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参加者の感想（抜粋） 

【中国高校生の感想】 

○ 日本の学生はとても優しくて友好的だ。皆私たちと交流するのに一生懸命だった。彼

らと交流して、私は日本に良い印象を持った。私たちはお互いの風土や人情から両国関係

がもつれている近現代史まで、何でも話し合った。彼らは両国間の歴史を公正かつ客観的

に見ていて、中国にもプラスのイメージを持っている。 

私は帰国したら、できる限り周囲の人たちに、日本という国は、清潔に整った町と美し

い田舎の風景、友好的な人たちの国であり、右派が横行する国ではないという事をしっか

りわかってもらえるようにしたい。また、日本は環境保護の考えがとても進んでいて、中

国はこれに見習わなくてはいけないと思う。私は日中両国が兄弟のように、一緒にアジア

の繁栄と平和のために大きく貢献できることを願っている。  （北京市 １年 男子） 

 

○ 短くも感慨深い日本滞在だった。日本人の物静かさは私にとって大きな驚きだ。公共

の場所では大声で騒いだり笑ったりする人は誰もいない。高速道路ではクラクションの音

もほとんど聞こえず、無理な追い越しもない。あるのは文明と礼儀、譲り合いだ。これは

北京の交通と全く対照的だ。日本人の民度の高さには確かに感心させられる。中国人の民

度はまだまだ低く、その道のりは長いということ、そして日本は素晴らしいお手本である

ということを認めざるをえない。                

日本人の親しみやすさも、新鮮に心に残っている。ホストファミリーからは行き届いた

おもてなしを受け、僅か一日の交流で深い友情を結んだ。二日目の午後、出発の前に近く

のゲームセンターへ遊びに行った。私が贈ったプレゼントのお礼にと、ホストファミリー

が買ったばかりのプレゼントを持って、ゲームセンターの入口で待っていてくれた時はと

ても感動した。阿賀野川の遊覧船では、とても親切な船頭のおじいさんが、私たちにお話

しや歌を聞かせてくれた上に、柿餅までくれた。新潟での素晴らしい思い出になった。 

私の心の中で日本は永遠のお手本であり、夢にまでぼんやりと出てくる。この一つ一つ

の思い出が、きっと人間的な幅を広げてくれると思う。この様な特別な経験ができたこと

に感謝し、帰国したらこれらのことをそのまま家族や友達や先生に話そうと思う。この訪

日の経験を皆に話すことで思い出は永遠に生きてくるし、この訪日が無駄にならないのだ

と思う。                          （北京市 １年 男子） 

 

○ 日本は環境保護や人と自然の調和共存ということをとても重視していて、この分野に

おける取り組みも素晴らしい。私は外務省での里山に関する講義と中央清掃工場の見学で

そのような印象を強く受けた。里山という生態環境は私たちに、人と自然が寄り添い共に

生きる可能性をはっきりと示している。今は経済発展のため里山の実用性は低くなってい



るが、この考え方は私たちにある種の啓発を与えてくれる。近代都市においても似たよう

な生態系を発展させることができるかも知れない。 

その後に見学した中央清掃工場もその一例と言える。人類の生活ゴミは全てが自然に分

解されるわけではないので、中央清掃工場のような補助施設はとても必要だ。廃棄物の再

利用一つ取っても、環境にやさしく有毒物質を排出しないという点で、都市の自然そのも

のに対する汚染や破壊を一部軽減している。 

今、多くの人が中国の環境問題に注目しているが、ゴミを直接埋めることによる汚染が

日増しに深刻になっている。私は帰国したら、この問題の解決方法をどう考えていくかと

いうことや、一人ひとりがゴミの分別や“３Ｒ”といった小さな事を十分意識するといっ

たことを伝えられたらと思う。                （北京市 １年 女子） 

 

○ 一番印象深かったのは日本人の細やかさだ。どこのホテルのトイレも、トイレットペ

ーパーの先は三角形に折り畳まれていて、スタッフのきめ細やかさが感じ取れる。しかも

親切でサービスもいい。町は清潔で、ゴミの分別や処理は完璧。焼却の熱で発電までして

しまう。これは私が見た中で一番先進的な方法だ。中国はある程度参考にすればいいと思

う。セミナーに出てきた“里山”モデルにも考えを触発された。人類は経済発展の一方で、

同時に自然環境の保護と合理的な開発にも迫られている。中国の一部地域で大気汚染が深

刻になっている今日、私たちもこの問題をよく考えるべきではないだろうか？私たち一人

ひとりが自分から行動を起こすべきだし、政府も政策を立てて、水質汚染と大気汚染に対

して規則を定め、厳しく取りしまるべきだ。バランスをとることで自然と人は調和共存で

きる。汚染がなくなって、空が毎日晴れわたっていて欲しい。  （北京市 １年 女子）  

 

○ 私たちのような若者が、最も心惹かれるのは日本の漫画やアニメだ。日本の漫画は世

界的に有名で、中国の若者にもファンが多く、ワンピースやナルト疾風伝、名探偵コナン

といったアニメは中国でも良く知られている。しかし、中国のアニメと日本のアニメを比

べると、その差は大きい。まずキャラクターの設定だ。日本アニメは見た目にも美しいが、

中国アニメは動物ものでなければまず見れたものではない。今は少し進歩してきているが、

キャラクターの性格設定においても日本アニメの方が個性豊かだ。次にストーリーだ。日

本アニメは広い世界観で、想像力に富んでいる。ほとんど正義が悪を討つといったものだ

が、その構成は多種多様だ。中国アニメは単純すぎて子供っぽく、ストーリーも古臭い。

それに中国アニメはパクリが多い。日本アニメの画風、キャラクター設定、ストーリー等

いい所を、パクルのではなく、学ぶべきだ。中国の若者で中国アニメファンと言う人はあ

まりいない。中国アニメにも《秦時名月》のような、キャラクター、画風、ストーリーが

独創的で全くパクリではない素晴らしい作品もあるが、中国の若者はほとんどが日本アニ

メファンだ。 

私は帰国したら、日本文化と中国文化がよりよく交わり融合するように、日本の流行文

化を広めていくつもりだ。                 （北京市 １年 女子） 

 



○ 本当にたくさんの事が印象深く心に残っている。両親の付き添いなしで遊びに出かけ

る機会がほとんどないので、この様に自由な状況で感じ取ったことは、より一層真実味が

あるように思う。 

一番感銘を受けたのは、日本人が決まりやしきたりをよく守るということだ。保守的と

いうのではない。私は日本人が保守的だとは全く思わない。これは私が目にした至る所に

浸透している。例えばゴミ一つない通りや、人と出会ったときは深々とお辞儀してきちん

と挨拶すること、道行く人の服装は誰も皆きちんと整っていることである。まだまだたく

さんある。これは人を尊重しているということであり、自分を大切にすることでもある。

このことはゴミの分別がきちんとなされ、清掃工場は清潔で整然としているということか

らもわかる。ただ、決まりやしきたりを守るといっても冷血無情という訳ではない。例を

一つ挙げると、新潟中央高校の皆と一緒に体育の授業をした時、初め私は皆から仲間はず

れにされるのではないかと心配していた。だが、私のサポートをしてくれた女の子は二人

とも、冷たく冷えた手でずっと私の手を握っていてくれた。私の心配は全く不要であった。

中国の高校生ならどう考えるか、あるいは考えもしないかもわからないが、やはり自分の

手を差し伸べることはないのではないかと思う。それからホストファミリーとも本当の家

族のようにクリスマスツリーを飾ったり、クッキーを焼いたり、本屋さんでぶらぶらした

りした。このようなおもてなしを受けたことを本当にありがたいと思う。 

日本人は実に友好的で、本当に中国人が見習うに値する。私は中国の友達に、日本が発

展したのにはそれなりの理由があり、決まりやしきたりが息づいているということを教え

たい。それから、礼儀、書道、茶道といった中国で生まれた文化が、日本でどの様なパワ

ーと活力を得たかということも教えたい。まだたくさんある。実際、一般の中国人の多く

は、例えば私なども常に理性的な愛国者だ。一般の日本人に悪意がないことは知っていた

が、今ははっきりと日本人が優しく尊敬に値すると断言できる。私たち両国の人々が、自

分の体験を基に判断し、相手と自分の心の中にある本当の考えがわかった時、全ての誤解

が解けるだろう。私は、中日の人々が全員とは言わないが少なくとも大部分の人たちが、

言葉は違っても互いに強く抱き合って、癒し合える日が来るのを見たいと切実に思う。 

                            （北京市 １年 女子） 

 

○ 東京の夜景は美しい。中でも街中をぶらぶらと歩きながら見る夜景は特に綺麗だ。一

番印象深かったのは東京日航ホテルの近くで買い物をしたことだ。日本の流行文化やファ

ッションはなかなかのもので、「こんなかわいい服は生まれて初めて！」と思うほどであ

った。 

そして日本の商品産業の素晴らしさを感じた。私が周囲の皆に言いたいのは、理性を持

って正しく日本を見るという事だ。全体的に見れば日本人はやはりとても善良で、サービ

スの姿勢もすばらしい。私は本当に驚き、感動した。また日本人の民度の高さにも驚いた。

部屋に入るときはスリッパを脱ぐ、赤信号の時はたとえ車が来ていなくても道を渡らない

…ちょうど今日、浅草で芋羊羹を買おうとした時も、店員さんが各国の言葉で書かれてい

るボードを私に見せて、浅草商店街は飲食しながら歩くのは不可、必ず買った店の前で食



べ終わってから…と教えてくれた。 

つまり、日本人は、とても善良で優しいのだ。        （北京市 １年 女子） 

 

○ 今回の訪問で一番印象深かったのは、やはり日本人の民度の高さだ。 

温泉旅館（新潟）に行った時に財布をなくしたことを挙げなければならない。当時、私

は財布が見つからず、焦って夜も良く眠れなかった。同じ部屋の人たちが皆であちこちひ

っくり返して探してくれたが、やはり見つからなかった。私は、きっとロビーで落とした

んだ…絶対もう見つからない…と思った。財布の中には 25,000円近いお金が入っていて、

私たちにとってはなくしたからそれで仕方ないと思える額ではない。それに私はカードを

持っていないので、財布の中の現金が私の全財産なのだ。ロビーに落とした私の財布を誰

かが持ち去ったと思うと、ますますイライラした。 

二日目の朝、私は仕方なく日本側の先生の所に行った。先生はそれほど慌てる様子もな

く、繰り返し私に「安心しなさい。きっと見つかるから。日本人は拾ったらきっとフロン

トに届けてくれるから。」と言う。私は半信半疑だったが、財布が戻ってくる希望を抱い

てはいなかった。ただ先生は、私に「出てくるよ。」と何度も言った。 

もうすぐ高校訪問に向かうバスに乗ろうというとき、日本側の先生が旅館の従業員の人

を連れて私の所に来た。そして私に財布の色形や、中に入っていた物など詳しく聞いて、

真剣にメモをとった。私はとても感動したが、心の中では、財布を捜すとなれば従業員総

出になるだろうし、そうなれば旅館の通常営業にも影響が出るだろうし、そんな“赤字商

売”誰もするはずないと思った。 

しかし、実際探してくれたのだ。高校訪問当日の昼に、先生から財布が見つかったとい

う知らせを受けた。ホームステイが終わってから、私は旅館からはるばる郵送されてきた

財布を受け取った。財布を手にした時は、ただただ感動と感謝だった。私が日本の高校生

にこの話しをした時も、拍手だけが鳴り響いた。 

私は時々、もし中国で財布をなくしていたらどんな結果になっただろうと思うことがあ

る。中国ならきっと財布は戻ってこないということを言いたいのではない。ただ、日本人

の民度の高さ、企業の良心、責任感や態度に敬服するのだ。たった一人の学生のためでも、

諦めずに財布を探す旅館。これは一国家全体の素養を表している。日本の高い素養は、私

達が学ぶべきものだ。これは私が最も感動したことだ。    （北京市 １年 女子） 

 

○ 一番印象深かったのは清掃工場の見学だ。清掃工場の中は基本的に全自動運転で至る

所にハイテク技術が駆使され、職員の人はかえって暇そうに見えるほどだ。ゴミの分別が

しっかりされているので、処理の時間を大幅に節約できる。これは人々の環境保護意識が

大切であることを表している。清掃工場ができて 13 年になるそうだが、ゴミ分別は 30

年前からやっているという。中国のゴミ分別は今始まったばかりで、環境保護のためのゴ

ミ分別一つ取っても、中国と日本には少なくとも 20 年の開きがあることになる。 

皆には日本の人々の優しさと日本の先進技術、高い民度について伝えたい。 

                            （北京市 １年 男子） 



 

○ 時間は跳ぶように過ぎ、日本での９日間があっという間に終わった。短かった。この

９日間で多くのことを学び、自分自身もグンと成長した。一番重要なのは、自分自身の目

で物事を見られるようになったことだ。この 216時間、先生たちには至れり尽くせりでお

世話いただきとても感謝している。今回の訪問を通して日本の事をたくさん理解できたし、

日本の人々の生活も体験できた。 

一番印象深かったのは、学校訪問とホームステイだ。日本の友達と一緒に過ごせてとて

も楽しかった。教室に入ると、黒板にクラスメートが私のために書いてくれたメッセージ

があった。歓迎してくれてとても感動した。先生方は、私のためにわざわざ英語のスライ

ドを用意してくださった。また、私は日本のクラスはとても活気があると思った。クラス

メート同士でよく問題について話し合う。部活動もたくさんあって、皆積極的に参加して

いる。明訓高校でのバレーボールの試合は楽しい思い出だ。私は明訓が大好き！２日間を

共にしたクラスメートが大好きだ！ 

この９日間の日本訪問で、日本に対する見方がずいぶん変わった。あらためて感謝した

い。きれいな道路、整ったインフラ、新鮮な空気が日本の魅力を表している。この９日間

で見聞きしたことを、中国のクラスメートにも伝えようと思う。私はすっかり日本に夢中

になっている。本当に帰りたくなくなった。これから中日友好のためにがんばって貢献し

たいと思う。また日本に来ることができるように！      （北京市 １年 女子） 

 

○ 学校訪問で剣道とバレーボールを体験した。また部活動の見学もさせてもらった。書

道とダンスがあまりに高レベルで驚いた。日本の若者はとても友好的だ。互いの言葉は違

うが、英語の交流を通して深い友情を築いた。         （北京市 １年 女子） 

 

○ 一番印象に残っているのは、学校訪問とホームステイの２日間だ。学校訪問の時、先

生や学生たちが私たちを大歓迎してくれた。言葉は違うけれど深い友情を結び、連絡先を

交換したり一緒に写真を撮ったりした。私たちは日本の高校で、生物・体育・書道の三つ

の授業に参加した。 

生物の授業は実験をやった。同じグループの皆と一緒に実験をする中で友情を感じた。

体育は主にバスケットボールの試合だ。日本の高校生は、本当に体力があると感じた。そ

れに皆一生懸命だ。これは見習わなくてはいけない所だ。習字の時間は、日本の学生が一

人一つずつ、力強く中国の漢字を書いて、私たちに披露してくれた。学校訪問では、日本

の高校生たちの優しさや友情を感じた。 

一泊ホームステイをした時に感動したのは、おばあちゃんが一針一針手縫いしたマスコ

ットを私たちに作ってくれたことだ。ホストファミリーは、私たちにご馳走をたくさん用

意してくれた。言葉が通じないので、携帯電話やパソコンの翻訳ソフトを使ってコミュニ

ケーションをとった。バスケットボール体育館やカラオケ、家で経営している会社にも連

れて行ってもらった。日本人の親切なおもてなしを身をもって体験できた。私の中で日本

の地位がぐんと上がった。 



帰国したら家族やクラスメートに、日本人がとても親切でもてなし上手で友好的だとい

うことと、環境保護の面での素晴らしい取り組みを話したい。 （北京市 １年 女子） 

  

○ 数日間の日本での短い滞在中に印象深かったこと： 

一、何処も大変静かである 

日本は人口密度が高いが、新幹線や通りや町の中など、何処もとても静かだった。これ

ほど静かなのは、まずクラクションを鳴らす車がいないからだ。東京の繁華街では、小走

りに道を急ぐ人ばかり目にする。誰も皆さっぱりと洗練されたおしゃれな服装で、聞こえ

るのは巨大な人波の足音だけ。騒々しさがなく、言い争う声などもちろん聞こえない。 

二、日本人は親切でもてなし上手である 

日本に着いてから、バスに乗り降りする時は運転手さんがいつも笑顔で声をかけてくれ

た。店やスーパーマーケットに入った時は、店員さんが「こんにちは」と声をかけてくれ

る。ホームステイでは、お母さんがテーブル二つ分のご馳走で私をもてなしてくれた。そ

して日本の扇子をプレゼントしてくれた。この扇子は私のお気に入りだ。心の距離がぐっ

と近くなった気がした。 

帰国したら、まずは自分が小さな事ではあるが、物静かさ・清潔さ、優しさなど、日本

人の良い所を見習うことから始めようと思う。そして私の周りの人たちが、私に影響され

ていい所を見習ってくれるようにしよう。           （北京市 １年 男子） 

 

○ ホームステイが印象深かった。日本人の優しさやおもてなしにとても感動した。初め

て家に入ったとき、上と左右の框に「ようこそ日本へ」と書いた紙と、私たち三人の名前

を書いた紙が貼ってあった。全て中国語で書いてあった。お父さんが昨日書いたものだと

聞いた。別れの時、お兄さんが得意の日本式煎餅を作ってくれた。そして最後に、お父さ

んが朝覚えたばかりの中国語で“朋有り遠方より来る、また楽しからずや”という言葉を

書き、私達がそれぞれ自分の名前を書いた。このような友情に国境はないと思う。私はこ

のお父さんを忘れない。                   （北京市 １年 男子） 

 

○ ９日間にわたる訪日生活ももうすぐ終わる。この９日間で日本に対するイメージがず

いぶん変わった。日本のゴミ分別はとても細かくて、普通のペットボトルでも蓋とボトル

を分けて捨てなければいけない。同じように科学技術が発達している国だが、色々な面で

はるかに中国を凌いでいる。私は驚き、羨ましいと思った。 

一番忘れ難いのは学校交流とホームステイだ。日本の学生はとても優しくて友好的だ。

私が教室に入ると皆中国語で私に挨拶し、一人ずつ自己紹介してくれた。別れ際には一緒

に写真を撮り、サインをした。短い午後の時間の交流だったが、一人ひとりの様子が私の

心に深く刻まれている。明るくて優しい女子学生たちと共に２時間英語の授業を受けたこ

とはいつまでも覚えている。私のホストシスターの家は大家族で、お姉さんが２人と妹が

１人いる。皆でテーブルを囲みながら家族の温もりを感じた。お母さんは、私に自分の家

だと思って楽にするように言ってくれた。ご飯の時は私に先に食べさせ、私がおいしいと



言うと、嬉しそうに何度も頷いてありがとうと言った。二日目、海洋館に連れて行っても

らって、イルカショーを見た。お世話になってとても感謝している。この事は永遠に忘れ

ない！機会があれば必ずまた日本に来る！          （北京市 １年 女子） 

 

日本高校生の感想 

○「異文化理解」 

私は２年前に中国へ行ったことがあったので、中国の生徒ともっと交流がしたいと思い、

今回のホームステイの受け入れをしました。我が家にやって来たＪさんは、日本にとても

興味を持っている女の子で、なんでも楽しそうにしていました。彼女は、英語もすばらし

かったのですが、日本語の勉強もしてきていて、“はじめまして”、“いただきます”、“ト

イレはどこですか”など、積極的に日本語を使ってくれました。彼女の積極さのおかげで、 

私たちは、北京の大気汚染問題、一人っ子政策について話し合うことができました。私に

は兄と弟がいるのですが、彼女は兄弟にとてもあこがれ、自分も欲しいなと言っていまし

た。中国と日本は、領土問題をはじめさまざまな対立がありますが、このような交流によ

って、日本人は中国の教育レベルの高さに、中国人は日本の家族にあこがれを持ったりす

ることで、将来和解につながっていくのではないかと思いました。（新潟県 ２年 女子） 

 

○「初めてのホストファミリー」 

今回、我が家がホストファミリーをするのは初めてでした。家に来た女の子とは一緒に

買い物や水族館に行って過ごしました。また、彼女は中国にいる自分の家族や学校、北京

の写真をたくさん見せてくれました。一緒に出かけたり、話をしたり、とても楽しかった

です。 

中国の文化について少し学ぶこともできました。また PM2.5やインターネットの使用が

制限されていることの話を聞いて、現在の中国がどのような国であるかを知ることができ

ました。 

今回、ホストファミリーをしたことは、自分が外国へ行ってホームステイをするときに

も役立つと思います。このような経験ができてよかったです。今回家に来た女の子とは、

今後も連絡をとり続けたいと思います。            （新潟県 ２年 女子） 

 

○「国際交流 No.３」 

今回の学校交流とホームステイは、私にとって今年３回目の国際交流でした。１対１で

長い時間一緒にいたのは初めてでしたが、とても充実した時間を過ごすことができました。

英語でのコミュニケーション能力も、時間がたつにつれて向上していくように感じられて、

とても嬉しかったです。また、中国の文化を日本にいながら知ることができたことも嬉し

かったです。もっと、深く知りたいと思いました。私がこの交流で１番学んだことは、気

持ちを表現することの大切さです。私の家にホームステイした学生は、何かをしてもらう

とすぐ「ありがとう」、ご飯を食べた時には「おいしい」などと言っていました。このよ



うに反応を見せられると反応を受けた私や家族は、もっと何かしてあげようという気持ち

になったからです。私はこれからもたくさん国際交流していきたいと思っているので、こ

の学生のように気持ちを表現していこうと思いました。機会があったらまたやりたいです。 

（新潟県 ２年 女子） 

 

○「初めてのホストファミリー体験」 

私は今回の学校交流で初めてホストファミリーをしました。 

英語が伝わるかなど少し不安はありましたが、無事に留学生を迎えることができました。

留学生たちの最初の印象は言葉が違うこと以外は日本人のようだなと思いましたが、一緒

に授業を受けるうちに英語も流暢で学力が高いのだなと感じました。その後は、一緒にお

昼を食べたり、剣道や書道、部活などを体験してもらうことで、日本の生活を少しだけで

も知ってもらえたと思います。そして、私の家に来た留学生とはたくさんお話をすること

ができました。学校のことや中国での生活のことなど多くのことを知れてとても楽しい時

間でした。２日目は家族と一緒に水族館に行ったり、日本庭園のある伝統的な家を訪問し

たりといろんな場所を見てまわりました。その時、留学生のお茶目に楽しむ姿を見ること

ができて、国が違っても一緒に楽しめるのだなとうれしくなりました。このような交流を

通じてたった２日間でしたが、私は留学生ととても仲良くなることができ、そしてメディ

アの中の国や人々ではなく、直に他国の人と会いコミュニケーションがとれたということ

は私の中に大きな影響を与えました。今回の私たちの活動は中国と日本の懸け橋となって、

いつか実を結ぶと思います。この交流会に参加できて良かったです。 

（新潟県 １年 女子） 

 

○「中国高校生との交流を終えて」 

今回、中国人留学生のお世話係となり、初めて他国の人と交流することができました。

初めは、ちゃんと会話ができるか心配でした。実際に会ってみると、会話も大切なのです

が、ジェスチャーはとても大切だなと思いました。片言でも伝えることができました。バ

レーボールでは、名前を呼び合って、ボールを落とさないようみんなで頑張ることができ

ました。私は今まで、日中友好と聞いて、ただのひとごとだと考えていました。ですが、

今回の経験で少し日中友好に貢献できたのかなと思い、とても嬉しかったです。誰でもで

きる体験ではないので、とても良い経験をさせてもらったなと思います。せっかくお友達

になれたので、今度は、私たちが中国へ行きたいです。     （新潟県 ２年 女子） 

 

○「ホームステイを通じて」 

今回のホームステイを終えて、私にとってとても充実した２日間を過ごせました。その

中でも特に二つ思ったことがあります。一つ目はコミュニケーションです。私にとって初

めてのホームステイ体験で、自分の英語が通じるか、話が合うか不安でしたが、当日留学

生に会ったら不安を上回る喜びがありました。通常の授業は文法がメインですが、ホーム

ステイ中に英会話は必要だと感じました。二つ目は日本の文化が世界に広まっていること



への驚きです。ジブリ映画、マンガのドラえもんを留学生が知っていたことです。中国の

テレビ番組で紹介されていると聞きました。日本の文化が誇れる理由を分かった気がしま

した。 

最後に、校長先生が「Face to Face」はとても重要とおっしゃっていました。実際にホ

ームステイを体験して「Face to Face」を実感しました。たとえ話す言語が違っても英語

を通じてコミュニケーションや身振り手振りのジェスチャーで会話すること、積極的に話

そうとする姿勢が大切だと、このホームステイを通して感じました。そして、仲良くなっ

た留学生と末長く仲良く交流を続けていきたいと思います。  （新潟県 １年 女子） 

 

○「国境なき交流」 

日中関係の緊張が高まる中、直接中国の方と触れあい、中国のことを知りたいと思い、こ

のプログラムに参加しました。この交流を通じて、私は自分が人種という枠にとらわれて

いたことに気付きました。日本人だから、中国人だからと考えることも時には必要ですが、

相手と良い関係を築きたいと思うのならば、そのような色眼鏡をはずして、付き合うこと

が重要であると感じました。実際、彼らは私の中の中国人のイメージとは異なる点が多く、

初めは少しとまどいましたが、「中国人」というフィルターを通さずに見るようになると、

彼らが私たちとほとんど何も変わらないことに気付きました。この２日間で、私は多くの

ことを知り、手に入れましたが、その中で一番喜ばしいことは、中国人の友人ができたこ

とです。“See you later”と言って別れた彼女との再会が早く叶うことを願っています。 

このような機会を与えてくださり、ありがとうございました。 （新潟県 ２年 女子） 

 

○「異文化交流」 

ホストファミリーとして、この活動に参加し楽しかったけれど、大変なことも多くあり

ました。体育でバスケットボールを一緒にして、言葉は通じなくてもスポーツを通し心が

通じたように感じました。でも、普段の生活で、言葉が通じないというのはとてもさみし

かったです。この経験を通して、国は違っても共感できる部分はたくさんあったし、もっ

と英語を学びたいと思いました。              （新潟県 ３年 女子） 

 

○「ホストファミリーになって」 

夏休み前から受け入れることが決まり、どこに行こうか何をしようかと楽しみにしてい

ました。 

１日目はコミュニケーションがうまくいかない場面もたくさんありました。なので、う

まく意味が通じない時は「Line」の通訳機能を使って会話をしました。 

２日目は買い物に行ったあと、海を見に行きました。彼女の友達が日本のマンガを好き

ということで、「ワンピース」と「ナルト」のグッズを買いたかったのですが、あまりな

かったので、最新巻を買いました。 

海を見に行くと、友達に見せると言って写真を撮っていました。北京ではこんなふうな

のだよ。日本ではこうなのだよ。と、いろいろなことを教えあえることが楽しかったです。 



                             （新潟県 ２年 女子） 

 

○「ホームステイを受けてみて」 

今回ホームステイ先のホストファミリーとして、まず心配だったことは、言語の違いで

した。私は中国語が分かりませんので、ホームステイしてくる高校生とどう会話すれば良

いかよく分かりませんでしたが、あちらの高校生は英語が大丈夫だということで、こちら

は、知っている単語をつなげて相手の高校生とコミュニケーションをとる方法にしました。

この方法で相手の高校生との会話をすることはできましたが、それでも限界になる時もあ

って少し大変でしたが、相手の高校生の方はとても楽しそうにしていたので、とても良か

ったと思います。 

このような経験はなかなかできないと思うので、とてもいい体験ができました。 

                             （新潟県 ３年 男子） 

 

○「日中交流会を通して」 

私は、日中交流会を通して、コミュニケーションの大切さを改めて知りました。交流会

では、日中代表の挨拶や日本の学校説明をする時に、通訳さんがとてもうまく通訳してく

れたので、スムーズに交流会が進むことができました。ゲームを行い、交流を深めていき

ました。最初に行ったのが、じゃんけん列車というゲームです。音楽が鳴り、止まった時

に近くにいた人とじゃんけんを行い、負けた人は勝った人の後ろについていき、最終的に

は列車のように長い一列になるというゲームです。このじゃんけん列車のじゃんけんは、

日本語、英語、中国語で行います。普段は、日本語のじゃんけんしかしていませんが、今

回他国の言葉でじゃんけんをするという、珍しく、貴重な体験ができてよかったです。じ

ゃんけん列車を中国の高校生たちが喜んでいたのでとてもよかったです。もう一つは、カ

ルタです。カルタはすべての文字が英語で書いてあるため、お互いに楽しむことができた

と思います。このカルタを通して、チーム内でお互いを応援したり、カルタを取ってチー

ムで喜んだり、取れなくて残念な気持ちを共有したりと、とても仲よくなれたと思います。

中国の高校生全員とは話をしていませんが、みんな真面目でとてもいい人たちだと思いま

す。私たちの高校には３人の中国の高校生が来てくれました。積極的に質問をしてくたり、

飲み物やお菓子をくれたりと、とても優しくしてもらい、ゲーム中でも「ファイト」や中

国語で「頑張れ」などとよく応援してくれて、とても感謝しています。３人とも私たちよ

り年下ですが、英語がとても上手で驚きました。自由時間や昼食の時間なども話をしまし

たが、やはり英語が主な言語で私はあまり理解することができませんでしたが、通訳さん

を通して会話を行ったり、ジェスチャーや手振り身振りを行ったりと、何とか会話が成り

立ちました。なので、私は改めてコミュニケーションの大切さと大変さを知り、これまで

以上に英語を頑張って覚え、使えるようになりたいと思いました。３人とも日本に来て「今

日が一番楽しい」と言ってくれたのがとてもうれしく、私自身もとても楽しく、貴重な体

験ができた一日となりました。このような交流をすることで、日本と海外との未来は明る

いものになっていくと思います。最後に、この交流会で協力しあった他校をはじめとする



方々や日本に来てくれた中国の高校生さんや通訳さんなど今回、この交流会にかかわった

すべての人に感謝しています。おかげで、無事に成功することができたと思います。あり

がとうございます。                    （新潟県 ２年 男子） 

 

○「一期一会」 

Ｎ君が我家へホームステイに訪れてからまだ１カ月と少しですが、もっとずっと前の昔

のことのように感じられる今日この頃です。私の家では、中国人のＮ君の受け入れが決ま

ってから「どうしよう、何をしたらいいのだろう、何を食事に出したらいいのだろう」と

何回か話し合っていました。まず言葉をどうするかについては、海外出張の経験のある父

が、「英語で大丈夫なはず、あとは身振りと気持ちだ」と言いました。母は「嫌いな物と

か、食べられないものはないのかしら。折角日本に来てもらうのだから、日本食だよね」

といろいろ献立を考えていました。そして私は、何を彼に伝えればいいのか、日中友好っ

て何をしたらいいのだろうか、でも、面白そうだなとワクワクしていました。そして 12

月６日中国のＮ君がやってきました。彼は、私より２才年下の 15才でした。身長は私と

同じぐらいで、ぼうず頭も私と同じで、なんだか弟ができたようでした。彼は英語ができ

ましたが、私の英語はなかなか伝わりませんでした。父母の英語も半分ぐらいで単語しか

通じてないようでした。会話は身振り手振り、そしてスマートホンが活躍しました。Ｎ君

もさかんにスマホを使って会話をしていました。Ｎ君は、スマホ、英語、手振り、中国語

などで伝えたいことを熱心に私に伝えてくれました。伝わらない時は、何度も繰り返しで

した。我家が一気に日本語、英語、中国語が飛び交うグローバルな世界となったのでした。

私には、日本語を英語に切り替えての会話は新鮮でもありましたが、非常にエネルギッシ

ュで頭の中がグルグルと混乱しました。 

Ｎ君は２才年下ですが、英語もできるし、礼儀正しくて、私の父母は感心していました。

私もすごいな、２才年下なのに、と思いました。15 才で中国の代表として日本に来る人

ってこういう人なのだと考えさせられたりしました。１日目の夕食は、母の手作りの日本

のお正月に食べる雑煮とあんこ餅とお寿司が並びました。２日目は、弥彦へ母と３人で行

きました。神社を参拝する時の方法や参道の歩き方（中央を歩かないとか）、手や口を水

で清めること、おみくじも、珍しく初めてだということでした。やはり、国によって、さ

まざまなのだと知りました。弥彦では参拝の後におでんを食べてＮ君は「おいしい」と言

っていました。その後、少し時間があったので、ゲームセンターでシューティングゲーム

などをして遊びました。ゲームでは、国や言葉の違いは問題になりませんでした。ここで

は、Ｎ君も普通の高校生だなと思い少しうれしかったです。あっという間に過ぎた２日間

でしたが、私の中には、大きな何か目に見えないものが残りました。それが、私の大学の

進路を決定づけるものとなったのでした。私は、春から大学で英語など、国際文化につい

て学ぶことにしました。Ｎ君のホームステイがなかったら、この選択は思いもよらないも

のでした。私は、大学で国際的な分野について学び、私自身、何ができるか可能性にかけ

てみたいと思っています。 

Ｎ君の、ねばり強く、何度も繰り返し伝えたいことを相手に伝えようとする力を、私は



決して忘れてはいけないと思っています。          （新潟県 ３年 男子） 

 

○「ホームステイ受け入れ」 

今回ホームステイを受け入れるのは中学につづき２回目でした。 

前回は自らコミュニケーションをとることができませんでしたが、２年間で少しは英語

力がついたのかは分かりませんが、少しは相手の方と話をすることができました。相手の

方は小学校から英語を勉強し、お母さんが教師ということで英語の発音がとても滑らかで

した。またその方は将来の夢がはっきりしていて、そのために勉強をしているそうです。

また趣味は絵ということで、ホームステイ期間は多くのアニメ展などを訪れました。その

子はとても喜んでくれました。また専門学校の先生は、ホームステイの子と英語で会話を

されていて、いかに話せるか、理解できるか、ということが大切なのだと実感しました。

今回のホームステイを通して感じていることは、第一にとても楽しかったということです。

はっきり言って英語を理解するのは、とても大変でした。しかし、お互いがどうにか相手

に伝えようという思いから、ある程度のコミュニケーションはとれていたと思います。も

う一つ思ったことは、ホームステイを受け入れる前からうっすら将来やりたいことはあっ

たのですが、迷っていて、かといって他に好きなことはなく、将来に大きな不安を抱いて

いましたが、今回の経験を通して、英語がしゃべれるようになりたい。またホームステイ

を受け入れる前は、絶対に海外に行きたくないと言っていた私が、自ら親に海外行きたい

と言ったり、県外の大学への進学も視野にいれるようになったのは、すごく大きな変化だ

と思いました。私は以上のことから、本当にホームステイを受け入れて良かったなと思い

ます。                           （新潟県 ２年 女子） 

 

○「日本と中国」 

私は、ホストファミリーとして中国の高校生の受け入れをして、本当にたくさんのこと

を感じました。 

私が受け入れた子は、日本語が思っていた以上に上手で、日本語、英語、時には漢字を

使って意思を伝え合いました。その時、彼女は中国のいろいろな事を教えてくれました。

まず「Facebook」や「Twitter」は基本、中国では使えない事。これにはかなり驚きまし

た。詳しい理由を伝えるのは難しく分からなかったのですが、ごくたまにしか使えないそ

うです。また、彼女は大気汚染についても話してくれました。マスクをつけるのは基本中

の基本であり、外でも家の中でもつけていたと言っていました。神社に行った時、彼女は

「ここはとっても空気がいい。うらやましい。」と身振り手振りをまじえて言ってくれま

した。他にも法律によって子供が１人しか産めないこと、よって中国のほとんどでは１人

っ子で、兄弟がいる人もいますが、その分お金を払わなければいけないそうです。私の家

は４人兄弟なので、兄弟がたくさんできて本当にうれしいと、とてもうれしそうでした。

日本では「一人っ子政策」と呼ばれるものです。私は、中国の知らないたくさんの事を聞

いて、日本との違いに改めて驚きました。先ほど書いた大気汚染 PM2.5については以前、

ニュースで大きく取り上げられていましたが、日本への影響が小さくなったからでしょう



か、最近ではもうニュースには出てきません。ですが、中国では未だにそれが１つの問題

となり残っています。私は、そのことなどすっかり忘れていたので、その話を聞いて少し

驚きました。また、日本はめぐまれているなとも思いました。「一人っ子政策」は人口が

増加していて大変な状況にあるということで仕方ないとも思いますが、「Facebook」

「Twitter」について、大気汚染についてという所では、日本はめぐまれているなと思い

ます。これは、大切にして守らなければいけないのかなという気もします。他に、私は中

国と日本の繫がりをもっと良いものにしたいと思っています。だから今回できた繫がりを

大事にしたいです。私にとって中国は、今回の機会を得られたおかげで身近になったとは

いえ、まだ、近くにありながらよく分からない遠い国です。もっとたくさんの事を知って

いきたいです。 

私が受け入れた子は、とってもフレンドリーでかわいらしい子でした。たくさんの楽し

い時間、思い出をくれました。本当に出会えてうれしいです。  （新潟県 １年 女子） 


