
(公財)日中友好会館 

平成 24年度中国青年代表団第１陣 団員感想(抜粋) 

 

１．全体プログラム感想 

【Ａ団 青年指導者・公務員】 

○日本は巨大な地震や津波が起きた後、いち早く被災地の再建を始めました。東日本大震災から

一年余りが過ぎ、必死の努力の甲斐あって、被災の痕跡は、ほとんど見られなくなりました。今

回の訪日は、私にとって２回目となりますが、日本側スタッフの仕事に対する責任感、きめ細や

かさ、直向きさ、その模範的姿勢には、深く敬服しました。 

日本は、国民全員で環境保護に取り組んでおり、他に類を見ない世界的にも素晴らしい成果を

上げています。環境保護は政府だけによって推進されるものではなく、企業や国民が中心となっ

て考え実施しており、時には監督の主体にすらなっています。中国がこの段階に至るには、まだ

まだ長い道のりを歩まなければなりません。しかしながら、現在のように素晴らしい成果を上げ

ている日本にもかつて、工業化がもたらした環境問題を抱えていた時代がありました。ですから、

私たち中国も、自信をもって、環境保護の新しい道を切り開いていくべきでしょう。 

真実を求め行動し、謙虚で礼儀正しく、互いに認め助け合い、先代の偉業を継承していくよう、

若者を導く――これが中日両国の青年を比較して感じた私たちに足りない点です。自負だけでは、

国を強くはできず、利己的な考えだけでは、調和をとることはできないのです。 

 

○日本は環境が整っており、国民は親切で、政治は民主的で自治性が高く、社会は秩序のある管

理がなされています。こうした「小さな政府、大きな社会」がとても印象に残りました。 

青少年に対する教育や指導の重要性を一層痛感しました。青少年の考え方や行為に及ぼすイン

ターネットの悪影響に対しどう対処すべきかについて、より考えを明確にすることができました。 

青少年の教育には、各部門が一丸となって連携し、共同で進めていくことが必要だと認識しま

した。 

１．仕事においては、日本の先進的な理念を参考にしながら進めていきたいと思います。 

２．生活においては、日本の状況を周囲に紹介し、日本のことをもっと多くの中国人に知っても

らうことにより、中日友好にできる限りの貢献をしていきたいと思います。 

 

 

【Ｂ団 若手実業家】 

○日本は伝統文化の保存と伝承が比較的整っており、その伝統文化が経済やビジネス環境全体に

及ぼす影響は大きく、ビジネス環境全体はきめ細やかで、厳密で、システマチックでした。日本

全体のビジネスは細分化され、創造性が高いと感じました。 

日本は電子技術分野では世界の最先端技術を有しています。今回の訪問と視察を通じて、日本

の科学技術の発展は、細部へのこだわりによって、牽引されているのだと知りました。同じ電子

製品でも、日本の製品は明らかに具体的な応用とユーザーフレンドリーに力を注いでいます。 

今回の活動で私は、日本の政府や会社、文化に対して一定の理解ができ、いくつかの古い考え

を改めることができました。こうした知識と経験は、今後、日本と協力していく際、あるいは日

本人との付き合いの中で、古い概念を変えさせ、より実際の観点に近い双方交流を強めることが
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できることでしょう。 

 

○１．日本に対する理解が深まり、日本側との交流は実り多いものとなりました。 

 ２．以下の点について印象深かったです。 

   A.日本政府の経済管理活動、中小企業へのサポート、海外企業への援助。 

   B.日本の省エネ、環境保護の成果、この方面への国民の意識。 

   C.日本人が高い専門性を持ち、礼儀正しく、控えめで教養深いところ。 

３．中小企業に対する支援と融資が上手くできていると感じました。大変参考になるもので、 

じっくり見習うべきだと思いました。また、日本は省エネ商品への推進に尽力しているこ 

とが印象深かったです。企業は社会的な責任を果たしていました。社会の一員として現地 

に溶け込み、展示ホール等を建設したり生産現場を開放したりして、住民、特に小中学生 

に理解や知識を深める機会を提供していました。互いにコミュニケーションを図っており、 

とても成功していると感じました。 

４．自身は今回の視察での収穫が大きかったと感じています。両国は一衣帯水の位置にありな 

  がら、あまり理解しあえない状況にあることは無責任であるとともに、危険な状態といえ 

ます。「愛と恨みを論ずる前に、先ずは理解し合う」ことが必要だと思いました。 

５．今回の視察で学習した経験を今後の仕事に生かしたいと思います。今後、日本の情況をよ 

り多くの中国人に紹介し、中日の理解、友好を促進させていきたいです。 

６．一般の中国国民の参考にもなるため、在中国日本大使館に中日両国民の交流の促進を提言 

したいと思います。 

 

 

【Ｃ団 教育・観光】 

○今回の訪問で大変感心したことがあります。まず、日本ではどんなことでも細かなところまで

きちんと手配されており、「細部が勝敗を決める」という思想が日本社会の奥深くまで浸透してい

ると感じました。また、日本ほど文明度が高く、国民個人の資質も高い国は世界でも類を見ませ

ん。私たちも見習い、努力をしなければいけません。 

 日本の旅行業界は、高度に発達した社会や国民資質のレベルに支えられ、非常に成熟しており、

業界が自律していました。通訳ガイドに従事する方々は、個人としての総合的な質が高く、社会

的地位もとても高かったです。旅行業界で働く方々は皆、仕事への熱意や、専門性も高いと感じ

ました。 

帰国後は、今回の視察での体験と成果をまとめ、事実をもとに発展について意見や提案を出し

たいと考えています。また、会議や集会等の交流を利用して、今回見聞きしたことを多くの人に

伝えたいです。 

 

○ハード面においてもソフト面においても、日本の雰囲気全体が秩序立っていました。「秩序」、

「礼儀」、「謙虚」は日本という国と日本国民の遺伝子になっていると思います。今回の訪問日程

は細部まで行きとどいており、また無駄がなく効率的で、日本への印象が深まりました。被災地

や被災された方々への関心も高くなりました。 

専門分野において、教育業界関係者との意見交換を通じて、専門的な交流ができました。特に、
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日本は各方面において教育分野に力を注ぎ、重視していると感じました。その教育方針、趣旨、

施行、成果はは、参考になり大いに学ぶに値するものです。中国は現代の日本の教育面での進ん

だ経験を学んでいくべきです。 

中日両国の交流事業の中心は人です。直接的で本当の交流を通じて、中日両国民は共通する点

が相違する点より多くあるということに必ず気が付きます。そのためには、意見の違いを乗り越

え、共通認識を増やし、親しい隣人同士として付き合っていくべきです。 

 

 

【Ｄ団 大学生】 

○日本滞在を通して、日本の「美しさ」「清潔さ」「静けさ」そして、日本人の「情熱」と「親切

さ」を感じることができました。富士山の緑が生い茂り、霧が幻想的にかかった様子は、以前教

科書で見たものよりも、友達から聞いていたものよりも美しく、はるかに私の想像を超えていま

した。 

 町を歩くと、都市や田舎にかかわらず、道にはごみが落ちていないどころか、埃さえないよう

に感じられました。大げさかもしれませんが、道で走っている車のタイヤでさえとても綺麗に感

じられました。車のクラクションや人々の喧騒がなく、静けさで町が覆われているように感じま

した。 

 日本の人々は、とても温かく迎い入れてくれました。どこへ向かっても笑顔で挨拶をしてくれ、

別れのときは遠くに私たちが離れるまで手を振ってくれました。何度も、涙がこぼれ落ちそうに

なりました。 

 今回の訪日では私の大学での専攻が大いに役立ち、日本人青年との交流ではうまくコミュニケ

ーションをとることができました。また、ほかの団員の役に立つこともでき、大きな喜びを感じ

ることができました。正式な場所での通訳の経験、そして、プロの通訳のお話を聞くことで、通

訳という仕事は臨機応変に対応しなくてはならないこと、短時間で情報を処理しなければならな

いことを学ぶことができました。 

 今回私の所属するＤ団大学生分団では、温泉合宿、富士山フィールドワーク、早稲田大学見学、

大野高校、種市高校の学生との夕食交流会など多くの日本の若者と交流する機会を設けていただ

きました。日本の若者はみな、謙虚で、友好的でした。 

 皆でダンスをして、記念撮影をして、皆が笑顔になる時間はとても温かく、千羽鶴を折った際

は日中の心が通じ合った気がしました。今回の交流を通して、日中の今後の関係は希望に満ち溢

れ、さらにいい方向に進むだろうと感じました。 

 今後さらに日本語を話す能力を高め、通訳の精度を高めるように努力していきたいと思います。

そしていつか、日中の懸け橋になりたいと強く思いました。 

もし、私の努力が日中関係のなにか力になれるのであれば、とても光栄なことです。中国の人々

に本当の日本の姿を伝え、日本の人々に真の中国を伝え、両国の相互理解に役立てるようこれか

らも頑張っていきたいと思います。 

 最後に、日本に来てから私たちのためにお仕事をして下さったすべての方に感謝の意を表した

いと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

○日程は少しタイトでしたが、さまざまな方面から日本の異なる地域の文化を理解することがで
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きました。温泉旅館では、日本のサービス精神が感じられ大変すばらしかったです。日本に対す

る印象として、国土は小さいけれども、地域別に異なる文化を持ち、それぞれの良さを持ってい

ると感じました。同じ地域に住む人々の絆は強く、そのために災害などの緊急事態が発生した際

は、一致団結して災害に立ち向かえるものだと感じました。日本の絆は普段は目に見えませんが、

困難に立ち向かうとき強く現れるものだと思いました。 

 早稲田大学の訪問の際に、早稲田の人類科学を研究している学生が長期休暇になると、民宿へ

行き研究のため田舎の生活を体験するという話がありました。研究は実践や経験に基づくものだ

と強く感じさせられました。また、日本の大学生との交流では、彼らが中国およびその文化に対

して強い興味関心をもっていることに気づくことができました。 

 日中の未来には若い力が必要です。今回の交流を通し、日中の未来は希望に満ちていると感じ

ました。私たちが中国人として、よりよい国際的イメージをつくることを更に気を配れば、我々

が代表する中国青年の姿が日本にも受け入れられるように思います。国内でも国外でも、国際人

として素養を養っていくべきです。 

 日中間では何事も、よく聞き、よく見ることが一番大切だと思います。相手の国に対してあま

り理解をしていない状況で交流を行うときは、相手の真意を感じ取りにくい場合があります。そ

のため、よく聞き、心で感じ取ることはとても大事なことです。簡単にいえば、相手と交流を行

うには、相手を理解することが最も重要だということです。今回、日本に対して感じ取ったこと、

思ったことを今後の日中交流に生かせればと考えています。 

 

○日本は効率的で、高い科学技術と節約意識、環境保護意識を持つ国だと感じました。今回の訪

日プログラムの内容は、とても充実していたと思います。８日間の中で日本に対して理解を深め

ることができました。中国の隣人である日本には多く学ぶべきところがあるように感じました。 

 日本の進んだ技術などには多く感動させられました。日本人は私たち訪日団に大変親切にして

くださいました。その温かさに、私が以前持っていた日本のイメージとはまったく違う日本人の

姿を垣間見ることができました。 

 私の専攻は環境保全です。日本のごみは、いくつもの種類にきちんと分類され、政策や経験が

豊富であり、ごみの分別に関して非常に優秀な国であるといえると思います。ホテルやオフィス、

公共の場においてごみの分別は厳しく指定されており、人々はそれを守り、非常に細かいごみの

分別をしていることに驚きました。ごみの分別は資源使用量の減少を達成できるだけでなく、環

境保全にとてもいいことだといえます。 

 今回の訪日を通して聞いて、見て、考えたことで特に専門である環境保全の視点から今回の訪

日をまとめると、ごみの分別に関して、中国は日本の経験と技術が必要です。このような実情を

中国の人々に伝えていきたいと思います。そして、日中の交流がこれからも続くことを願ってい

ます。 

 

○今回の訪日を通し、日本にさらに良いイメージを持つことができました。どこへ行っても、“お

はよう”“ありがとう”“すみません”が聞こえてきて、とても心温まる思いでした。今回のよう

な温かい交流活動を主催してくださった方々にお礼申し上げたいと思います。 

 今回の交流活動で私たちは日中友好の使者でした。早稲田大学の見学や日本人学生との交流も

ありました。特に事務局や通訳の方とは仲良くすることができました。 
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 お互いにコミュニケーションをとるなかで、お互いの良いところを勉強し、日本語や中国語も

お互いに教えあい、私自身も簡単な日本語をいくつか覚えました。日本の学生は、皆物事に対し

て真剣に取り組み、またとても謙虚でした。私たちが学ぶべき事は多く、これからも交流を続け

て行きたいと思います。 

 日本と中国は昔から友人の関係です。小さな利益のためにその友情を壊すのは勿体無いと思い

ます。お互いに尊重しあい、他の国々に影響されてはならないと思います。日中両国が協力し合

うことで、他国より利益が害されることがなくなると思います。私自身の能力をこれからも高め

ていき、日中関係の力になれればと思います。平和のために頑張っていきたいです。 

 

 

【Ｅ団 大学生】 

○今まで、日本と日本人についてよく理解していなかったのですが、今回の日本訪問を通じ、日

本に関する認識を深めることができました。 

 「日本は礼儀の国である」――このことをこの数日間で、強く感じました。日本人の優しさと

気配りは深く印象に残りました。日本については、非常に清潔な印象を持ちました。街角にはゴ

ミ箱が少ないですが、街中どこも清潔です。ゴミに関する分類処理は、学ぶ価値があります。 

 日本人大学生と合同合宿の２日間を通じ、たくさん交流ができました。日本の教育システムや

日本人大学生の英語の勉強方法、学生生活、余暇の過ごし方など、さまざまな事を聞くことがで

きました。 

 英語専攻のため、日本語がよくわからず、日本滞在中、日本人と交流する際、多くの場合、多

少の困難を感じていました。日本語を勉強して、もう一度日本に戻りたいと思っています。 

 今後、この８日間の見聞、感想を友人、クラスメート、家族などに伝え、皆に日本や日本人へ

の理解を深めてもらいたいと思います。また、中日青少年の友好交流を促進するため、中国の青

少年が日本理解を深められる機会を増やすよう、日本側に提言したいです。 

 

○７月 25日、2012 年度中国青年代表団約 400名が北京を立ち、初めての日本訪問の旅が始まり

ました。初めての日本訪問のため、何を見ても珍しく感じました。見覚えがある気がするものも

多くあるように感じたのですが、実際は本当には分からないものばかりでした。通訳から詳しい

説明を受けて、日本について、“不知”から“知”、いくらかの理解から基本的理解へと変わりま

した。この８日間の訪問、視察、学習生活は非常に多彩でした。たくさんの素晴らしい場面が美

しい思い出となりました。 

 歓迎会、歓送報告会、日本の大学生との合宿交流を通して、日本人の温かで行き届いたもてな

しを実感しました。三菱みなとみらい技術館、日本民家園、かわさき宙と緑の科学館、岡本太郎

美術館の参観により、見識を高め、書籍やインターネットからでは得られない知識を学びました。

また、東大、国会議事堂、二重橋の見学を通じ、日本の歴史と発展プロセスを理解しました。被

災地視察、漁業体験などでは、つらい労働の現実とそこから得られる喜びを学びました。あまり

にも沢山の思い出があり数え切れません。この数日間で多くの収穫を得ることができました。 

 上述の活動の中、政治、経済、文化、環境、国民教育、科学技術など各方面で日本の進んだ点

を目にし、中国の足りない部分を認識しました。日中両国は多くの面で互いに学び、互いの長所

を取り入れ、短所を補うことができます。かつての日本が中国から学び進歩してきたように、現
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在の中国は日本から学ぶことがたくさんあります。そうすることで、中国は本当に世界の先進国

になることができると思います。 

  

 

○８日間の日本訪問はあっという間に帰国前日を迎えました。この８日間の参観、学習を通して、

多くの収穫がありました。感想は以下の通りです。 

１、 日本の環境保護意識は非常に高く、ゴミの分類回収、再利用などが徹底しています。し

かも日本人のほとんどが自発的にそのようにしており、ペットボトルでさえ分解・回収

しているのです。この点、中国は学ぶべきだと思います。 

２、 被災地の人々は非常に強く、友好的でした。彼らの強さに深く感じ入るとともに、彼ら

の温かなもてなしに感激し、彼らの語る身の上話に心を動かされました。短い３日間で

は、私たちにできることはあまりにも少なく、話せることも少なすぎました。もう一度

訪問したいですし、彼らのために何か自分ができることをしてあげたいと思いました。 

３、 日本人は全体的に資質が高く、公共施設は秩序があり整然としています。マナーも良く、

礼儀正しいため、温かみと善良さを感じました。 

４、 「イノベーション」に関する講座が印象深かったです。日本が外来文化や外来の科学技

術を吸収し、科学を改造、創出、創造してきた点を、中国は学ばなければならないと思

います。 

 感想が多すぎて、１枚の紙に書ききることはできません。次回の来日訪問を期待しています。 

 

○今回の日本訪問は大きな成功でした。日本が美しい、発展した国であることが理解できました。 

日本人、特に日本青年との交流の際、自分が大学４年で日本語を勉強してきた、その重要性を

強く感じることができました。日本の教育制度は先進的で、東京大学など世界的に有名な大学が

あります。特に、中国にとっては、学齢期児童の啓蒙教育について、参考にすべき経験が多くあ

ると思いました。 

中日は近隣であるものの、さまざまな歴史や現実の要因により、両国国民の間には多くの誤解

が存在しています。今回の交流訪問の重要な意義とは、両国国民のふれあいと相互理解の促進に

ありました。私は日本語専攻なので、中日友好事業のため最大限貢献したいと決心しました。 

 

 

２．被災地プログラム感想 

 

【Ａ団 青年指導者・公務員】 

○地震と津波という苦しい洗礼を受けてなお、被災地の人々が見せる強い意志と微笑みが深く印

象に残っています。地震と津波の被害の写真を見て災害の深刻さと恐ろしさを感じ、それ以上に

被災地再建の苦労を思いました。日本人は不撓不屈の精神を持つ民族で、困難を恐れません。こ

れは、我々すべての人間が学ぶべきところだと思います。 

 被災地での２日間、私たちはどこを訪れても日本の皆さんの温かなおもてなしを受けました。

皆さんの親しみのこもった友好的な笑顔に心を打たれました。中日両国の間にどんな過去があっ

ても、平和的に共存し、ともに繁栄できる未来を願っています。 
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 中日双方の国民はともに善良で思いやりのある人々です。日本人も私たちと同じく、永遠に続

く平和を強く望んでいるのです。 

 

 

【Ｂ団 若手実業家】 

○一番心に残っていることは、日本では普段から避難用施設の建設や修繕に気を配っていること

です。今回の災害であれほど多くの人が難を逃れることができたのは、日本人に避難訓練の経験

があったからだと思います。 

 被災地があれほど素晴らしく回復している様子を見て驚きました。政府機関が飲食店街の設置

を企画したり、被災地支援のために地元特産物の販売エリアを設けるという考え方は非常に素晴

らしいと思いました。また、販売エリアには心を込めて飾りつけられたアーティストたちの絵や

工芸品がならび、そこに「美」が生きているように感じました。 

 被災地の皆さんが永遠に幸せで健康であることを願っています。 

 

 

【Ｃ団 教育・観光】 

○１．災害を目の当たりにして感じる気持ちは、異国から来た人でも皆同じです。今日、（資料で） 

津波に襲われた無慈悲さを改めて見たとき、自然と緊張感が湧いてきて、まるで自分がそ 

の場に身を置いているような気持ちになりました。 

 ２．災害に直面したら、我々はただ息をひそめていることしかできません。この機に乗じてい 

   い加減なことを吹聴するような人は皆、厳しく罰せられるべきです。 

３．被災地である仙台の人々からは、ある種の楽観性と力強さを感じました。皆さんは短い時 

間で廃墟の中に再び美しい町を築き、その明るい笑顔からは再建への希望が見て取れまし 

た。より良い生活を追い求める気持ちがあれば、皆さんの未来はさらに素晴らしいものに 

なっていくと思います。 

４． 被災地を理解するには現地に足を踏み入れなければならず、被災地の人々を理解するに 

  は被災地を知らなければなりません。被災地の人々を理解して初めて互いに支え合うこと 

ができるし、手と手を取り合って美しい明日をつくっていくことができるのです。 

５．“キズナ強化プロジェクト”はとても良いアイディアだと思います。国と国の間で人々が 

友情を交わし、協力関係を築くことができれば、被災地の皆さんに希望をもたらし、早く 

苦しみから脱却させてあげることができる。そして、再建された故郷で新しい人生をスタ 

ートしてもらえると思います。 

６．美しい風景と清潔な環境、友好的な住民の皆さん、そしてゆったりしたリズム。それらは 

仙台市が“名刺”として外部に誇れる素晴らしい特色です。被災地に祝福を、頑張ろう仙 

台！ 

 

 

【Ｄ団 大学生】 

○今回の被災地訪問を通して印象に残っていることはたくさんあるのですが、中でも次の二つの

ことが深く心に残りました。 
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 一つ目は、震災発生から５日後には、三陸鉄道が一部区間で鉄道輸送を再開し、さまざまな困

難を克服して家族や友人を捜す被災者のためにできる限りの支援を行ったことです。短期間で効

率の良い対応をされたことに本当に驚きましたし、三陸鉄道の職員の皆さんの仕事に対する献身

的な精神に尊敬の念を覚えます。 

 二つ目は、津波の被害を受けた後も、被災者は決して海に恨みの気持ちを抱いていないことで

す。以前と変わらず海を愛し、故郷の再建に取り掛かりました。こうした楽観的で積極的な人々

の姿勢が深く印象に残っています。 

 私はこれからも引き続き被災地の復興と再建の様子に注目し、少しでも自分の力を捧げたいと

思います。 

 

○今日（７月 29日）の午後、友好的な日本の仲間たちに連れられ、昨年 3月 11日に日本で発生

した大震災の被災地のひとつである久慈市を視察しました。太陽はかんかんに照りつけてきまし

たが、少しも嫌ではありませんでした。 

 “三陸鉄道”に乗車し、久慈市の一部の被災状況を視察しました。とりわけ印象深かったのは、

鉄道が途中、津波に寸断された様子です。寸断されたレールは、大地震が人々に与えた大きな損

失をはっきりと記録していました。 

 次に、久慈市の被災地区の速やかに復旧を遂げた姿も印象に残っています。それは日本人の粘

り強い不屈の精神と意志の力、そして大和民族全体の団結が表れた結果だと思います。大地震が

我々にもたらしたものは、壊滅の悪夢だけでなく、物事の本質をつく深い教訓です。 

 日本人の団結の精神と礼儀正しい謙虚な態度は我々も学ぶべきであり、帰国したら家族や友人

に伝えていきたいと思います。私たち中国人も 2008年の“5･12”大地震（四川大地震）を経験し

ました。日本と中国は共感し合い、互いに理解し合うことができます。今後の発展において、中

国と日本は平和的に、友好的に、ともに進歩していけると思います。 

 

○一番印象深かったのは、日本人スタッフの方が写真や映像で見せてくださった被災地の震災前

後の対比です。１年余りの時間を経て、政府の的確な指導の下、防災の経験をたえず取り入れな

がら人々が勤勉に働いてきたことが分かりました。いま私の目の前に浮んでくるのは、心揺さぶ

られた震災後の光景です。洋野町で状況説明を受けた時に見せていただいた写真の中に、町民の

笑顔を写したものがありました。あのような災害に見舞われてもなお、強い精神力と故郷復興の

自信を見せる町民の姿に尊敬の念を覚えました。 

 帰国したら、震災後の日本の復興の現状と成功例を周囲に伝え、行政機関が防災の分野で果た

すべき役割を説明したいです。自分の仕事と結びつけ、私たちの村や周辺の地域で防災緊急シス

テムを打ち立てることができればと思います。まさに洋野町の町長さんが「もうこのようなこと

は起こってほしくないですが、それ以上に今度の震災で学んだ経験を外に伝え、大勢の人が災害

から逃れる一助になればと願っています」とおっしゃっていたように、こうした願いもまた、日

中両国の“絆”が結んだ素晴らしい成果だと信じています。 

 普段から、洋野町の町長のようにいつも微笑みと自信を絶やさず、落ち着いて楽しく暮らせる

村づくりのために努力したいです。 

私たちの訪問のために努力してくださった日本側スタッフの皆様に感謝いたします。 
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○被災地訪問のスケジュールのとおり、午前中にはまず洋野町役場での講義を受け、それから被

災地を視察しました。午後は海岸での体験学習と“南部もぐり”の潜水体験で交流活動を行いま

した。一日が終わり、とても疲れましたが、理解したことや学んだことが本当にたくさんありま

した。 

 洋野町関係者の方々による被災状況に関する紹介や、地震発生時の状況を録画した映像を通し

て、日本で起こった東日本大震災への理解を深めることができました。被災者の方々が積極的に

復旧・再建作業に取り組んだ不撓不屈の精神に対し、敬意を表したいと思います。私自身、この

ような災害を経験したことはありませんが、被災地視察の際に見せていただいた建物の震災前後

の対比の写真などを見て、津波の無情さを実感しました。唯一私がホッとしたことはというと、

今回訪れた洋野町ではひとりの死傷者も出なかったということです。 

 また、漁港の海岸を掃除した際、津波による漂流物はさまざまな種類のものがありましたが、

従業員の方からの紹介にあったように、その多くが外国から流れ着いたものでした。このことか

らも環境保護は一人一人に責任があるのだと分かりました。 

 地震は無情ですが、人間には愛があります。日本が今回経験した大地震に私たちは深く心を痛

めると同時に、支援の手を伸ばすこともできます。物資の面で被災者を支援し、また精神面では

慰めをかけることもできます。私たちは一つの地球上に生活し、互いに親しみ、愛し合う家族で

す。ともに手をとりあい、素晴らしい明日をつくっていきましょう！ 

 

【Ｅ団 大学生】  

○被災地である気仙沼市でまる一日の視察を行い、防災の重要性を強く感じました。大きな自然

災害の前では人間はごくちっぽけな存在であると分かったからです。東日本大震災から１年半の

時間が経ち、被災地の人々はほぼ正常な生活を取り戻していました。しかし、海辺に積み上げら

れた心の痛む津波の傷跡は、この静かな大島という場所がかつてどんな被害を蒙ったのかを教え

てくれました。 

 日本の被災地の視察を通して、感じたことがいくつかあります。 

（１） 災害に見舞われた後の政府の働きに違いが見られます。中国政府が組織的な救済活動を行 

ったのに比べると、日本政府はより人々の自主性に任せた救済方法をとっていました。被

災した家屋の再建にしても、あるいはゴミの片付けにしても、国民が自主的に作業をやり

遂げていました。 

（２） 社会的力の参入の形が異なりました。中国政府は社会的力を組織的に救済活動に投入して 

いましたが、日本の場合はその多くが自発的に動き出した形でした。 

（３） 日本政府による防災関連の予測・警報システムは素晴らしく、国民の大半に防災意識が強 

く根付いています。しかも、日本人は災害に襲われたときも冷静に行動し、最も効果的な

救出活動を行いました。 

 中国に帰ったら、私は次に挙げる三つのことについて、親戚や友人に伝えたいと思っています。 

（１）日本人の大半は中国人に友好的な態度で接してくれるということ 

（２）常に危機意識をもち、身のまわりに潜む危険に注意しなければならないこと 

（３）平和な時代の一日一日を大切にすること 

 

○気仙沼大島を訪問し、震災後の日本の復興と再建のスピードの速さ、そしてその成果に驚きま
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した。大島のような代表的な場所を訪れたことで、地震と津波がもたらした現地の人的被害と経

済損失の甚大さを理解することができました。また、自らの体験を通して、震災後に再建された

町の様子と勢いよく復興に向かっている地区の様子を知ることができました。我が国の四川も同

様に深刻な地震の被害を受けましたが、今も厳しい復興作業のただ中にあり、災害後の問題に関

心を持つ人はもの凄く多いわけではないものの、ずっと存在はしています。日本の災害対応の経

験は驚くべきもので、中国も参考にする価値があると思います。 

 帰国したら親戚や友人たちに私が見てきた本当の日本の姿、この発達した可愛らしい国につい

て伝えたいと思います。また、震災後の日本の復興状況と自然災害対策の成功例を説明し、今回

の訪問の経験をフィードバックしていきたいです。そして、私が心に思い描いていた日本と、実

際に目の当たりにした日本の姿とを比較してみたいと思います。中国と日本、四川と宮城を比較

することで、より深く体験し、もっと多くのことが学べると信じています。 

 

○今回の訪問で最も印象に残ったのは、被災地の人々の姿です。程度の差はあれ故郷を破壊され、

鉄道など外部との交通手段も遮断され、一時的に仮住まいの生活を余儀なくされ、仕事や生産活

動も大きな打撃を受けました。そんな状況にも関わらず、視察した仮設住宅の入り口にはミニト

マトが食べごろを迎え、家屋の跡地には花や植物がいっぱい植えられていました。人々は生産活

動を再開し、奥松島の月島も特色である観光業で再び新しいプロジェクトをスタートさせていま

す。政府に補助金を申請し、民間組織とともに観光産業の復興を推し進めています。政府の援助

と募金ばかりを待つのではなく、自分たちで努力する姿勢を心から尊敬します。その上被災地で

は、誰もが非常に和やかで優しく、故郷がもっと復興していくと皆信じているのです。 

 中国も日本の災害予防システムに学び、また、ゆっくりと時間をかけて被災地が蒙った傷が癒

されることを祈っています。日本はもっと素晴らしくなるし、中国もまた同様でしょう。 

 

○津波などの自然災害の強大な破壊力と被災者が蒙った損失や苦しみはもちろんですが、今回の

訪問で最も印象深かったのは、瓦礫と化した町で我慢強く故郷の復興に取り組んでいる奥松島の

人々の頑強な精神力です。 

 民宿のご主人は、恐ろしい災害を経験し、世の転変を目の当たりにしてきた人の眼差しをしな

がらも、いつも慈悲深い優しい笑顔で私たちを至れり尽くせりのお世話をしてくださり、とても

感動しました。 

 奥松島の人々は、収入源の創出のために努力を重ね、極力自分たちの力で故郷を再建しようと

しています。このように、粘り強く自立心旺盛で、前向きで闊達な考え方は私たちもお手本とす

るべきです。 

 ここに奥松島で故郷の再建に力を尽くしていらっしゃる方々、及びそれを支援していらっしゃ

る方々に心からの敬意を表したいと思います。私も出来る限り、彼らの声を外に伝えていきたい

です。 


