げ

たものであるにも関わらず，日本人は中国に対して良い印象は抱いてはいませんでした。

実際私もそのうちの一人でしたが，私はメディアの偏った情報だけで物事を判断すること

は決して良いとは限らないと思い，普段メディアでは取り上げられない中国の魅力という

ものを見つけてみたいと思ったからです。 

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

の中でも一番印象に残ったのが，眉山市で行われた歓迎レセプションで見た「変面」でし

た。瞬時に何度もお面を変えるこの変面という技術はとても歴史が長く，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素早くお面を変える技術を

間近で見ることができてよかったです。 

今回の派遣事業で，中国の技術の発展や中国人の方の心の温かさなどを感じることがで

きました。私は，今回の派遣で実際に確認できた本当の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ことに，とても驚きました。そして実際に現地の方と交流

することによって，実際に確認することの大切さを身をもって体感することができました。 

  



22 

 

中国四川省青少年派遣事業において学んだこと及び感じたこと 

盈進高等学校 １年 小川 美月 

 

今回の事業で，私は初めて日本を出ました。今まで，日本で海外の方と交流したことは

あっても自分が海外の出たことはなかったので，この大きなチャンスにとても期待をして

いました。 

私は今まで中国についての情報を主にニュースで得ていました。しかし，実際に自分の

感じたものでないとそれは確かとは言えません。文化に違いに驚きながらも。日本の人々

とは違う明るさを持つ中国の人々と触れ合う中で，日本人が排他的であると感じました。

どの体験も大変素晴らしく，自分の世界の狭さを思い知らされました。 

最も心に残っているのは，ホストファミリーとの会話です。ホームステイの二日目に親

戚を呼んでご飯を食べました。そこで，日本の労働環境や自殺についての質問を受けまし

た。私の英語力は，その内容を伝えるには乏しく，幸い日本語が出来る方がおられたので

うまく伝わらないところはその方に助けていただきながら会話をしました。育児休暇など

の女性の労働環境に関わる質問が多く，私の知っている狭い範囲でしか答えられなかった

ことが残念でした。子供を産む際に仕事を辞めなければならなかった私の親戚の体験談を

話すと，とても驚かれました。自殺については，なぜもっと命を大切にしないのか，とと

ても不思議がられました。世界でも有名な自殺大国である日本のことが信じられないとも

言われました。 

私は，こういった話題について，中国の方と話をするとは思っていませんでした。てっ

きり，学校生活についての質問がくると思っていたのでとても驚いた反面，同年代の彼ら

彼女らがどういったものについて興味を持ってとてもよくわかりました。 

今回の事業で，私は様々な人にお世話になりました。どこにいても感謝を忘れてはいけ

ない，ということをしみじみと感じました。 

この経験から得た沢山のものを，出来るだけ沢山の人に伝えることがこれからの私のす

べきことであると感じています。 
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私の中国～四川省で感じたこと～ 

盈進高等学校 2 年 重政 優 

 

8 月 9 日から 15 日の 7 日間，広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加させていただい

た。 

私にとって初めての中国訪問であり，日本とのちがいに何度も驚かされた。 

四川省に到着して，ホテルに向かうバスの中で，街の風景に釘付けになった。高層マン

ションやホテルが，ぎっしり集まっている。どの建物もざっと数えてみると 30 階建て以上

で何もかも大きかった。 

今回の訪問の中で，一番心に残っていることはホームステイ先の家族と過ごした時間だ。

私のペアの名前は利田（リーティエン）。勉強熱心で，笑顔が可愛い女の子だ。 

学校でホストファミリーと対面後，複数のペアで夕食を食べに行くことになった。地下

鉄に乗り，目的地のある駅に着いてまず，建物の多さと大きさに圧倒された。成都は古風

な建物のイメージの方が強かったが，それとは逆でマクドナルドやスターバックス，グッ

チなどの誰もが知っているお店がずらりと並んでおり，若者の街という印象だった。利田

たちに連れられて，着いたのは火鍋のお店だった。早速注文して，出てきた鍋。真ん中の

部分は真っ赤でとても辛い味付けになり，外側は，ノーマルタイプ。肉や豆腐，野菜をし

ゃぶしゃぶのような感覚で食べる。日本では馴染みのないガチョウの肉や，内臓には少し

抵抗があったが，みんなで囲んだ鍋は最高に美味しかった。 

利田の両親が迎えに来てくれて，家に向かった。帰りの車の中ではお互いのことについ

て質問し合った。彼女は普段，学校の寮で生活している。朝の 7 時から夜の 10 時まで学

校で勉強しているそうだ。また，両親を喜ばせたい，安心させたいという理由で，名の知

れた大学に行く人ために必死で勉強するという話も聞いた。利田は日本の文化や日本語に

興味があって，将来日本に行きたいと言っていた。そして，お互いが高校を卒業したら必

ず再会すると約束した。 

国籍も違うし，言葉も違うけどお互いが好きなことや盛り上がる話題，将来の夢の話で，

心が通じ合えるに違いない。メディアの情報に流されてしまいがちだが，そうではなく自

分の目で真実を見極めなければならないと改めて実感した。 

私は将来，日本と世界を繋げる人間になりたい。そのためには，今回意思疎通で大変だ

と感じた英語を身につけなければならないと痛感した。また，新聞やニュースなどで知識

を身につけ確かな意見を持てるようになりたい。 
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「私が見た本当の中国」 

修道高等学校 ２年 山本 達洋 

 

私は，８月９日から１５日まで，中国の成都と上海を訪問しました。中国という国は，

私が個人的に文化や政治の面で長い間関心を持っていた国だったので，今回の研修に参加

させて頂けることが嬉しく，また，とても楽しみにしておりました。現地では，楽しいこ

とがたくさんありましたが，嫌な思いをすることもありました。ここでは，１週間の旅行

を通して私が中国に対して感じたことを率直に記そうと思います。 

一日目，上海浦東国際空港に着陸した時のことです。着陸後に雨が降り，滑走路に水た

まりがたくさんできていました。すると，飛行機から降りる時に乗務員からティッシュを

渡され，裸足で水たまりを歩き，バスまで移動するように指示されたのです。私は，非常

に驚き，憤りを覚えました。このような航空会社は初めてだと言い合いながら，みんなで

バスまで移動しました。今となっては良い思い出なのかもしれません。 

成都に着いてからは，ガイドの大学生の方々をはじめ，現地の高校生などから，心温ま

る歓迎を受けました。特に心に残っているプログラムは，ホームステイです。中国の一般

家庭に２泊するということは，日本にいる間は全く想像がつきませんでした。水回りのこ

とや食べ物のことなど，心配が尽きませんでした。実際にホームステイをしてみると，や

はり，日本との文化の違いが大きく，戸惑いました。しかしそれは日本の文化と比べて優

劣をつけるべきではなく，お互いの文化を尊重することが何よりも重要だと改めて感じま

した。 

ホームステイ先の家族は，ご両親と男子高校生２人

の４人家族でした。２日とも中国の料理をごちそうし

ていただきました。１日目に食べた「火鍋」は，イン

パクトが強く，忘れることができません。具がとても

特徴的で，日本では食べる機会がないようなものばか

りでした。味付けは辛く，少し油っぽいのですが，お

いしかったです。 

また，ホームステイ以外のプログラムで心に残って

いるものは，パンダの飼育基地を訪問したことです。

私の祖父が以前中国を訪れた際に撮ったパンダの写真

を見，一度パンダを見てみたいと思っていました。パ

ンダはとても可愛らしかったです。しかし，暑そうで

した。このパンダが，これからも日中友好の懸け橋に

なればいいな，と思いました。 

１週間の中国訪問を終え，本当にこの研修に参加してよかったと思いました。ここに書

ききれませんでしたが，他にも楽しかったこと，心が温まったこと，そして嫌だったこと

がたくさんありました。メディアやインターネットでの情報から，中国に悪いイメージを

抱いている日本人はたくさんいます。その情報は全てが本当というわけではないと思いま

す。実際に現地に行ってみることが大切だと痛感しました。いつかまた，中国を訪れる機

会があればと思います。本当にありがとうございました。  
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四川省活動報告書 

修道高等学校 ２年 松田 陸玖 

 

私は８月の９日～１５日まで四川へ研修旅行に参加しました。 

そこで私は日本と中国の違いを学ぶことができました。その中でも私が一番驚いた違い

は，一般家庭の家についてです。まず最初に私が驚き，苦労した違いは水回りについてで

す。 

日本では一般的に家庭のトイレは洋式であるのに対して，中国の家庭のトイレはほとん

どが和式なのに加えて日本と違い，お風呂とトイレが小さな部屋に一緒に存在するという

ことにとても苦しみました。 

四川で食べた料理のほとんどが辛みの強いものばかりで，辛い物があまり得意ではない

私には食べづらいものが多かったです。また，中国では出された料理をすべて食べきって

しまうと満足していないという解釈をされてしまうという食文化もあり，食事のときも苦

労することが多かったです。また飛行機の遅延など様々なトラブルが続き，自分がどれだ

け恵まれた国にいるのか身をもって感じることができました。 

このように私には苦労が多いように感じましたが，人の温かさは日本のも負けないもの

があると思いました。現地では，日本語を学んでいる大学生の方々が私たちに中国を，案

内をしてくださいました。その大学生の方々はとてもフレンドリーで，積極的に話をして

くれ，私たちに親身になってくださいました。また，ホームステイ先では中国語が話せな

い私のつたない英語を一生懸命に聞き取ってくださったり，現地の有名なお土産屋さんま

で連れて行ってくださいました。そして，最終日にはたくさんの豪華なお土産を持たせて

くださいました。 

私は今回の研修で学んだことを家族や，友達に伝えて海外に行くことや，外国の方々と

交流をもつことの楽しさをもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思いました。このよ

うな交流事業を企画してくださり，ありがとうございました。 

  



26 

 

同じ価値観 違う価値観 

武田高等学校 １年 中村 瑞稀 

 

 私は，この四川派遣事業を通して実際に自分の知らない価値観と巡り会い，人間の考

え方の多様性が面白いと感じました。例えば，日本だとキャビンアテンダントは丁寧な対

応をし，店の店員はお金を客の目の前で確認し，お金も商品も手渡ししてくれます。小さ

な頃から，道路を渡る時は青信号かどうかと右左見て車が来てないか確認すること，子供

は夜遅くまで外で遊んではいけないと言われました。しかし，これらを日本人全員がして

いるわけでもなく，しなければならないということでもありません。ただ単にこれらが日

本人の一般的な価値観だということです。一方，中国ではキャビンアテンダントの態度が

素っ気なかったり，店の店員が手元まで商品やお金を渡してくれなかったり，車が通って

いてもたくさんの人が自由に道路を渡ったり，夜なのにたくさんの子供たちが夏休みで開

いている大きな大学で楽しく遊んでいる，という日本ではあまり見ることの出来ない光景

を目の当たりにしました。これもまた全てを中国人全員がしているわけではないし，これ

ら全てが中国ではしてはいけないことでもなく，しなければならないということではあり

ません。ただ，当たり前のことを当たり前のようにしているだけ。つまり，これらは中国

人の一般的な価値観そのものです。 

 中国人も日本人も同じ人間だとしても感じ

方や考え方，価値観がみんな一緒ということはあ

りません。それは，自分の家のルールが他の家の

ルールと違うように，中国と日本の考え方が違う

のは当たり前のことなのです。どちらの考え方が

正しいということもありません。しかし，自分と

考え方が違うからといって，「この人は自分と合

わない」と決めつけることが本当に正しいのでし

ょうか。私は，少しだけ相手の立場になって考え

てみても面白いと思いました。全てを受け入れよ

うとするのではなく，少し別の発想転換をしてみ

たのです。そうすることで，新しい発見をするこ

とができました。こうした考え方が，平和な世の

中を作るために必要なのではないでしょうか。 
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四川省訪問報告書 

武田高等学校 １年 福原 和花 

 

  この派遣事業では，今まで経験したことがないような沢山のことを学び体験すること

ができました。その中で私がこのプログラムに参加して印象的だったことは主に 2 つあり

ます。 

  １つ目は思った以上に都市が発展していたことで

す。中でも交通の便はとても発達していて，日本では

見られないバイク専用道路や成都市の地下に張り巡ら

された地下鉄などいろんな交通網があり感動しました。

ホストファミリーに市内を案内してもらった時も，ア

プリで借りることのできる民間の自転車やタクシーの

ような制度の車などに実際に乗ることが出来ました。

これらを見てみると日本の交通網にもまだ改善される

べき所が沢山あるなと思いました。 

  2 つ目は夜の町がとても賑やかだったことです。私

が住んでいる町は夜になるとお酒を飲む為に出歩く大

人の人が多いのですが，それ以外の人達はあまり夜に外出しません。しかし，四川省では

夕食後に家族や友人恋人など親しい人たちと一緒に夜の町へ出かけていました。その中に

は赤ちゃんからお年寄りまで様々な年代の人々が公園や広場に集まっていて，遊んだりお

しゃべりをしたりしているのを見て新鮮な気持ちになりました。危ないから夜は外に出て

はだめと言われてきたので，夜の 10 時くらいに人々が集まっていることがとても不思議で

羨ましかったです。日本でも，夜に外出

しても大丈夫な街になって欲しいと思

います。 

  前々回のこのプログラムに参加し

た先輩は，中国のことを「過去と未来が

行き交う国」と言っていました。しかし，

私は「昼にも夜にも生きる国」だと思い

ました。短い時間の中で見た昼の中国と

夜の中国，どちらも活気に満ちて人々の

笑顔が溢れる素晴らしい国だと思いま

した。 
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私が見た中国 

武田高等学校 １年 石川 桜 

 

私が中国で学んだことは主に 2 つあり

ます。それは現地の人たちの人柄と今の中

国の状況です。それらは私がこの派遣事業

に参加したいと思った理由の一つなので，

今回参加して本当に勉強になったと感じ

ました。 

まず，私が一番驚いたことは，現地の人

たちの人柄が想像していたのと全く違っ

たということです。四川省に派遣される前

の中国人の印象はメディアによって作ら

れたものなのだと強く感じました。例えば，

日本人から見た中国人の印象はマナーが悪いことや親切ではなさそうというマイナスなイ

メージが大きいようですが，全くそんなことはなく，とても親切でフレンドリーな人たち

が多かったように思えました。また，中国人観光客がゴミを道端によく捨てるということ

がニュースで放送されているところを見たことがありますが，それは中国では道端に清掃

員がたくさんいるので，中国人は道端にゴミを捨てるのは当たり前だと思っているからだ

と思います。このような文化の違いは必ずあって，お互いにそれらを知らなければならな

いということがわかりました。 

そして今の中国の状況にもとても驚かされたことがありま

す。それは，中国の街並みです。私の今までの中国の街並み

のイメージは空気が汚いことや近代的な建物がないなどあま

り便利ではなさそうなイメージが強かったですが，実際はマ

ンションやショッピングモールが日本よりもたくさんあり，

しかもマンションなどの高さも日本よりも高く見えました。

そして，マンションの多さを見るだけでも人口の多さがすぐ

に感じることができました。 

今回，一緒に参加した人たちと共通している感想は，中国

に行く前と行った後では印象が全く違ったということです。

なぜ印象が違うのかというと，私たちはメディアでよく取り

上げられる領土問題や中国が無断でキャラクターを真似る問

題などでこの国の印象まで決めつけてしまっていたのです。確かに，このような問題は中

国にも悪いところはありますが，その問題だけを見て「中国は悪い」「中国は危険だ」など

言っている日本側にも問題があり，本当の中国を今の日本人のほとんどの人が知らない状

況になってしまっています。そのような状況を変えるために今回の派遣事業で本当の中国

を見て感じた私たちは，中国という国は実際にはどのような国でどのような人々が暮らし

ているかということをメディアの情報だけで判断している日本の人たちに伝えていきたい

と考えています。  
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四川省訪問報告書 

広島なぎさ高等学校 2 年 中村 優希 

 

私は広島県青少年交流団四川省訪問事業に参加し，初めて中国を訪れました。約一週間

の滞在の中で私は大きな刺激を中国でとても有意義な時間を過ごすことができました。 

四川省は上海から航路で三時間の場所にあり，中国の中ではやや内陸部です。しかし四

川省の省都である成都は計画的に建設された近代的な巨大都市であり，私の想像とは全く

異なる都市でした。私がこの事業を通して学んだことは大きく分けて三つあります。 

第一に日中両国が相互に交流することの大切さです。中国に関しては授業やニュースで

しか知らなかった私をホストファミリーは親切に明るく受け入れてくれました。ホームス

テイ二日目の夜には下の写真のようにお母さんが数多くの手料理を私のために作って歓迎

してくれました。全部で十二種類の料理をホストファミリーと一緒に楽しみました。私は

中国への強い親近感が湧いたのを感じました。 

第二に中国と日本の両国は互いに見習うべきだということです。成都では市街地中心部

にも関わらず自然が整備されていました。建物の周囲や道路わきには木が植えてあり，芝

生がありました。日本のような高層ビルが林立した

都市ではなく，適度に緑化された風景の綺麗な都市

でした。都市の環境に配慮するという点では日本は

成都に見習うべき点が数多くあると思います。また，

スマートフォンを使って自転車を解錠するシステ

ムの導入など，最新技術を取り入れて日本よりも進

んでいる点にも沢山気付くことができました。 

第三にメディアからの印象と，自分の目で見て確

認することでは大きな違いがあるということです。

私は日本のメディアは中国に対して好意的な報道が少ないように思えます。そのため日本

人には中国を肯定的に捉えている人が少ないように思います。しかしそれは誤った判断の

仕方だと思います。中国にも日本と交流したい

と考える人はいます。四川省の皆さんとの交流

はとても楽しかったです。私は特にホストファ

ミリーと食べた夕食が忘れられません。私は今

回の滞在を通して中国にとても興味が湧きまし

た。将来は中国語を話せるようになって再び中

国をおとずれたいです。 
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四川省交流派遣事業の振り返り 

広島なぎさ高等学校 2 年 東 てら 

 

皆さんは中国に対してどのような印象を抱いていますか。それ

は決していいものとはいえないものでしょう。私もこの四川省交

流派遣事業にさんかするまではそうでした。私は昨年，留学生ガ

イドというもので香港から来た学生をガイドする機会がありま

した。そして，彼らと交流する中で，とても印象的だったのが，

香港の生徒は私に｢僕たちは中国に頼っている部分は沢山あるか

もしれないけど，中国の一部ではない。香港みたいな自由は中国

には絶対にない。｣といったことでした。これは私にとってとて

も興味深い内容で，中国に興味を持ち始めたのもまさに

そのときでした。そして，インターネットで中国につい

て調べる限り出てくるものは，中国が偽商品を売ってい

るとか，一党制でとても強制的な選挙を行っているとか，

マナーの悪い中国人という事が主に出てきました。この

通り，私は行く前は，なんとなく中国って強制的で嫌な

国だと思っていました。 

しかし，実際に行ってみることで自分が想像していた中国と全然違う中国を見ることが

出来ました。そこで私にとって一番印象深かったことは，中国であるインターネットや選

挙にある統制が存在する理由を知ることが出来たということです。中国には，インターネ

ットで情報を入手したり，情報を出したりするとき，必ず統制が入ります。私はこれに対

して疑問を持っていました。そこで私は現地のガイドさんに聞いてみると，それは中国の

国民みんなに教育が行き届いていないからだといわれました。教育というも名は｢学ぶ｣た

めにもありますが，｢国への考えを国民に統一させる｣ためにもあります。日本では義務教

育を国民みんな受けられるようになっていますが，そんな中で中国では国民の人口の約四

割がその教育を受けていないのだそうです。偉大な中国の人口の四割も国の考えが行き届

いていないのならば，インターネットだけから情報を得て政府と違う考え方を持ち，仮に

政府へ反感を持つことになると，情勢はきっと大変不安定になるでしょう。そのような話

を聞くと中国は国民の安心と安定を保つためにはせざる負えない事なのかも知れないと思

いました。選挙の統制もそうです。中国が一党制なのは日本のような自由な選挙を行うと

人口も多いし，面積もとてつもなく広い国なので，時間とお金がたくさんかかります。そ

れに加えて党が多いと，ある物事を決めるのに長い時間がかかります。中国はそのような

問題が一党制のためないのです。 

このように中国はとても効率がいいところだと思いました。勿論いいところばかりでは

なかったです。日本より遅れていると思ったところもありました。しかし，これは行って

みて初めて分かることができました。インターネットやＡＩがどんどん普及していく中で，

いろいろな情報を手に入れやすくなってきた今，私は人と実際に交流し，かかわることで，

その自分の得た情報に深みを作ることが出来ると思います。私たちも多様な考え方を炊く

差の人と分け合い，自分の知識に深みを作りましょう。  
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郷に入れば郷に従え 

福山暁の星女子高等学校 2 年 三浦 充央 

 

私が広島県青少年交流団四川省訪問に参加した理由は，2 つあります。 

1 つ目は，もっと中国について知るためです。昨年，福山市北京教育交流訪問団に参加

し，初めて中国の地に足を踏み入れました。教育交流ということで，もちろん今回の訪問

とは主旨は異なりましたが，多くの中国・北京の伝統文化に触れることができました。し

かし中国は約 56 もの民族が共存する多民族国家です。1 度，ある 1 都市を訪れただけで中

国を知っているということにはならないとも思いました。 

2 つ目は，ホームステイを通して現地の人の私

生活を知り，交流するためです。私自身，中国の

文化・芸能等に興味があり，また中国ドラマも好

きということで，一般人がどのような生活をして

いるのか知りたいと思っていました。 

この訪問で 1 番印象に残ったことは，四川省の

文化です。四川刺繍博物館を訪れたり，年画の体

験をさせて頂いたことで四川省の伝統文化に触れ

ることができました。またホームステイでは，下

町に連れて行ってもらい，庶民的な食べものや，一風変わったお菓子を食べ歩きました。

第一言語が英語ではない者同士，コミュニケーションをとるのは大変でしたが，ジェスチ

ャーを交えて何とか会話することが出来ました。ホストファミリーは旅行に行ったことが

あるほど日本に興味があったようで，お互い

情報を交換しあって限られた時間を楽しく過

ごしました。 

「郷に入れば郷に従え」 

必ず一度は耳にしたことがあるこの言葉を強

く意識させられた訪問でした。1 人でのホー

ムステイは初めてで，不安なこともありまし

たが，ホストファミリーはとても優しく，温

かったので，不安もすぐに吹き飛んでいきま

した。言葉は通じなくても，心で何か通じるものがあって，現地の人と同じ生活スタイル

をとることで，やっと中国にいるという実感が湧いてきました。また私生活の一端を垣間

見ることで，考え方の違いなどに気付くことが出来，中国の良さが見えてきたり，逆に日

本の良さが見えてきたりもしました。 

これから，もっとグローバル化が進んで行くであろう世の中で，お互いの文化や考え方

を認め合い，理解し合い，共有し合うためには，この精神が重要になってくると思います。

今後は英語に限らず，中国語の習得にも励み，ホストファミリーとの交流を続け，国際活

動に積極的に参加していきたいです。 

最後になりましたが，広島県青少年交流団四川省派遣事業に携わった全ての関係者の皆

様，このような貴重な体験をありがとうございました。  
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初めての驚き 

並木学院福山高等学校 2 年 山田 摩美 

 

わたしは，この事業に参加して，たくさんのものを見て，学ぶことができました。そし

て，たくさんの違いを感じ，四川省で過ごした 6 日間は驚きの毎日でした。 

大きなビルの群れ，大きな道路，自転車とバイクの専用道路，交通量の多さ。成都市に

着いて，まず驚いたことでした。中国が発展していることは，知ってはいたけれど，ここ

まで大きく発展しているとは思っていませんでした。大都会なだけではありませんでした。

武候祠や三蘇祠，青城山など伝統的な中国の建造物が多く残っていました。大都会の中に

感じることのできた中国の歴史は，とても印象に残っています。 

行く前から四川省は四川料理のイメージが大きくありました。そして，初めて食べる四

川料理は，私が想像していたものよりもはるかに辛かったです。ですが，大学生の方に「こ

の料理の辛さのレベルは 1 から 10 で表すとどれくらいですか？」と聞いてみると「1 ぐら

いだよ」と言われとても驚きました。 

二日間のホームステイは，一番の思い出です。初めは互いにとても緊張していたけど，

話や，折り鶴の折り方を教え一緒に折ったりして仲良くなることができました。ショッピ

ングモールにも一緒に行きました。ショッピングモールは，日本と大きな変わりは感じな

かったものの，売り方は量り売りが多いと感じました。ホームステイを通して，中国の生

活を体験することができてとてもよかったです。 

私は，この派遣事業でメディアでは伝えられない中国，自分の目でしか見ることのでき

ないものをたくさん見ました。この経験を人に伝えることが大切だと思います。身近な人

から，この経験を伝えていきたいと思います。 

最後に，この事業を支えてくれた方，中国でとても優しくしてくれた方，すべての人に

缶やします。ありがとうございました。 
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四川省訪問で学んだこと 

ノートルダム清心高等学校 ２年 升﨑 侑奈 

 

私は，今回のこの派遣事業で初めて中国を訪問しました。 

行く前は，中国と言えば，新聞やテレビなどで悪いニュースが報道されていたり，中国

人のマナーが悪いといったイメージがあり，少し不安な気持ちもありましたが，ホストフ

ァミリーや大学生のボランティアの方を始め，私が今回関わった中国人の方々は，とても

優しく，みんな良い人たちばかりでした。 

特に，ホストファミリーは，分からないことがあるとすぐに教えてくださったり，体調

を気遣ってくださったりしました。また，私が中国の町並みを身近に感じたい思いを伝え

ると，快く受けてくださり，実際にいろいろな場所へ案内してくださいました。 

四川では，盛大なおもてなしをしていただきまし

た。朝，昼，夜，いつも豪華で，おいしい食事をい

ただき，歓迎レセプションでは，中国の伝統芸能で

ある変面などを見せてもらいました。中でも，水上

噴水ショーは，一番印象的でした。私たちのために，

特別に用意してくださったと聞き，温かい思いをと

てもうれしく思いました。今までに，見たことがな

いくらいきれいで，幻想的な景色で感動しました。 

また，成都第十八中学校の学生との交流を通して，

とても良い刺激をもらうことができました。この学生たちは，学校の寮に住み，朝早くか

ら夜遅くまで勉強をしているそうです。私と同世代の人たちが，将来に向けてこんなにも

たくさんの勉強をしていることに驚くとともに，まだまだ自分は甘いなと痛感しました。 

私は，今回の派遣事業を通して，イメージだけで物事を判断するのではなく，本当のこ

とをきちんと見て，知って，感じることの大切さを学ぶことができました。 

私が実際に見て感じた中国を，家族や友人などに伝えて，もっと日本と中国の交流が深

まるように，これから積極的に取り組んでいきたいと思います。 

最後になりましたが，このようなとても貴重で素晴らしい派遣事業を用意してくださっ

た広島県の職員の方々，四川省政府の方々，本当にありがとうございました。 

 


