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平成３０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 神田 真明 男 修道高等学校 2 2 

2 石部 尚平 男 広島大学附属福山高等学校 1 4 

3 為敷菜々子 女 武田高等学校 1 5 

4 河野 優花 女 広島県立広島高等学校 2 6 

5 福島 成美 女 広島県立広島高等学校 2 7 

6 山平美桜里 女 ノートルダム清心高等学校 1 8 

7 岡崎 華乃 女 盈進高等学校 1 9 

8 中本 花菜 女 広島なぎさ高等学校 2 10 

9 グエンユウミ 女 AICJ高等学校 1 11 

10 前田 夏凛 女 広島女学院高等学校 1 13 

 

  



2 

 

四川省を実際に訪問して 

修道高等学校 2 年 神田 真明 

 

私が中学校 3年生の時に学校の研修でオーストラリアを訪れて以来、2年ぶりの海外で

今回は中華人民共和国の成都市を訪問しました。 

一連のスケジュールの中で私がとても嬉しかったのは、2日目の学校訪問や 3日目の家

庭訪問、そして 5日目の中日友好会館で中国の方と交流したことです。 

中国の方との交流はこの派遣事業に応募する際から行いたいと思っていました。 

特に現地の高校を訪問した時 

には、日本の話やお互いの高校の話

を中心に楽しい時間を過ごすこと

が出来ました。また、修道高等学校

が男子校ということには驚いてい

る様子でした。日本の芸能人や有名

な著者の名前の話が出てきたのは

予想外で驚きました。 

 

←現地の高校にて 

 

 

家庭訪問では 6日間一緒に回ってくださった方のお宅を

訪ね、みんなで水餃子を作りました。現地のスーパーに行

ったり、餃子の中身の具材を混ぜてみたりと中国での暮ら

しを少しばかりですが体験することが出来ました。このこ

とはとても良かったと思います。 

  

自分が中国を訪れる前、中国は日本よりも遅れている部

分が多いというイメージを持っていました。ただ、実際訪

問してみてそのイメージは大きく変わりました。日本より

も進んでいる部分が多くあるというのを実際訪れてみて感

じました。このようにイメージが大きく覆ったのは初めて

でした。 

 今回の経験から、自分の足できちんと見て、知って、 

実際に体験するという大切さを学ぶ事が出来ました。さら

に、海外の文化において日本にはない長所や短所をしっか

りと理解することの大切さも学びました。          ↑中日友好会館にて 

  (家庭訪問先の家族の方と) 
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また新聞やニュースで見たり、学校の教科書で学んだ中国と実際に生で見た中国は大き

く異なると感じました。特に IT技術の発達が著しくスマホでの決済システムなどは日本も

もっと積極的に取り入れるべきだと思います。 

 これに加えて、この経験をさまざまな形で発信していくことも大切だと思います。中国

にもっと多くの人が興味を持ってもらえるようにしていくことも今後の日本と中国の発展

において重要だと感じました。 

 個人的な目標としては、校内でこの派遣事業の存在をもっと知ってもらえるようにした

いと思います。さらに、来年以降校内でこの派遣事業の存在を後輩に知ってもらい、実際

に参加するケースを増やす一助になればいいなと思います。 

 今回、四川省派遣事業に参加できて本当に良かったと心から思います。最後に、この企

画を用意してくださった広島県、四川省政府、そして滞在中に出会ったすべての方に感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

  



4 

 

歴史豊かな四川 

広島大学附属福山高等学校 １年 石部 尚平 

 

 今回の四川省派遣事業に参加させていただいて、最も印象に残ったことは、四川の歴史

の豊かさでした。成都には金沙遺址や都江堰、武侯祠や杜甫草堂など多くの歴史スポット

があります。 

 

 金沙遺址博物館は紀元前 1000 年頃の遺跡で、郊外の三星堆遺跡とともに、古代の四川

文明を代表する遺跡です。遺跡が発見当時のまま残っていて、有名な黄金のマスクや太陽

神鳥の他、青銅器や石器が数多く展示されていました。四囲を山に囲まれ、他の地域と途

絶している四川ならではのユニークさがあり、黄河

文明とはひと味違った印象でした。 

 

 都江堰は紀元前 250 年頃戦国時代に、岷江の水を

成都平原に分水して水害防止や灌漑のために建設さ

れた水利施設です。実際に訪れて、岷江は日本では

考えられないような激流でしたが、それ以上に都江

堰の技術や規模に圧倒されました。何よりそれが

2300 年後の現在も機能しているということに、中国

文明のスケールを感じました。 

 

 武侯祠は日本人にも馴染みのある三国志ゆかりの祠堂で、劉備・諸葛亮などが祀られて

います。岳飛の書による出師表や三国志の先主伝も展示されていて、とても面白かったで

す。 

 今回このような場所に多く訪れて、中国人にとっ

て歴史がとても身近なものであるように感じました。

先に述べた場所は成都屈指の名所ですが、多くの観

光客でごった返していました。また現地で知り合っ

た友人も中国の歴史について熟知している様で、自

分自身も自文化のことをもっと勉強しなければなら

ないと強く思いました。 

 それと共に、中国についてもっと知りたいと思い

ました。古蜀文明や杜甫草堂・三蘇祠のような漢詩

にまつわる場所は全く理解できず、悔しい思いをしました。加えて、現代中国の地理や政

治についても勉強しようと思います。 

 最後になりましたが、今回の派遣事業でお世話になった方々、有難うございました。非

常感谢大家。  
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中国に行き感じたこと 

武田高等学校一年 為敷菜々子 

 

私は、広島県青少年交流団四川省派遣事業に参加し、実際に自分の目で中国を見てきま

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。 

 一点目は、中国の都市が発展していることです。中国の町には高層ビルが立ち並び、シ

ョッピングモールの中にプールや人工ビーチがあるなど、その規模の大きさに驚かされま

した。ショッピングモール内にプールを作るという考えは、日本人にはなく、中国人なら

ではのものだと思いました。また、買い物をするときは、ほとんどの人がスマートフォン

を利用した電子マネーで会計をしており、キャッシュレス化の進んだＩＴ国家だと感じま

した。さらに中国は都市が

発展しているだけでなく、

歴史とともに共存したと

ころだと思いました。私が

行った四川省には、多くの

歴史的建造物や世界遺産

があり、歴史とともに発展

している都市でした。 

 

 二点目は、中国の方々の優しさです。中国では、現地の高校生や大学生と交流する機会

がありました。彼らはとてもフレンドリーに話しかけてくれ、親切にしてくださいました。

私は楽しい時間を過ごすことができ、たくさんの友達も出来ました。また、日本のアニメ

文化について知っている人が多く、日本人の私はとても嬉しく感じたと同時に、私ももっ

と中国について知ろうと思いました。 

 私は今回中国に行き、中国の良さを自分の目で見てきました。今やマスメディアの影響

で、中国に対して良いイメージを持っている人は多くはないと思います。しかし実際の中

国は、美味しい料理があり、発展した都市で、何より優しい人々がいる、とても良いとこ

ろです。中国に対するイメージが少しでもよくなるよう、中国に少しでも興味を持っても

らえるよう、今回自分が見てきたこ

とをまずは学校などで、身近な人か

ら伝えていこうと思います。 

 

 また、私の将来の夢は化粧品会社

で働くことです。日本の化粧品は中

国で人気があり、今後中国は日本に

とって重要な取引先になるでしょう。

私はその架け橋になれるよう、中国

の良さや中国の方々の価値観など、

今回学んだことを生かしていきます。 
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都市の発展とおもてなしの心 

広島県立広島高等学校 ２年 河野 優花 

 

 私は今回の事業に参加して，自分自身の目で中国を見ることができました。中国に行く

前までは，メディアなどから受け取った情報でしか知らなかったものを，身をもって学ぶ

ことができました。今回は，その中でも強く印象に残った二つのことを紹介したいと思い

ます。 

 まず一つ目は，発展した風景です。私たちが初日

にホテルに着いたとき，周りにたくさんの高いビル

が立ち並んでいて驚いたのを覚えています。近くに

はアジア最大のショッピングセンターであるグロー

バルセンターもあり，想像していたものをはるかに

超える景色でした。また，タクシーに乗るとき，自

動販売機で飲み物を買うときなど決済するときには，

基本的にスマートフォンを使用して決済している方

がほとんどでした。ほかにも，自転車が道路の両脇

に大量においてあり，多くの方がそれを使って移動

していました。もちろんそれもスマートフォンを使

って決済できるようになっていました。中国といえ

ば，現在大きな経済発展を遂げていることは知って

いましたが，想像以上のもので，日本よりもさらに

発展している部分もあり印象に残りました。 

 

 二つ目は，出会った人々の温かさです。私 

たちは，高校生や大学生などと交流させてい 

ただきましたが，積極的にコミュニケーショ 

ンをとろうと英語で話しかけてくださったり， 

知っている日本語を喋ってくださったりして 

くれてとても嬉しかったです。また，同年代 

だったこともあり身近な話題などで話が盛り 

上がったりすることもありました。お客さん 

に少しでも楽しんでもらおうとする行動が日 

本の「おもてなし」と似ていると感じました。 

 

 実際に中国に行ったからこそ，このようなたくさんのことを知ることができました。今

後，この事業をとおしてできた友人と連絡を取り続けてもっとお互いのことを知りたいと

思います。この派遣事業にかかわってくださったすべての皆様に感謝します。ありがとう

ございました。 
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違った文化と価値観 

広島県立広島高等高校 ２年 福島 成美 

 

 私は今回の事業に参加して多くのことを学ぶことができました。四川省で過ごした６日

間は初めて海外を訪れた私にとって，すべてのことが印象的でとても濃いものでした。 

 

 中でも印象に残っていることが三つあります。一

つめは，日本に興味を持ってくれている人がたくさ

んいるということです。日本に興味を持ってくれて

いるということが分かるだけでとても嬉しく，話し

やすさが増したような気がします。今回の交流を通

して国際交流をするときには，まず相手の文化を知

ることが大切だと改めて感じました。 

 

 二つめは，日本語を話せる方がたくさんいたことです。確かに，英語さえ話せればある

程度の交流は可能だと思います。しかし中国に行き，周りに日本語が話せる人が圧倒的に

少ない私たちにとって，日本語が話せる方々はとてもありがたく安心できる存在でした。

だからこそ，これから私も中国語を学び，日本を訪れている中国の方々にとって安心して

もらえる存在になれればと思います。 

 

 三つめは，実際に話してみると，みんな明るく優しくフレンドリーで，住む国や文化は

違っても，みんな同じ高校生だと感じました。私たちと同じように勉強の悩みをもってお

り，また，将来の夢をもっていました。このことから，国が違うというだけで偏見を持つ

ことなく，いろんなことを話し合い，積極的に交流することが大切だと思います。 

 

 今，広島県にはたくさんの中国の方々がいます。

だからこそ私は，実際に中国に行くことで日本と

は違う言葉や価値観を持つ中国について学びた

いと思い今回の事業に応募しました。その結果，

中国の人と触れ合うことができ，中国文化の一端

を知ることができました。しかしまだ私は，中国

について知らないことがたくさんあります。今後，

中国についてさらに詳しく調べたり，今回の事業

で関わった人と交流を続けたりすることでさら

に中国の理解を深めていきたいと思います。 

 

 今回私たちが四川省を訪れるにあたって広島県でも現地でもたくさんの人にサポートし

ていただきました。このことから今後，私は中国から日本を訪れる方々に対して，言語面

だけでなく，中国の文化を尊重したサポートをしていきたいと思います。そして，いつか

必ずもう一度中国，四川省を訪れたいと思います。  
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中国との縁を出発点に 

ノートルダム清心高校 １年 山平 美桜里 

 

私は、以前から中国ドラマが好きで、日本とは異なるきらびやかな衣装や建築物、そして

中国語に強い関心を抱いていました。 

 

このたび、実際に中華人民共和国の四川省に派遣させていただき、現地でしかできない体

験をたくさんすることができました。多くの史跡や博物館を巡り、伝統的な建造物や目を

見張るほどのきらびやかな装飾品などを自分の目で実際に見ることができ、深い感動を覚

え中国の歴史の偉大さを実感することとなりました。特に、「三国志」好きの私にとって武

候祠で実際に劉備玄徳の墓を見たり、蜀の国で活躍した人々の像が並んでいるのを見たこ

とは忘れられない大切な思い出になりました。蜀錦博物館での中国伝統織物「蜀錦」の展

示はとても華やかでそれもまたとても印象に残りました。  

 

 家庭訪問を通して、中国の人々の日常的な生活を体験することができました。一緒にス

ーパーに食事の材料を買いに行き、一緒に餃子を作り、食卓を囲みました。日本でも一般

的に食べられている餃子ですが、日本とは作り方や食べ方が少し違うということが初めて

わかりました。また現地の学生の皆さんと交流したときは、緊張していた私たちに彼らか

ら笑顔で話しかけてくれたおかげで緊張がほぐれ、自分たちの国について語り合いお互い

を理解し合うことができました。とても有意義な交流を通し、日本の人たちとは少し違う

中国の人々のおもてなしやフレンドリーな心の温かさにも触れることができました。中国

の学生の皆さんの中には、日本にとても興味を持ってくれている人たちもいて、将来日本

へ留学するために熱心に日本語や日本文化を学んでくださっていることを知って、とても

嬉しく感じ異文化を学ぼうとする勤勉さを私も見習いたいと思いました。 

 

彼らが来日した際は、私が中国四川

省でとても意義深い日々を過ごしたよ

うに、彼らにも日本での楽しい思い出

がたくさんできるように手助けしたい

と考えています。 

 

 互いの国について深く学び、広く理

解することで私たちのような若い世代

から、新しい友好の未来を築くことが

できるよう、この夏の出会いと思い出

を大切にして、身近な国際化に力を尽

くしたいと決意しています。  
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広島県四川省派遣交流事業報告 

盈進高等学校 1 年 岡崎 華乃 

 

今回の四川省派遣交流事業は、その国に住む人々の考え方や習慣、文化に触れることは

できる、貴重な体験だった。 

 

私にとって初めての海外。不安でいっぱいだった私だったが、その不安はすぐに消えて

いった。現地で交流した人々は、私たちを温かく歓迎してくれたからであった。その中で、

たくさんの人々と会話する機会があった。私の中国語は片言で聞き取りにくいにも関わら

ず、興味深そうに話を聞いてもらって、言葉が通じ、とても嬉しかった。お互いの文化に

ついて話をすることができ、相互理解を深めることができた。特に印象的だった話が、日

本人と中国人の両国に対するイメージの違いだった。日本人の持つ中国人のイメージは、

ニュースで報道される内容に影響があるせいか、日本が嫌いで、少し冷たいと考えている

人が多いと感じる。反対に中国人の持つ日本人のイメージは、優しくて、とても丁寧だと

感じていた。日本に対して好印象を持っていただけているのはとても嬉しかったが、日本

人は取り上げられるニュースや知識の少なさによって偏った見方や勝手なイメージを作り

上げてしまっているように感じた。 

 

しかし私は、同じ世代の人々と交流す

る中で、これからも続けていかなければ

ならないことを見つけた。それは、他者

を理解しようとする姿勢だ。私は、現地

で交流するだけでなく、事前に中国につ

いて本を読んだり中国籍の友人から話

を聞いたりした。このことこそが、多文

化共生のさらなる構築の第一歩ではな

いかと感じている。 

 

今後は実際に現地を訪れて感じたこ

と、学んだことを日本人に伝えていく活

動をしていきたいと思っている。 

県のスタッフのみなさんと仲間たち

に感謝いたします。 
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自然と人間の共存を模索する四川省 

広島なぎさ高等学校 ２年 中本花菜 

 

私は、四川省という場所は、大きく経済発展している一方で、自然と人間の共存を模索

していると感じました。その理由は２つあります。 

 

１つ目は、世界最大の建造物であるグローバルセンターに行ったときです。老若男女誰

でも楽しむことができる１日では遊びきれないほどの巨大な施設には圧倒されました。中

国の発展のすさまじさを肌で感じました。 

 

２つ目は、パンダの保護活動をおこなっている都江堰という場所に行ったときです。豊

かな自然に囲まれており、パンダが生育しやすい環境が整っていました。職員のみなさん

もパンダを効率よく繁殖するため努力されていました。 

 

 これらの理由から、四川省は自然と人間の共存を模索している場所だと感じました。

今まで、ニュースなどの情報から見てきた中国とのギャップを痛感し、中国という国をも

っと知りたいと思える経験ができました。 
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百聞は一見に如かず 

AICJ 高等学校 1 年 ぐぇん ゆうみ 

 

 今回、四川省に参加させていただくことが決まった際、ワクワクする反面で少し不安が

ありました。なぜかというと、日本国内で報道されている中国に対するイメージが「反日」

「不衛生」などのマイナスな印象があったからです。しかし、実際に中国を訪ねると中国

に対する印象が変わりました。 

 

 成都に到着してから、その後どこに行っても温かく歓迎され、フレンドリーなムードで

した。地元の高校や日本語学校に行った時は日本の友達と話しているのと変わらないくら

い楽しかったです。みんなと日本や中国のアニメ、音楽やドラマなどのエンターテイメン

トについてたくさん語り合いました。中国のみなさんと喋っていると中国の文化はもちろ

んのこと、今まで気づかなかった日本文化も改めて気づくことができました。また、日本

でそれほど有名でないアニメなども楽しそうに語り、本当に日本のことが好きなのだなと

感じ、嬉しくなりました。学校だけでなく、家庭訪問、イトーヨーカドー見学などの中国

を訪問している間は常に温かく歓迎してくれて「反日」を感じる瞬間は全くありませんで

した。 

 

 次に、四川省の都市の発展に大変驚きました。中国に行く前に日本で中国がとても発展

しているということは分かったつもりでしたが、実際に中国に来ると想像以上でした。高

いビルが建ち並び、大きなショッピングセンターなどの街のスケールは広島に比べると大

きく違います。太古里やグローバルセンターと呼ばれるショッピングセンターはでユニー

クな形で造られ、皆が魅了されます。グローバルセンターは単体建造物世界 1 位で、中に

はプール、小さな遊園地があり、もちろんショッピング

できるお店が多く並び、老若男女を問わず楽しめる工夫

がしてありました。成都は現代的街並みで大都会を感じ

させる雰囲気が漂う反面、多くの歴史遺跡が残され魅力

的な都市の一面も見せてくれます。金沙遺址博物館を訪

ねた時に、石器、象牙、青銅器や金銀細工などが多く展

示される発掘物を見て、四川省には三国志の歴史だけで

はなく、長い文明・文化を有した都市だと思いました。

少し移動すると博物館の周りは自然がたくさんあり、近

代的な建物ではなく、木造建築も多く見ることができま

した。その中で杜甫草堂も見学しました。緑の豊かで歴

史を感じるものも多くありました。このように発展した

都市と歴史的なものが共存している四川省を見て、色々

考えさせられました。歴史を大切しながら、近代化を進

めるのは大事なことだと思いました。 

 

 一週間では足りず四川省で過ごしていて、四川や中国のことが全部は分かりませんが、
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大事なことに気づきました。それは「百聞は一見に如かず」のことです。情報社会だから

こそ、メディアや SNS に頼りすぎてはいけないと思いました。例えメディアや SNS が取

り上げた情報は事実であっても、それもただ一部の事実に過ぎません。実際に自分の目で

確かめ物事を全体に判断する必要だと改めて思いました。 

 

 最後に、四川省に派遣していただき、貴重な

経験をさせていただき、誠にありがとうござい

ました。四川省派遣事業に携わった方々に御礼

申し上げます。今回の四川訪問を通して習った

ことや感じたことを多くの方に伝えていきたい

と思います。 
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おもてなし体験 in成都 

広島女学院高校 １年 前田 夏凜 

 

私は今回の中国四川省への派遣事業を通して、多くの発見と学びを得ることができまし

た。中でも特に印象に残ったことは次の３点です。 

まず初めに驚いたのは、成都の街並みです。事前に調

べたところ、四川省は中国で３番目に人口が多く、特に

高齢者の割合が高い街だと分かりました。主な産業は農

業と鉄鋼業なので、私の住む呉市と「高齢化・農業・鉄

鋼業」が似ていて親近感を覚えていました。 

ところが、四川省の省都、成都は高層ビルが建ち並び、自動

車が多く走行していました。デザイン性に優れた素敵なビルが立

ち並び、呉市どころか広島市よりも大きな街だと感じました。 

２つ目は、モバイル決済の多さです。金沙遺跡博物館では、

多くの人がチケット売り場で QR コードを読み取り、スマホをか

ざして入場していました。街中のレンタル自転車は 100％モバイ

ル決済です。ホテルの自動販売機やスーパーのセルフレジもモバ

イル決済のみで、至る所で多くの人がスマホをかざしていました。

近い将来、日本も中国のようにモバイル決済社会になっていくの

だろうと感じました。 

３つ目は、温かいおもてなしです。歓迎夕食会をはじめ、地元の学校やスーパーを訪問

したときも、暑い中建物の外まで出迎えて下さり、歌や踊りなどのパフォーマンスでおも

てなしをしていただきました。大変感謝しています。  

また現地の学校で高校生や大学生と交流した際、日本のアニメや芸能人の話題でもちき

りでした。日本のことをこんなにも知ってくれているなんて、大変嬉しくとても感激しま

した。 

 あっという間の６日間でしたが、この交流を通してやりたい目標ができました。 

それは、中国文化を広めることです。私を含め多くの日本人に、中国の文化をもっと知

ってほしいと感じました。成都の学生は日本の話題をたくさん取り上げてくれましたが、

私は中国の芸能人１人しか知らず、中国の文化について話すことができませんでした。ま

ずは相手の国の文化を知ることで、お互いの環境や考え方の理解にも繋がると思います。

だからこそ、中国で学んできた多くのことを伝えていきたいと思いました。 

その第一歩として、まずは学校で今回の研修報告を行いたいです。研修報告をし、多く

の人に中国・四川省について知ってもらい、興味を持ってほしいと思いました。 

最後になりましたが、私はこの四川省派遣事業に参加できたことをとても幸運に思いま

す。大変楽しい思い出がたくさんできた四川省を、近い将来また訪問したいと思います。  

この事業に関わってくださった皆様、どうもありがとうございました。 


