
（公財）日中友好会館 

 

中国高校生の感想（抜粋） 
 

１．全体プログラム感想 

 

○日本の高校の教育方法は中国とはかなり違う。日本の高校は学生のあらゆる面での発展を重視

し、学生に自分の好きな事をするよう奨励している。そのため、多くの部活動があり、これは中

国の学生にとって大変羨ましいことだ。もちろん、評価の重点が違うため、中国の高校生は学業

の基礎は大変優秀で、日本の学生に比べ知識が豊富だろう。東京都立大田桜台高校の学生との交

流で、私達も多くの友人ができた。日本の学生は温かくおおらかで、パフォーマンスも素晴らし

かった。今後も連絡を取りあっていきたい。それから是非、日本の学生にも中国に交流に来て欲

しい。（遼寧省２年女子） 

 

○８日間の訪日中、日本の友人の慎み深さと温かさを深く感じ、日本への理解をより深めた。先

生方が常に話されていた通り、「中国と日本は親密な隣国で、中日両国の人民は永遠のパートナ

ー」だ。過去がどうであれ、私達は未来こそ期待し、今こそもっとしっかりチャンスを掴まえな

ければならない。８日間という時間は大変短いものだったが、もてなし上手の日本の友人が、苦

労を厭わず日本の文化を紹介してくれ、同年代の人より細かく、本当の日本社会の様子を理解す

るチャンスを頂いた事に感謝している。でも８日間という時間は長くもあった。なぜなら、穏や

かで丁寧な他人との接し方、規則の厳しい社会、或いは清潔な町の様子、粘り強く立ち向かう日

本の精神等、８日間日本で感じたささやかなことは、どれも深く体験する価値があった。要する

に、この度の訪日は私にとって永遠に記憶に残るだろう。そしてそれを身近な人に伝えるつもり

だ。中日両国の友情が末永く続くよう願っている。（遼寧省２年女子） 

 

○今回の訪日活動で、私は心に強い衝撃を受けた。主催者がバラエティに富んだ日程を組んでく

れたおかげで、私達は本当の日本を十分体験することができた。今回の活動で、私の日本に対す

る印象も大きく変わった。日本の人々の秩序や礼儀の正しさ、穏やかな態度は、大和民族の優秀

な精神的素質を感じさせてくれた。 

 日本の青少年との交流で、日本の教育界では学生のあらゆる面での発展を非常に重視し、さま

ざまな分野で学生の特技を積極的に伸ばし、授業は非常に自由な雰囲気の中で行われていること

が分かった。和太鼓や華道の体験でも大きな収穫があった。知識が学べただけでなく、日本で歴

史のある有名な二つの伝統芸能をより理解することができた。中日の学生間の交流もとても楽し

かった。これこそ大切にする価値があるものだと信じている。（遼寧省２年女子） 

 

○専門分野で深く印象に残る点が２つあった。１つはごみ処理場で、もう１つは中日の学生間の

交流だ。ここでは学校の部活動見学についての感想を詳しく述べたい。 

 今回、僕は和太鼓部の学生と親しく交流した。この部活動は、僕の目には非常にうまくいって

いるように見えた。中国の大多数の高校は、学業への影響が懸念されるため部活動がない。僕達

の高校はまだ良いほうで、10以上の部活動がある。しかし、管理や先生の指導も無いため、部活

動の発展は困難な状況だ。日本の部活動は先生の指導があり、体制が整っている。僕自身が部活

動管理部の秘書長なので、この問題について学校に報告したいと思う。（遼寧省２年男子） 

 

○神奈川県立神奈川総合産業高校の見学と交流で、思いがけない喜びと貴重な体験をすることが

できた。日本の学生による詳しい説明と校内見学を通じて、同校の学習内容の豊富さ、特に学生

が６コースの中から自分で授業を選択できること、校内の多くの施設や専門分野の教室で授業を

実践していること、多くの自由時間を学生自身が余暇や趣味に充て、自分の関心事や進路を見つ

けていくことを、具体的に知ることができた。日本の学生と交流するうちに、彼らが皆活発で明

るく、独立心や自主性が高く、多芸多才であることを感じた。今回の交流訪問の後、日本の学校

が人間性に溢れ、オープンで専門性に優れ、学生のために、成長を促す自由な空間を提供してい

ることを深く感じた。選択科目も青少年が自分の頭で考え、自分の手を動かす能力を大いに養い、

高校と大学の生活が上手く繋がっているので、この点について私達は改善し学ぶべき価値がある
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と思う。（吉林省１年女子） 

 

○今回の訪日活動で、日本と日本人に対する認識ががらりと変わり、沢山の収穫があった。発展

した日本、発展した各分野の社会を目の当たりにし、一番印象深かったのは日本の人と自然との

付き合い方だ。環境保護と資源のリサイクルの面は特に素晴らしい。日本の発展は自動化された

施設の多さに見ることができ、人的資源を節約している。日本の国民の素養は高く、特に効率、

時間、秩序を重んじている。また、日本の歴史や文化の特徴も感じることができた。日本は僕達

が特に学ぶところの多い魅力的な所だ。（吉林省１年男子） 

 

○実のところ、中国には日本好きの人が大勢いる。文化の普及でこの世界は一つになった。私が

できることは多分、彼らに自分で体験するよう勧めることだけだろう。 

 今回の訪問で日本のすべてを見ることができたとは思っていない。できるなら、今後、個人的

に日本を旅行し、役人も儀礼もない、日本や世界をより深く理解することを熱望している。 

（吉林省２年女子） 

 

○今回の活動で学んだことは、科学や社会分野の知識や経験だけではなく、日本人の生活態度と

精神だ。これは日本人の「笑顔」に現れている。僕が出会ったほぼすべての日本人は皆、笑顔だ

った。この第三次産業でよく見られる表情は、日本の社会全体に広まっているように見えた。僕

達のお世話をしてくれたスタッフだけでなく、街を慌しく行き交うサラリーマン達も皆笑顔だっ

た。この心からの笑顔に僕は感動し、このフィーリングが特に好きである。こんな「笑顔」とフ

ィーリングこそ、僕が日本で学んだ最高の財産だ。 

 中日交流の強化では、事実に即して言えば、自分のできる限りのことをするつもりだ。過去の

争いは既に過ぎ去り、中国と日本は互いが必要とするパートナーともなっている。中国の人に本

当の日本を知ってもらい、中日間のわだかまりや不信感を取り除き、中日交流が強化するよう願

っている。（内蒙古自治区１年男子） 

 

○私達第５分団が訪問したのは大東文化大学第一高校で、学生の皆さんは真摯で温かく、私達の

バスが停まるがいなや、校門で学生の皆さんが大きな拍手で出迎えてくれた。 

 記念撮影と歓迎会の後、私は書道を体験し、書道部の先生、学生の皆さんと一緒に日本の平仮

名と繁体字を練習した。「夢」という字を書き終えた後、私は日本語の「絆」という字を書いた。

なぜなら、「絆」という字を書くことで「絆は力」であること、日本と中国の人々の友情が末永

く続き、共通の困難に立ち向かおうと伝えたかったからだ。 

 日本の漢字と平仮名を学んだ後、日本の学生との交流が始まった。私は３人の学生と知り合い、

互いに住所と連絡先を交換した。そのうちの女子学生１人は、中国の北京が特に好きで、将来北

京に留学したいと話していた。 

 記念品交換の時、日本の学生から平仮名の草書を貰った。日本の学生と仲良くなったので、帰

国後は「心連心」で連絡を取り合い、彼らとの友情が末永く続くことを願っている。日本の学生

の皆さんに、本当に感謝している。（内蒙古自治区１年女子） 
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2．被災地プログラム感想 

 

○被災地は、災害の爪痕が残されたままのところもあれば、賑わいを取り戻している地域もあっ

た。いずれにしても復興と希望は、被災地のどの場所においてもおろそかにできない要素である。

私はこの災害の苦しみを経験してはいないが、胸苦しさと敬服の気持ちが、ずっと心から離れな

かった。 

 １年前の３月 11日、高校生である私は、静かな教室で勉強にいそしんでいた。そしてこの時、

遠く離れた日本では同年代の高校生たちが地震と津波がもたらした困難に耐え、空腹と家族を

失った恐怖に怯えていたのだ。宮城県立農業高校の校舎を見学しただけでも、このような状況が

至る所にあったことは想像に難くなかった。学生たちは体育部の部員の助けを借りて屋上に上っ

たという話を聞いた時、日本人の団結心と強さを改めて感じた。 

 帰国後は、被災地の復興に対する私の敬服と驚きの気持ちを、声を大にして伝えたいと思う。

地盤の嵩上げを行うという強い意志を持った人々への尊敬の念を表したい。情報が発達した今日

にあっても、私たちはなおも正しい情報を得られないことがある。行動を起こしてこそ、情報が

真実であるかどうかを知ることができるのだ。もっとたくさんの人が被災地を訪れ、認識を改め、

復興の実情を感じてほしいと思う。 

 今回の視察の機会に感謝すると共に、被災地の希望に満ちた人たちに心からの敬意と祝福を捧

げたい。（遼寧省２年女子） 

 

○今回宮城県を訪れて一番印象に残ったのは、日本人の災害に対する認識の深さと、災害を経て

分かった改善点や復興計画についての具体的な取り組みである。今回の地震は、世界史上４番目

に大きな地震であり、日本では過去最大のものであった。地震そのものによる被害はさほど大き

なものではなかったが、地震が引き起こした津波によって甚大な被害がもたらされたのである。 

 私たちは宮城県内の被災した高校を訪れた。被災後、この高校は放置されたままになっている

そうだ。当時、高さ４メートルに及ぶ津波がこの学校を襲い、危機的な状況の中、先生方は冷静

に学生たちを誘導して屋上の安全な場所に避難させた。津波が治まってからは、皆が一つの教室

に集まって点呼を行い、一つの鍋でお粥を煮て、空腹を凌いだという。その時も終始落ち着いて

いたそうだ。このような冷静さを、私たちは大いに学ぶべきだと思う。 

 また、多賀城市役所の総務部の人から防災に関する講義を受けた際、被災した人たちは当時数

日にわたって何も食べる物がなく、ようやく一口の水を口にできた時、いろいろな想いが胸に溢

れてきて涙が止まらなかったという話を聞いた。この話は私の心に深く響いた。 

帰国後は、日本の人たちが災害の中でも冷静さを忘れなかったことに加えて、彼らの民族に対

する熱い想いや防災に関する高い専門性を持っていることも伝えたい。そして、大和民族の立派

さや団結心をより多くの中国人に知ってほしいと思う。（遼寧省２年女子） 

 

○大災害の中で、人は大きな愛と真心の存在を知る。 

  宮城県での２日間にわたる視察と多賀城市の講義を通じて、私の心は大きく揺り動かされた。

もともと東日本大震災についてはさほど多くの感慨を持ってはいなかったのだが、自分でこの場

所を訪れてみて、日本の人たちの強さや、危機に直面してもたじろがない姿勢に触れ、深い感銘

を覚えた。農業高校の屋上に立ち、先生から当時の状況を聞いた時、私は災害が襲ってきた時の

厳しい状況を実感した。私たちは、自分が生きていられることを幸いと思い、喜ぶべきなのだ。     

多賀城市の講師がお話をされていた時、その涙を目にした。それは、辛い気持ちで一杯になり

ながらも、決してくじけまいとする涙だったと思う。被災地では、災害による破壊の爪痕を目に

すると同時に、復興事業の優れた成果も見ることができた。仙台空港が被災後２年も経たないう

ちに復旧を遂げたことには、感心せずにはいられない。帰国後は、日本の人たちが持つ強さや向

上心等のすばらしい面を家族や友人に伝えたい。中国と日本の人々の心の絆がいつまでも続くよ

うに願う。 

大災害の中で、人は大きな愛と真心の存在を知る。最後にもう一度、日本の人たちの不屈の精

神と前向きな心に敬意を表すると共に、亡くなった方たちに深い哀悼の意を表したい。（遼寧省

２年女子） 
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○今回、農業高校を訪れたことが自分にとって一番忘れられない経験となった。先生から、高校

では津波で亡くなった学生は一人もいなかったということを聞いて、私はとても驚いた。危機一

髪という時、先生方は、学生たちを屋上に避難させることを決め、沈着冷静に誘導に当たったと

いう。このような日本人の精神には、感嘆せずにはいられない。それから、学生たちが一夜を過

ごした場所を見学した。教室内に一歩足を踏み入れた時、私の目にまず映ったものは、黒板に書

かれた名前だった。それは、先生があの晩に学生の人数を確認するために書いたもので、すでに

１年以上が経った今でも黒板の文字は鮮明なままだった。厳しい状況にありながらも、先生は落

ち着いて黒板に字を書いたのだ。私は感心せずにはいられなかった。文字は一画一画きちんと書

かれていた。きちんとした字を書くことで先生は自分を奮い立たせると同時に、そこに居合わせ

たすべての学生たちの心を励ましたに違いない。災害は恐ろしいものだが、立派な精神を持つ日

本の人たちにとって、それは一過性のものに過ぎず、その精神がおびやかされることはありえな

い。黒板の文字には、一つの民族の強い心構えと行動原則が透かし出されていた。私は特に感じ

るところがあって、この文字と一緒に自分の写真を撮った。私が立った場所には、１年前には先

生が立っていた。その手の中の白墨は、学生の名前を記していただけではない。日本人の不屈の

精神をも記録していたのだ。 

帰国後は、この経験を含め、被災地でのできごとを家族や友人に伝えたい。日本の人たちが災

害の中でも冷静さを保ち、決してあきらめなかったことに対して、きっと皆も拍手を送るに違い

ない。中国と日本の友好の花がいつまでも咲き続けるよう願う。（遼寧省１年男子） 

 

○見学、観光、そして講義。被災地で過ごした２日間に、いろいろなことを考えさせられた。中

でも一番心に残ったことは、映像記録で目にした被害の光景と、被災後の地元の人たちの態度と

の、あまりに大きなギャップである。マグニチュード 9.0の地震と高さ数メートルに及ぶ津波に

襲われた時、穏やかだった故郷は消え去り、最愛の家族とも、あるいは永遠に離れ離れになって

しまったかもしれない。天災はいつも突然やってきて、そしてあまりに無情である。もしも、こ

のことのみであったなら、私たちの心の内側をこれほどまで大きく動かしはしなかったかもしれ

ない。しかし、災害の後に日本の人たちが見せた冷静さには、私たちは感心せずにはいられな

かった。命をとりとめた人たちが避難所に向かう途中、押し合いや混乱は見られなかった。ある

のはただ、まなざしに現れた冷静さだけだった。それは心の内側から発せられた冷静さであり、

災禍や困難にまっすぐに立ち向かおうとする勇者の冷静さであり、世界中の人々が称賛した冷静

さである。地震や津波の多発地域に住む日本人にとっては、丈夫な建物を建てたり、人々の間に

防災意識を浸透させたりすることの他に、これこそが難関を乗り越えるための有効な方法なので

ある。 

 このことは、私が帰国後に伝えたいことでもある。14 億人の国民を抱える人口大国においては、

すべての建物の耐震性を短期間で基準の等級にまで引き上げることは難しいかもしれない。安全

に対する意識をすべての人の心に行きわたらせることも困難かもしれない。しかし、少なくとも

この冷静さや不屈の信念は、一人一人の心の中に根付かせていくべきである。それは国民の意志

の強さの表れであり、人が天災や困難を乗り越えていくための内なる力や根源となるものである。

たとえ住む家が失われてしまっても、あきらめずに、未来に立ち向かう勇気と自信を持つことが

できれば、一人の人間、そして一つの民族は、明るい未来を見出すことができるのだ。（吉林省

１年女子） 

 

○一番印象に残ったのは、日本政府が今後数年のうちに何重もの堤防を築き、数箇所に「百年希

望の丘」を造る計画があるということだ。日本の人たちの知恵と勇敢さ、強さ、前向きな姿勢を

感じると共に、日本政府が防災を大変重視していることが伺えた。 

伝えたいこと： 

1.日本は環境が美しく、設備は先進的で人に優しい工夫が施されている。 

2.日本人は礼儀正しく、教養が高い。 

3.日本料理はおいしくて、手が込んでいる。 

4.日本の都市計画は特徴的である。 
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5.日本の学校では、学生の個性を伸ばすことを重視している。 

（吉林省１年女子） 

 

○バスの車窓から岩沼市の街並みを眺めながら、ガイドさんの被災状況の説明に耳を傾けていた

時、２人の子供が楽しそうに笑う姿が視界に入った。私の心の中にふいに湿ったものが押し寄せ

て来て、疑問が浮かんだ。この地に笑い声はまだあるのだろうか？それとも東日本大地震に吞み

込まれてしまっただろうか？彼らの心の奥底にある傷跡は、誰にも理解できないであろう。花が

咲き、散って１年の時が過ぎても、人々がここを訪れ、去って行っても、岩沼の人たち一人一人

の心の奥底には、あの災禍がもたらした悲しみが隠されている。 

 悲しみはどう癒やしたらいいのだろう？日本では、民間の力を活用して心のケアを行っている

という。災害後１年以上続けて行われたダンスの催しが励みになり、母親を失った女の子が元の

生活を取り戻したという話には、感動した。心の面を大切にし、多くの人の力を借りながら被災

地の人たちが復興のために主体的に力を発揮するというやり方は、私たちが同様の状況に見舞わ

れた時によいお手本になると思う。 

 日本政府は、「希望の丘」を整備し、太陽光発電所を造る計画があると聞いた。建設地は、科

学的な根拠に基づいて選ばれており、これは技術の利用が進んでいることの表れだと思う。今回

の災害でも、高い技術力で公共の建物を丈夫に造ったことが、多くの人の命を救った。 

岩沼の皆さんには、街の再建と心の復興の両面から出発して、前に進んでいってほしい。（吉

林省２年男子） 

 

○今回被災地を訪れて、防災知識や復興の様子、大自然の力には抗えないこと等、いろいろなこ

とを学ぶことができて、大きな収穫があった。中でも特に強く感じたことが二つある。 

一つは、大切にする、ということだ。私たちが、親が口うるさいとか、優しくないとか、自分

の生活が嫌だとかの不平を漏らしているその時に、世界のどこか別のところでは、廃墟の中、手

の痛みも忘れて両手でがれきを掘り続け、たった１枚の写真を探している人がいるかもしれない。

大地がうごめき、波が逆巻いたほんの一瞬のうちに、すべてが一変してしまった。一家は離れ離

れになり、家族の亡骸すら見つけられずにいるのだ。そういうすべてを破壊しつくすような災害

や、最愛の人を失う悲しみを私たちは体験することはできない。私たちにできることは、今目の

前にあるものや、この一瞬を大切にすることだけだ。それはごくありふれた瞬間であるけれど、

身近な人と一緒に過ごせるこの一瞬は、一番幸せな時間なのだ。失ってからそのことに気がつい

ても、もう間に合わない。 

 もう一つ強く感じたのは、大自然の力には抗えないということだ。地理的な要因で起こる災害

もあるが、私たちが注意を向けなければならないのは、人による過度の採取や破壊が、災害を引

き起こす原因になるということだ。私たちは、自然のすばらしさと強大さを知り、人と自然の共

存を図っていかなければならない。資源を節約し、環境を守り、悲劇が起こるのを防がなければ

ならない。私たちの人生から、少しでも悲しみを減らそうではないか。（吉林省１年女子） 

 

○2012年８月 21日の午後、私たちは重苦しい気持ちで津波の被災地（山元町中浜小学校旧校舎）

に向かった。今回の被災地でのプログラムが私の心に与えたものは強烈であった。きっと一生忘

れることはできないであろう。 

 無残に破壊された建物を見た瞬間、津波が押し寄せた時の光景が心に浮かんだ。津波は、まる

で荒れ狂った魔物のように美しい村と学校、そして罪のない人たちの命を呑み込んだ。そう思う

と、一層気持ちが沈んだ。大自然の力の前で、人はちっぽけな存在だ。自然に勝つことなどでき

ない。だから、大自然と調和を保ちながら共存していくことが重要なのだ。しかし、幸いなこと

に日本政府や救援者の人たちは皆、不屈の精神と沈着冷静さを持っていた。このことには本当に

敬服する。災難に見舞われた時、誰もが一時は恐怖に陥ったが、その後で、自分で身を守ったり、

他の人を助けたりして、あらゆる困難に立ち向かった。被災地の復興事業も次々に始動し、あの

小学校にも一定の修復が施され、良好な状態であるとのことだった。説明に来てくれた校長先生

や先生方の様子からも、再建への自信と信念が感じられた。 

天災は恐ろしくはない。災害を経験した人々が信念を持ち、強くなることができれば、新しい
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生活を始めることができるのだ。被災した人たちは、よりよい暮らしを取り戻すことがきっとで

きると信じている。そして、私たちのように災害を経験したことのない者は、災害から学び、防

災意識をしっかりと身に付けることで、将来、起こるかもしれない災害への備えに役立てるべき

である。（内蒙古自治区１年女子） 

 

○この数日間、私は中国高校生訪日団の一員として、東日本大震災に見舞われた宮城県に滞在し

た。地震と津波が去った後に残された廃墟や、がれき、一箇所に山のように積まれた車や木の枝

を目の当たりにし、やりきれない気持ちが沸き起こる同時に、目に涙がこみ上げてきた。この災

害の威力の大きさを思い知らされ、亡くなった方と被災した方に対して深い同情を感じたからで

ある。 

 しかし、さらに強く印象に残ったことは、日本の人たちが大きな災害に遭いながらも強い意志

を持ち、復興を順調に進めていることである。百年に一度と言われるような大災害からわずか 17

カ月しか経っていないのに、市街地にはすでに破壊の痕跡はなく、活気のある街と人々の姿を目

にすることができた。 

 帰国後は、周りの人たちにこう伝えたい。東日本大震災と津波は本当に恐ろしいものだったけ

れど、日本の人たちは決してくじけたりせず、強固な意志の力と将来への希望を以て復興の道を

着実に歩んでいる。今回の災害は被災地の人たちに大きな痛みをもたらしたが、悲嘆の中に留ま

ることなく、気持ちを強く持って新しい生活に踏み出していた、と。そして私はこう言わずには

いられない。「偉大な日本の皆さん、頑張れ！」（内蒙古自治区１年男子） 

 

○今回の訪日プログラムを通じて、復興の途上にある日本は、以前と変わらず活気に満ちている

と感じた。そして、人と人の絆がどんなに大切で、人を勇気づけるものであるかということを

知った。中浜小学校の見学では、津波に襲われた時、先生方の正しい判断と誘導があったと聞い

た。そして、災害の中でもひるまず、勇敢に立ち向かった人たちの立派な心構えに触れた。被災

した小学校の外観から、日本では未来を担う子供たちのためにすばらしい学習環境を整えている

ことも伺えた。津波によってその場所は破壊されてしまったが、彼らの立派な心構えと災害に立

ち向かう知恵や聡明さは、これからも失われることなく、益々高められていくに違いない。 

 今回の訪問を通して、「絆」という言葉にも深く感じるものがあった。2011年３月 11日、日本

が大地震と大津波に見舞われた後、海外の国々も救助隊や救援物資等を送り、災禍の中にある人

たちに温かい手を差し伸べた。災害は無情だが、人には情がある。だから、すばらしい未来を創

るために、みんなで一緒に手を取り合っていかなければならないと思う。（内蒙古自治区２年女

子） 
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日本高校生の感想（抜粋） 

 
◆「もう何も怖くない」 

 私は伝統文化部として参加させていただき、中国の学生の方々の校内案内や交流会での話し相

手をしました。校内案内では、何と話しかけたらいいのか分からず、交流会がとても不安でした

が、いざ交流会になるとあちらの方から積極的に話しかけてくださりました。しかも英語で会話

したのですが、私達が理解できないとやさしい英語に言い換えてくれたりと、とても親切で安心

できました。歌や踊りもとても盛り上がり本当に楽しい時間でした。会う前は、話せるのかとか

伝えたい事がちゃんと伝わるかとか失礼な事をしてしまうかもしれないと文化の違いや言語の違

いを恐れ、少し怖かったのですが、実際はつたない言葉でも懸命に伝えると真摯に耳を傾けて、

察してくれましたし、気さくに話しかけてくれて“怖い”と思っていたことが申し訳なかったと

感じるくらいでした。今後、また他国の学生の方々との交流会があれば、今度は自分からもっと

歩み寄って、もっと自分達日本の事を伝えられるようがんばりたいです。（東京都２年女子） 

 

◆中国の方との交流は初めてで、最初はどうしたら良いのか分かりませんでした。しかし交流し

てみると、とても気さくな方が多く、楽しい雰囲気で過ごすことができました。茶道では、甘い

お菓子が苦手な方が多く少し驚きました。言葉が通じなくてもジェスチャーや紙に書いたりと、

伝えたい、聞きたいという意思が大切なんだと思いました。（東京都３年女子） 

 

◆「皆同じ」 

今回、初めてと言っていいほどたくさんの外国人と話をした。それを経て思ったのは、どこの

国の人であろうが、皆同じ人間である、ということだった。中国語では話すことができないため、

不完全な英語での会話だったが、自分達と同じように笑い、驚いていた。似たような感性を持ち、

冗談も言う。 

今、日本と中国は領土問題でもめている。多分、子供の自分には理解できない原因などがある

と思うのだけれど、そんな中でも、たった数時間の間で自分を Best friendと言って、別れ際に

涙を流してくれた人達と、何故言い合いをする必要があるのだと疑問に思う。 

今回の交流で、人は頑張れば分かり合え、友達になれることを深く学んだ。このことは一生忘

れないと思う。いつかまた、絶対再会したいと思う。（東京都３年男子） 

 

◆「国際交流」 

 今回、国際交流に参加するにあたって、私の心の中は「緊張」という文字でいっぱいでした。

外国の方と一対一で話すのは英語の授業で教科書通りに受け答えすることしかなかったので、意

思疎通をはかれるかどうかとても不安でした。ですが実際に中国の高校生を目にしたら、ニュー

スなどで報道されているようなイメージとは 180度違い、明るくフレンドリーで安心しました。

「百聞は一見にしかず」ということを、身を持って体験できたように思います。 

 自分は英語ができず、もどかしかったですが、中国の高校生がバスに乗っても、ずっと手を

振っていてくれたのは嬉しかったです。参加した人達が皆、笑顔で「良かった」と言っていて、

私も参加し貴重な体験ができて良かったです。（東京都２年女子） 

 

◆「一緒に過ごしてみて」 

 初め、自分は上手くコミュニケーションがとれなそうで、少し距離をおこうと思っていました。

しかし、訪日団の方々はとてもフレンドリーに声をかけてくれました。華道を一緒に体験してい

るとき、上手くない英語と紙に描いた絵で相手に自分の言いたいことが伝わったときは、とても

感動して自然と互いに笑顔になりました。その後の交流会では英語でたくさんの方といろいろな

話をすることができました。 

 現在、日本と中国の間には、いくつかの問題があります。しかし、彼らと話しているうちに、

自分たちと違う所はほとんどないことに気づきました。なぜ問題が生まれてしまうのか疑問が大

きくなりました。 

 また、英語で話すうちに、英語の便利さを知り、もっと勉強しようという意欲がわいてきまし
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た。人生の中でも指折りのいい経験ができました。（東京都１年男子） 

 

◆「世界に目を向ける」 

 僕は今回の日中学校交流に参加して、まだまだ自分は世界に目を向けられていないなと思いま

した。正直交流に参加する前は、同年代の高校生よりかは全然世界が見えているとうぬぼれてい

ました。 

 例えば、中学の時も韓国にホームステイに行ったり、今年の７月もアメリカからの留学生を受

け入れたりもしました。それでもこの交流が終わったあとは、少なからずショックをうけました。

中国なまりの英語はほとんどわからず、自分の英語力の無さを感じました。また自分の日本と中

国はあまり仲が良くないという先入観も全く違いました。 

 今回の交流で自分の目はまだまだ小さな世界しか見えていないことを知りました。これからは

もっと大きな世界を見たいと思いました。（神奈川県２年男子） 

 

◆「中国高校生の交流会」 

 今回の交流会で私はたくさんの事を学ぶことができました。私は少し前から中国語を勉強して

おり、少しだけ話すことができたのですが、ほとんどは英語で話していました。それでも分から

ない事も多々あり、会話をすることが難しいと思いました。英語の勉強をしていても実践する機

会が滅多にないので考えながら文法通りに当てはめていくと時間がかかり、スムーズに話すこと

ができないのですが、中国の高校生は同じ高校の方でも英語と中国語を使い分けており、分かり

やすく違う文に変えてくれたり、聞きとれなかった文を紙に書いてくれたりなど、とても親切に

してくれて、心が温かくなりました。 

 勉強不足で自分が思ったことを全然言えなかったので、これから積極的に自分から話せるよう

に頑張りたいと思います。貴重な体験ができて良かったです。（神奈川２年女子） 

 

◆「積極性」 

 私は短期研修と修学旅行で二回、中国へ行ったことがあります。だから、中国についての関心

はとても高かったです。だけど、同じ年代の子とはあまり交流したことが無かったので、最初と

ても不安な気持ちでいっぱいでした。なので、最初に会った時はとても緊張し、話せませんでし

た。しかし、あちらの学校の生徒さんはドアを開けてあげたりすると「ありがとうございます」

と言ってくれたり、私に日本語や英語で話しかけたりしてくれたりしてくれて、あの子達は良い

子だなと感じ、緊張もほぐれ、自分からも話しかけました。自分からも積極的に話しかけたら、

あちらの学校の生徒の何人かと話が合い、とても交流が楽しかったです。 

 私が他国の人と交流するにおいて、一番大事なのは、積極性だと思います。怖がって誰とも話

さないのは損だと思います。なので、またこのような機会があったら、最初から積極的になって

誰とでも仲良くなりたいと思いました。（東京都３年女子） 

 

◆「異文化交流を通じて」 

 私は今回調理部として中国の高校生たちと交流しました。中国の高校生を迎えにいくところか

ら始まりましたが、もうその時点で「こんにちは」と積極的にあいさつをしてくれて、嬉しかっ

たです。その後は、調理室で白玉あんみつを一緒に盛りつけ、食べました。具材の種類や盛りつ

け方など、分からないことを聞かれたとき、なかなか上手く伝わらないことなどもあり、大変で

した。しかし、時間が経つにつれ、だんだん慣れていき、筆談や身ぶり手ぶりでさまざまなこと

を話しました。その時、中国の高校生は歌が好きな印象を受けました。あっという間に時間が経

ち、最後にはお土産を頂き、お見送りの時間になりました。せっかく仲良くなったので少し寂し

かったですが、このことはとても良い経験になったと思います。また機会があれば異文化交流し

たいです。（東京都３年女子） 


