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参加者の感想（抜粋） 

 

【中国高校生の感想】 

○今回の訪問で、私は日本人の日常生活について理解を深めることができた。景色よりも、品物よりも、さま

ざまな高級レストランでの食事よりも、私は日本人が好きだ。何故なら、彼等は素朴で、親切で、私にとても

良くしてくれたから。 

兵庫県立加古川西高等学校での交流が、一番印象に残っている。私を迎えてくれたのは、私と同じ年で、誕

生日が私より13日だけ遅い女の子だった。あの日、彼女が私の名前のプレートを持っているのを見つけて、私

はすぐに彼女の所へ行った。初め彼女は、私よりも緊張していて、私の話が理解できない様子だったが、だん

だんと私の存在に慣れていった。交流を通じて私たちは自然に友達になった。彼女のことをとても大切に思う。

できることなら、彼女の生活圏に入って、ずっと一緒にいたいほどだ。 

彼女の家で、私は彼女のお兄さんに会った。とても優しいお兄さんだった。お父さんは出張中だったが、私

が来たからと、ビデオチャットで私と話してくれた。そして、お母さんは、私にとても良くしてくれた。彼等

のことを本当に大切に思うから、私のことをもっと知ってほしくて、私も自分の国についてたくさん話した。

私のためにいろいろありがとう。とても嬉しかったし、とても楽しかった。 

もし十に一つのチャンスがあって、もう一度この国に来られたら、私は必ず彼等に会いに行く。信じていて

欲しい。人の感情はどんな障害にも負けない！と。本当に楽しかった。     （浙江省 ２年 女子） 

 

○今回手配してもらったたくさんの活動の中で、一番記憶に残っているのは、ホームステイだ。私だけではな

く、多くの学生が同じ気持ちだと思う。実は、私は内向的で、人と交流することがあまり好きではないので、

日本の学生の家に行く機会があると知った時は、心配でとても悩んだ。でも実際には、私が心配していたほど

ではなかった。ホストファミリーは、とても親切にしてくれた。それは決して行き過ぎたものではなく、心か

ら私を歓迎してくれている親切さだった。「どんな食べ物が好き？」「何か好きな物はある？」といった、普通

に親が子に尋ねるような質問をしてくれて、私は彼等の家族の一員になったような気がした。彼等は、私のた

どたどしい日本語と英語を混ぜた受け答えを気にする様子もなく、辛抱強く私にいろいろ教えてくれた。私の

心は自然と開かれ、彼等との交流に夢中になった。言葉の問題はあったが、お互いに相手を理解しようと努力

した。とても楽しい時間だった。 

お母さんは、料理上手で、とても温かくておおらかな人。 

お父さんは、博識で温和な人。 

ホスト学生は、親切で明るい可愛い子。すぐに仲良くなった。今もネットで連絡を取っている。 

弟は、ちょっと無口だったが、別れる時、寒い中ずっと外に立って見送ってくれた。 

私は彼等が大好きだ。できるならもう一度日本に来て、また彼等に会いたい。   （浙江省 ２年 女子） 

 

○①環境 

日本に来る前に、日本の道路はとても清潔で、車はまるで洗車したてのようだと聞いていた。実際に来て

見て、全くその通りだと思う。ある時、道で偶然青い車を見かけた。積まれていた掃除道具を目にしなけれ

ば、それがゴミ収集車だとは分からなかったほどだ！もっと驚いたことに、車の窓ガラスの内側には、たく

さんの可愛らしい人形が並べられていた！通りには踏むのをためらうような金色の銀杏の落ち葉だけが敷き

詰められ、アスファルトの道路に横断歩道の白線がくっきりと浮かび上がっていた。 

②日本の人々の温かさ 

ホームステイの時、初めは日本人同士の様にはいかなかったが、みんなの笑顔の中にいるうちに、だんだ



んと温かさに包まれているのを感じることができた。兵庫県立小野高等学校を訪問した時には、一緒に小さ

なストラップも作った。日本の学生が手伝ってくれなければ、私は完成させられなかった。大阪府立門真な

みはや高等学校では、私たちのために歓迎会も開いてくれた。日本の学生と一緒に昼ご飯を食べ、ゲームや

折り紙、剣玉、竹とんぼ等で遊んだ。とても面白かった。午後の一対一の交流で、私たちは日本の学生の学

校生活をより深く知ることができた。学校を離れる時には、彼等は校門の所に２列に並んで、手を振って見

送ってくれた。 

③サービス態度 

サービス業は日本の最も発達した業界だ。買い物の時、お店の店員は、中国語の製品説明書を見せてくれ

て、笑顔で「ありがとうございました」と言ってくれた。そして買った物を一つ一つ綺麗にラッピングして

くれた。毎回ホテルに到着する度に、スタッフが笑顔で挨拶をして迎えてくれた。何を言っているのかは分

からなかったが、私たちがバスから荷物を下ろすのも手伝ってくれた。 

私たちが日本で見聞きしたことは、決してこの１枚の紙に書き切れるものではない。帰国したら、私は家族

や友人、クラスメートに日本で得たことを伝え、彼等にも日本に行ってみることを勧めたい。 

（浙江省 １年 女子） 

 

○今回の訪問で、私は、日本が既にただひたすら工業の発展と経済の利益を追求する段階を抜け出し、人と自

然の調和を目指す段階に入っているのを感じた。清潔なガラスと車、これは中国の都市がどこも成し得ていな

いことだ。これは歴史の発展においては避けられないことだが、私たちは工業社会の急速な発展が環境を大き

く破壊していることに既に気付いていながら、誰もどうすることもできないでいるのだ。 

 日本は未来を見据えているから、教育に特に力を入れている。日本に暮らす子供は幸せだ。彼等は日本社会

全体に守られ、その恩恵を受けているから。同時にプレッシャーも大きいはずだ。大きな権利を手に入れるに

は、大きな責任を負わなくてはならないから。成長したら、彼等を待っているのは、日本の発展を担っていく

使命だ。その中で得る物、失う物、さまざまな味を自分で味わうのだ。 

 いつかもし日本に住むとしたら、私は絶対に農村に住みたい。澄み切った青空、きれいな空気、それぞれに

個性のある小さな家。日本の農村はとても発達していて、中国の一部の遅れた貧しい農村とは比べ物にならな

い。この点は中国政府の熟考に値する。 

 細かい事柄では、やはり日本のトイレを挙げないわけにはいかない。――全自動トイレだ。座ると暖かく、

水で洗浄ができて、音楽まで聞ける。水に溶けるトイレットペーパー、鏡には発熱板が設置されていて、湯気

で曇ることがない。…すべてが「人に優しく、細部まで気を配る」という考え方を表している。 

 日本で得たことをただ書いてきたが、今回の交流訪問は確かに価値のあるものだった。 

（浙江省 １年 女子） 

 

○私たちがこれまで思い描いていた日本と、実際の日本は違っていた。 

 実際の日本は、秩序正しい緻密な国だった。そして、日本人は、どんな事態に直面しても礼をもって対応し、

いつも笑顔を絶やさない、穏やかで礼儀正しい民族だった。 

 エレベーターのドアを開けて待っていてあげたら、お礼が返ってくるなんて、想像もつかなかった。目が合

ったら、真っ先に微笑みかけてくれるなんて、想像もつかなかった。子供には小さい時から「絶対に人に迷惑

をかけてはいけない！」と教えているなんて、想像もつかなかった。 

 これが日本なのだ。永遠に想像のつかない民族。 

 中国は以前の大唐ではないし、日本は以前の東瀛ではない。 

 中国が世界に存在感を示そうとするなら、世界に目を向け、謙虚に学ばなければならない。 

 中日の友好が末永く続き、交流が途絶えないよう望む。            （陝西省 ２年 男子） 



○今回の訪日期間中、一番印象深かったのは、日本人の資質の高さだ。街でも、ホテルでも、レストランでも、

出会う従業員、行き交う人々、ゲストの誰もが、品が良く、互いに会釈し合っていた。毎回のバスの乗り降り

の際にも、ドライバーにいつも挨拶をし、敬意を表していた。この点に私はとても触発された。他にも日本に

学ぶべき点は、物事を行う際の、細やかな心配りと思いやりだ。日本は、インフラ整備も、証明書の写真照合

のように完璧だ。各種日用品はすべてコンビニで買えて、とても便利だ。 

 帰国したら、クラスメートに伝えたい大切なことがもう一つある。可愛くて活発な日本の学生のことだ。私

のホスト学生は、福岡県立玄海高等学校の、ある可愛い女子学生だった。彼女は中国語が話せなかったが、私

たちは英語で簡単なやり取りができたし、ダウンロードした翻訳ソフトもあったので、意思の疎通はまあまあ

順調だった。私が一番感動したのは、中国と日本ではメッセンジャーソフトが違うため、彼女が私のためだけ

にWe Chatをダウンロードしてくれて、お互いに友達登録をしたことだ。記憶に新しい印象深い出来事だ。 

 最後に、私たちのために今回の行き届いた手配をしてくれた日本の皆さんに感謝したい。おかげで日本と日

本の人々について理解を深めることができた。中国と日本が今後も互いに理解し合い、交流を深め、互いを手

本とし、末永く友好関係を続けていくことを望む。                （陝西省 ２年 女子） 

 

○私たちは大阪ガス ガス科学館を見学した。説明を通じて私は、この企業は設備が最新で、環境保護理念もし

っかりしていると思った。最新技術を利用することで、発電効率を高め、天然ガスの製造過程でできる副産物

や廃熱も上手く利用していた。環境と相容れた状況の下で、どのようにして最大の利益を上げるかは、中国の

各企業も学ぶべきだ。設備だけではなく、この企業は緑化のレベルも高かった。道路の両側には、小中学生が

協力して育てたさまざまな種類の木々が植えられ、緑であふれていた。企業が学校に公益活動の場を提供して

いるのだ。学生は社会経験を積むことができるし、企業は環境を美化することができて、一挙両得だ。 

 他にも、日本の道路はとても清潔で、人々は交通ルールを守り、公共施設は近代的だ。これらはすべて中国

が学ぶべき所だ。もちろん中日の文化にはそれぞれの特徴があり、互いに交流してこそ共に発展できる。中日

の友好が末永く続くことを望む。                        （陝西省 ２年 女子） 

 

○一番印象に残ったこと：ホストファミリーとの交流。 

① ホスト学生の英語スピーチ大会のために一緒に準備をしたこと。テーマが相互交流だったので、学生（個

人）の視野を広げるために、日本がどのような教育を行っているかを、実感することができた。 

② 食生活：日本式の鍋料理と家庭の温かさを体験した。キーワードは満足感と清潔感だ。 

③ 科学技術の浸透：立体車庫、自動給湯システム、照明と空調のリモートコントロール。 

④  文化体験：クリスマスの飾り付け、布団、家具の風格等。 

伝えたいこと： 

① 「郷に入っては郷に従え」の必要性：どんな場所に行っても、長い歴史が育んできたその土地の風俗や文

化を受け入れて、試してみるべきだ。 

 ② 国家と個人の立体性：国はそれぞれみな立体であり、個人も同様に立体である。（陝西省 ２年 女子） 

 

○一番印象深かったこと： 

① 音楽室での授業の時、私たちが入口に乱雑に脱ぎ散らかした靴を、日本の学生が入口の脇にきれいに並べ

てくれたこと。 

② 毎回ホテルやその他どんな場所を離れる時でも、私たちをもてなしてくれた日本人が必ずバスの脇に立っ

て、手を振って見送ってくれたこと。その礼儀正しさを、みんな口々に賞賛していた。 

伝えたいこと： 

① 日本の都市はとても清潔である。 



② 日本人はとても礼儀正しい。 

③ 日本の工場はとても先進的で、オートメーション化が進んでいる。 

④ 日本人の考え方はとても進歩的である。 

⑤ 日本の古い建築物の保存状態は素晴らしい。                （江蘇省 １年 男子） 

 

○日本の首都東京は、高度に近代化された都市だった。多くの人口を抱え、ビルが立ち並び、すごく混雑して

いるのに、整然と秩序が保たれている。交通網が四方八方に延び、建物のすぐ脇を通っているのに、緑化もま

た素晴らしい――松や銀杏、桜等の木が至る所に見られる。空気はきれいで、水も透き通り、街はとても清潔

だ。この点は中国の大都市も学ぶべきだ。 

大分県は、自然がいっぱいで、温泉がたくさんあり、山と川に恵まれ、白壁に斜めの屋根の住宅がたくさん

並んでいた。文化の息吹に満ち、地方の文化が生活の中に息づいていた。人々は、素朴で真面目で親切だった。

もし中国の農村と比べるとしたら、ここは遅れてもいないし、貧しくもない。生み出せる利益も少なくない。

快適な居住環境があり、生活を楽しむことができる。 

オムロン太陽株式会社では、日本社会の、障がいを持つ人に対する関心と配慮、そして社会の公平公正さに

対する追求と維持について、知ることができた。この点では中国も負けていない。大阪ガス ガス科学館では、

効率が良く省エネで、利益を生みつつ環境保護にも役立つ、天然ガスの産業リンケージを見ることができた。

中国の各種新エネルギーの利用も、現在鳴り物入りで発展中だ。 

日本式の温泉、食事、竹工芸品等には、日本の豊かな文化を感じた。日本の文化と中国の文化を比べると、

似ている所と似ていない所がある。これは主に地域の環境に関係している。中国には「食が一番大事」という

言葉がある。日本の食文化は独特で、私たちにはとても新鮮だった。日本の人々にも、チャンスがあればぜひ

中国に来て、中国のおいしい物を食べ、中日の文化の違いを感じ、相互理解を深めて欲しいと思う。 

（江蘇省 １年 男子） 

 

○日本での９日間で、中国では９カ月かけても学ぶことができないかもしれない多くのことを学んだ。同時に、

中日の違いがどこにあるのかも分かった。 

まず、驚いたのは日本人の礼儀正しさだ。ホテルでは、スタッフは会うたびに会釈をしてくれたし、出発の

際には並んで見送ってくれた。掃除のおばさんまでが笑顔で「こんにちは」と言ってくれた。いったいどんな

教育をすれば、一民族の礼節観をここまで深く浸透させられるのだろうか。学校では、学生は教師に会うたび

に、知っている、知らないにかかわらず、尊敬をこめてお辞儀をし、大きな声で挨拶をしていた。日本人の最

も典型的な仕草が腰を曲げるお辞儀だが、彼等は、腰は曲げていたが、頭は上げていた。 

次に、学校訪問とホームステイだ。日本の学生の親切さについてはここでは語らないが、日本の授業もとて

も印象的だった。体育の授業での持久走、2.1km。彼等は毎回走っているのに、私が走り切ると、体育の教師は

携帯で「よく頑張った」「素晴らしい」と打って見せてくれた。私はとても感動した。この様な人々、この様な

教師、この様な学生がいるのだから、日本の経済文化の発展が不調だからと言って悩むことなどない。この様

な資質教育や、人と人との関係（上下関係のある間柄でも、教師と学生の間でも）の平等と誠実さこそ、中国

は学ぶべきだ。一人一人が自分から始めれば、まだ改善の余地があるかもしれない。 

そしてもちろん、私が一番敬服させられたのは、日本人が自分の足りない部分を潔く認め、他人に学ぶ勇気を

持っていることだ。ホストファミリーのお父さんははっきりとこう予言した。「もうすぐ、中国が世界のナンバ

ーワンになるだろう」と。誇張があるのかもしれないが、私は信じる。今回のような学習と交流は、中国の未

来の発展を促すだけでなく、中日の友好関係の発展にも繋がるだろう。       （江蘇省 ２年 女子） 

 

○今回の訪問で、一番印象的だったことは、自分の日本人に対する見方が変わったことだ。これまで思い描い



ていた無関心無感情から親切で誠実へ、その上とても礼儀正しく、秩序を保ち、資質が高く、愛国心にあふれ

ている。彼等の伝統文化や民族精神に敬服させられた。これも、彼等の民族がたった40年という短い間に大き

く発展した原因だろう。帰国したら、周りの人々の日本に対する見方を、頑張って変えたいと思う。そして彼

等にも、身をもって体験することを勧めたい。チャンスがあれば、是非私もまた日本に来て、この偉大な民族

と触れ合いたい。                               （江蘇省 １年 女子） 

 

【日本高校生の感想】 

○「新しい発見」 

 今回、中国の高校生と過ごした時間は短かったですが、とても充実していて楽しかったです。一日目の夜、

お互いに自分の国について話し、さまざまな文化の違い、また共通点も見られました。今、中国と日本の国

際関係は良くないですが、今回のような身近な交流が異文化理解の第一歩だと思いました。私は交流前、「こ

こは田舎だから何もないなあ。何をしたら良いだろう…？」と考えていました。でも中国人高校生は「空が

きれい！」と私にとってはいつもと変わらない空や、家の周辺の田んぼを写真に撮って喜んでいました。私

にとっては当たり前だと思っていた景色も日本の良さなのだということを中国人高校生から教えてもらった

気がします。今回の中国人高校生との出会いをきっかけにこれからも交流を続け、お互い日中を行き来した

いです。                                  （兵庫県 ３年 女子） 

 

○「中国人学生に教わったこと」 

 ホストファミリーになろうと思った理由は、今知っている英語をどれだけ話せるか試してみたかったこと

と、異文化に触れてみたかったことです。今回の体験は私にとって素晴らしい財産になりました！ 

 中国人高校生と初めて会った時、私はとても緊張していたのですが、彼女が私に歩み寄って「よろしく」

と日本語で言ってくれたので、とても嬉しかったです。彼女はとても良い子で、出された物はちゃんと食べ

てくれたし、私の母や兄にも「おいしいです」「ありがとう」と日本語で挨拶してくれて本当に嬉しかったで

す。日中関係は良好ではないので、私自身、中国にあまり良いイメージは持っていなかったのですが、彼女

とかかわったことによって純粋に「中国人の人は優しくて良い人も沢山いるんだな」と思えました。 

 彼女はとても賢くて、日常会話はすべて英語でした。西高の教科書を見せたら、古典では漢文の中国読み

も教えてくれたりしました。数学では「これは私が三年前に習った」と言われ、驚きました。中国は生まれ

た時から一歳と数えるそうで年齢は私と同じでしたが、学年が一つ上でした。彼女は私に沢山の洋楽を聴か

せてくれ、「この歌知ってる？」と聞かれるたび「知らない」と答えると、「洋楽を沢山聴くと、英語力がUP

するよ」と教えてくれました。実践してみようと思います。 

 一泊二日と短い間でしたが、本当に充実した二日間でした。別れる時、本当に悲しくなりました。彼女は

また日本に来ると言ってくれたので、その日を楽しみにしています。校長先生が対面式の時に、「次世代を担

う君達が日中関係を良くするために、これからも連絡を取り合ってください」というような内容のスピーチ

をされた瞬間、「そんなに大きな事を私達はしようとしているのだな」と責任を感じました。LINEの国際版の

ような「QQ」というアプリをとって、これからも連絡を取り合えるようにしたので、今後も仲良くしていき

たいと思います。本当に貴重な体験をありがとうございました。         （兵庫県 １年 女子） 

 

○「中国が大好きになりました！！！」 

 今回、二日間という短い期間でしたが、中国の高校生と交流することができて本当に良かったです。私は

正直、今まで中国に対してあまり良いイメージがなく、特に行きたいとも思っていませんでした。しかし、

いざ出会ってみると、優しいし、面白いし一緒にいてとても楽しく、今までの自分の考えが間違っていたこ

とに気が付きました。一日目の学校交流会では、一緒にお昼を食べたり校内見学をする中で、日本と中国と



の教育の違いや休日の過ごし方、趣味など沢山会話をすることができ、中国の新たな魅力に沢山気付きまし

た。私は２人の男子高校生を受け入れました。夜は買い物に行ったりトランプをしたり、学校で使っている

漢文の教科書を中国語で読んでもらったりと本当に笑いが絶えない時間でした。二日目は神社へ行ったりボ

ーリングをしたりと日本の文化を紹介すると喜んでくれ嬉しかったです。彼らに、日本に来てみて、日本人

の印象を聞くと「礼儀正しくて、秩序があり、優しい」と答えてくれました。しかし、そのイメージを持っ

たのは私の方です。みんな勉強だけでなく立ち振舞いも賢く、将来のこともきちんと考えていて、私も頑張

ろうと思いました。今回の交流で、偏見や思いこみはいけないと改めて実感しました。これからの人生では

たくさんの人に出会っていきますが、国・人種関係なく１人の人として、出会いを大切にしていきたいと思

います。仲良くなった高校生が、次は案内してあげると言ってくれたので、今度中国の杭州へ友達と行く予

定です！本当にこのような貴重な機会を与えてくださり、ありがとうございました。（兵庫県 ３年  女子） 

 

○「I’m glad to see you!」 

 今回、彼女をゲストとして受け入れてとても良かったと感じています。私は英語が上手ではないので、コ

ミュニケーションがとれるか少し不安でした。でも彼女と初めて会った時、彼女の笑顔を見て、私はとても

安心しました。彼女は私のつたない英語も一生懸命聞いてくれて、私達は本当にたくさんの話をすることが

できました。中国の文化や生活、戦争についてどう思うかなど、深い話ができて、興味深かったです。また、

日本文化にも触れてもらいました。「ルミナリエ(イルミネーション)」に行ったり、お好み焼きを食べたりし

ました。彼女は私の母が作ったお好み焼きをとてもおいしいと言ってくれました。日本文化に少しでも触れ

てもらえたので良かったです。 

 約半日と短い間だったけど、彼女とはとても仲良くなれて、お別れの時はお互い、悲しくて泣いてしまう

ほどでした。メールや住所を交換したので、これから交流を深めていこうと思います。この半日で沢山のこ

とを学び、感じさせてもらいました。本当にありがとうございました。      （兵庫県 １年 女子） 

 

○「英語はやっぱり大事だった」 

 僕は２人の中国人の受け入れをしました。僕は英語は得意ではありません。そのため、受け入れする前、

自分の英語力は通用するか心配でした。いざ当日になって話してみると、自分が思っていることが上手く伝

えられなかったり、相手が話していることが理解しきれなかったりしました。しかし一緒にご飯を食べたり、

温泉に入ったり、寝たりしたりすると、異文化という壁を越えられたと思えました。今までは、ニュースで

中国のことが報道されて、悪い印象が少しありました。しかし同じ年の子と交流してみると、僕たち日本人

となにも変わりませんでした。自分は「もっと英語を勉強していたら良かった」と後悔しています。英語が

大切なことも分かりました。もっと勉強したいと思います。           （兵庫県 １年 男子） 

 

○「中国留学生を受け入れて」 

 私が受け入れた子は、双子の２人でした。名前がとても似ていて発音が少し違うだけで、その違いをはっ

きり区別することが私にはできませんでした。だから一人の子にはニックネームをつけました。一年半以上

中国語を習ってきたけど、やっぱり発音は難しいと強く感じました。そして彼女たちが話す言葉には、私の

知らない単語が沢山でてきました。携帯のアプリなどを使いながら、お互いコミュニケーションをとったり

しました。また、英語と中国語が入り混じった会話をずっと続けていました。両親は中国語の会話の中に突

然英語が出てくるね、と笑っていました。私自身話していておもしろいな、と思ったのと同時に英語と中国

語と日本語を同時に考えたり、切り替えたりするのは初めての経験でとても勉強になりました。中国の子も、

日本の言語や文化に興味を持っていて、いろいろな事を聞いてくれました。お互いの文化のことを伝え合う

ことはとても勉強になったし、楽しかったです。今回の受け入れで、いろいろなことを学ぶことができまし



た。一泊二日という時間はとても短かったけど、お互いにとって良い時間になったと思います。 

 （福岡県 ３年 女子） 

 

○「たった二日間で得たもの」 

 最初、自分の家に受け入れる子と対面した際、何を話していいか分からず、私たちはほとんど話すことが

できませんでした。しかし、私の家に帰った時、私と彼女の緊張がほぐれたみたいで学校の話や思い出話を、

お互い話し合うことができました。はじめは、中国語か英語か分からないくらいで、まったくコミュニケー

ションがとれませんでした。土曜日キャナルシティに皆で行った時も、ずっと腕を組んで買い物をしたり、

とても人懐っこくて良かったです。たった二日間だったのに別れる時は本当に悲しかったし、家に帰った時

には彼女と居られないこと、お話できないことの寂しさを感じました。私たちはこれからも毎日連絡を取り

合うと約束したので、毎日かかさず連絡を取り合おうと思います。本当の妹、本当の家族ができたみたいで、

すごく良い経験をすることができました。受け入れをして良かったです。    （福岡県 ３年 女子） 

 

○「貴重な二日間」 

 ホームステイの受け入れは、今回が初めてでした。二日間という短い時間でしたが、とてもすてきな時間

を過ごすことができました。中国人の生徒たちは、とても明るく、フレンドリーな性格で、接しやすかった

です。私が受け入れた中国人の生徒とはとても仲良くなることができました。最初は私の方が緊張してあた

ふたしていたけど、良く話しかけてくれる子だったので、だんだん緊張も解けて沢山話すことができました。

家に帰ってからは、中国の話や日本の話、家族や学校の話など、いろいろな話をしました。それに、一緒に

エレクトーンを弾いたり、一緒に歌ったりと、とても楽しい時間を過ごしました。中国人の生徒たちと仲良

くなれて、友達になれて本当に嬉しいです。この交流を通して、とても貴重な体験ができて良かったです。 

（福岡県 ２年 女子） 

 

○「中国人との交流」 

 こんなに素晴らしい行事を設けてくださって、本当にありがとうございました。自分は、この中国人との

交流でとっても充実した日々を過ごすことができました。初めの印象としては、上手にやっていけるのかと、

とても心配していました。しかし、彼らが自分の学校に訪れて、交流を深めていくうちに、本当に楽しくて、

時間が経つのがあっという間でした。本当に一日が早くて、正直一週間くらいホームステイして欲しいと思

いました。そして、お別れの時はとても悲しくて、もう会えないと思うと辛くて、我慢できずにサプライズ

で夜彼らの泊まるホテルまで行ってきました。すると、彼らは喜んで抱きついてくれました。本当に嬉しか

ったです。彼らの部屋で二時間と少ない時間で話し尽くしました。そして、彼らと中国でも連絡できるよう

に、連絡先も交換して、ホテルを去りました。本当に夢のような時間を設けてくださって、ありがとうござ

いました。また彼らに会えることを心から願っています。            （福岡県 ２年 男子） 

  

○「違いを楽しむ」 

 今回のホームステイは僕達家族も大いに楽しむことができた。彼との触れ合いを通じて家族の絆も深まっ

た気がする。当たり前ではあるが、人間性、考えることには沢山の違いがあった。彼は僕の母に熱心に伝統

的な茶の注ぎ方を教えた。僕達には自国の文化についてずっと話してくれた。感じたのは自国への誇り。無

い訳ではないのだが、自分が海外に行った時にできるかと言われると難しいから、本当にすごいと思う。日

本人は恥ずかしがり屋だと言われているが、本当にそうだと思う。彼は彼の特技を僕達に何度も披露してく

れた。これも本当にすごいと思う。でもこれは海外では当たり前なのかと思うと文化の違いは本当におもし

ろいと思う。また、彼といろいろ話すなかで、日中関係について話す機会があった。当然彼も過去に起きた



事を知っていたが、彼の言葉で「歴史は歴史、現在は現在、仲良くしていきたい」とあった。 

（福岡県 ２年 男子） 

 

○「中国の高校生と過ごし、学び感じたこと」 

 私はこの二日間、中国の高校生を迎え入れたことで、いろいろなことを学びました。それは大きく二つあ

ります。一つ目は、中国の高校生の教養のすごさです。特に私は漢文や古文の教科書を見せた時にそう思い

ました。今、私たちが必死に習っているところをすべて暗記していて、その意味や歴史、著者の人生などを

かなり熱く語ってくれました。自分の国の文化をしっかりと知って、それを教えてくれたので、とてもすご

いなと思いました。私は日本の文化を彼のように説明できるかと言われたら、たぶんできないと思うので、

彼のようにしっかり説明できるようになりたいと思います。二つ目は、とにかく楽しむということです。最

初はお互い上手く話せなかったし、自分も見た目や留学生ということで真面目で話しかけずにいたのですが、

実際はとても話しやすく、外国人アーティストのことで話が盛り上がったり、家でＴＶを見て盛り上がった

りして、意外と普通の高校生だなと思いました。変な偏見を抱いていたのが、おかしかったと思います。実

際はとても話しやすく、良い人だったので、そういう気持ちを抱くのは、損だと思います。今回のホームス

テイで私は中国の方に対しての気持ちが変わりました。             （福岡県 １年 男子） 

   

○「中国人学生との出会いで私が得たもの」 

 私がホームステイの受け入れを決意したのは、中国の学生と交流し、日本を紹介したいと思ったからです。

我が家に来てくれた男子学生が幸せに楽しい時を過ごしてくれればそれで良いと思っていました。そして実

際に彼は良く笑い、楽しく過ごしてくれました。しかし思い出作りだけではなく、私は自信をつけることも

できました。 

 私と彼は同い年ということもあり、お互いにお互いのことに興味を持って、起きている間ずっとしゃべり

続けました。英語でのコミュニケーションが全く不自由なくできたことは、私の英語に対する自信になりま

した。また、私は彼と過ごす中で日本と中国の関係について深く考えさせられました。彼と私は私の歴史の

教科書を読みながら日中関係について語り合い、互いの認識や考え方の違いを感じました。しかし、それで

も兄弟のように仲良くなることができました。別れる時は涙が止まらなくて困るほど、私達は心を通わせる

ことができました。文化や習慣、歴史認識が異なっていても、友情で人と人を繋ぐことができることを、私

は知り、世界に出て人とかかわる上での自信がつきました。彼と過ごした一日半は私にとってかけがえのな

い思い出です。                               （大分県 １年 女子） 

 

○「人生の宝」 

 私にとって王さんがホームステイに来てくれたことが、今年一番の思い出となりました。最初は緊張して

話せなくて、父の車で帰る途中の私はいつもからは考えられないくらい静かでした。でも勇気を出して自己

紹介をすると少し自信の様なものに繋がって、少しずつだけど話すことができるようになりました。家に帰

って、母や弟を紹介できた時には、「もっと話したい」という気持ちになりました。一日目の思い出の内、心

に残ったのは折り紙をしたことです。父と弟と王さんが、弟は懸命に身振り手振りや自分の折り紙を使って、

父は知る限りの英語を使い、鶴や手裏剣を作っていました。でも王さんが父と弟に教えていたバラには到底

かないませんでした。私は王さんに着物を千代紙を使って折りました。見た時にすぐ分かってくれたようで、

「アリガトウゴザイマス」と喜んでくれました。二日目は、水族館「うみたまご」に行きました。王さんを

楽しませるつもりでしたが、私達の方が楽しんだかもしれません。サメを見た時「It’s very dangerous.」

と言うと、「Yes.」と答えてサメのことを話してくれました。イルカのショーも気に入ったようで、写真を撮

っていました。クラゲやセイウチ、リュウグウノツカイなど、沢山の魚がいました。王さんが「こんなにた



くさんの魚を見たのは初めてだ」と喜んでいたと父が教えてくれて、私も嬉しくなりました。でも楽しかっ

たすぐ後にお別れとなってしまいました。王さんの前では泣かなかったのですが、バスが行ったすぐ後に我

慢できなくなりました。 

 今回私は二つも素晴らしいことが出来ました。一つはホストファミリーとして、他の国の人と触れあえた

こと。二つ目は、王さんに出会えたことです。他の生徒さんとでも楽しく触れあえたかもしれません。でも

私は王さんが私の家にホームステイに来たから、こんなに楽しく素晴らしい二日間だったと思います。きっ

とこの二日間は一年間で一番と言うだけでなく、一生の思い出になると思います。 （大分県 １年 女子） 

 

○「お互いの文化を通じて」 

 私がこのホームステイを受け入れようと思ったきっかけは、「文化」でした。私は中国の音楽やドラマ、映

画などが好きで、中国語を習い始めたところに、このホームステイ受け入れの話があったので、受け入れた

いという思いになりました。私の家に来てくれた女の子は日本のアニメ、漫画が大好きで、日本人の私より

もとても詳しくて驚きました。また、彼女もアニメや漫画を通じて日本語を学んでいました。お互いが互い

の国の「文化」が好きで「文化」を通じて交流を深められたのではないかなと思いました。また、隣の国で

も似ているようで似ていない点や、似ていないようで似ている点があったりと学ぶことがありました。例え

ば、ケーキの外側に巻いてあるフィルムが日本では取れるけれども中国では取れなかったりということです。 

 今回のホームステイで学んだことは書ききれないほどで沢山ありますが、このような交流がこれからの日

中友好関係によい契機になればいいなと思います。               （大分県 ２年 女子） 

 

○「成長」 

 ホームステイの受け入れをしようと言いだしたのは母で、最初私はあまり乗り気ではありませんでした。

初対面の人、ましてや国籍も違う人を家に泊めるのは緊張もするだろうし、なにより英語で会話をするとい

うことがとても不安でした。実際最初は本当に緊張したけど、時間が経つにつれその緊張も消え、やはり言

葉の壁は感じたものの、普通に話すことができました。また、中国人だったということもあり、漢字を使っ

てのコミュニケーションができたのはとても大きかったです。ホームステイ中にはお互いの国での生活のこ

とを紹介しあったりして、隣の国でも結構な違いがあるんだと感じました。また、一緒に訪れた神社や水族

館ではとても喜んで貰えて良かったです。特に神社では結婚式が行われていて、日本の伝統的な行事を相手

の子はもちろん、私も初めて見たのでとても貴重な体験となりました。 

今回のホームステイは本当にいいものだったと感じました。学校の授業では、実践出来る英語を目標とし

て授業を行っていますが、伝わったものもあったし、伝わらないものもありました。そのことによって授業

にもより一層、懸命に励んでいこうと思いました。そしてなんといっても、この一泊二日という短い時間で

相手の子と築けた友情が何よりも素晴らしいものだと思います。国を飛び越えお互いの文化を知り、さらに

理解を深めることができたことで、自分の視野をもっと世界へと広げることができました。 

今回ホームステイの受け入れをしたことで、学習できたことが沢山ありました。自分の成長のためにも、

また機会があれば受け入れをしたいと思いました。               （大分県 １年 女子） 

 

○「日中友好体験」 

今回中国人を招くことになりました。初めは全く実感がなく当日いざ話そうとすると何と話したら良いの

か分からず、自分の英語力の乏しさを改めて感じました。授業では現代文、化学（テスト）、体育と体験する

には少し難しそうな面もありましたが、彼らなりにさまざまなことを学ぼうとしていました。 

ホームステイで心配だったのは食事で、文化の違いで日本の食事が口に合うかどうか分からなかったが、

笑って「Good」と言ってくれた時は嬉しかったです。二日目は三つのホームステイ先のグループで集まり、



ボーリングやカラオケに行って交流を深めました。ボーリングは初めてだったそうですが、だんだん上達し

ていき、新しいことに挑戦して喜んでもらえた様子でした。最初はお互い緊張して上手く話せなかったけれ

ど、慣れていくうちに自分自身の英語での日常会話力がつき、なんとかスムーズに話せるようになりました。

家族という集団で他文化に触れることができて良い経験ができたと思います。   （大分県 ２年 男子） 

 

○「ホームステイを通じて」 

私は、ホームステイ前はどんな高校生が来るのか少し不安でした。実際に会ったら進んで話しかけてくれ

たので、その不安も吹き飛んでしまいました。学校では一緒に勉強したり、弁当を食べたりしました。放課

後、ソフトテニス部を見学し家に帰りました。家に帰ってからは夕飯を食べたり、写真を撮ったりしました。

和室を案内したら武者人形に興味を持っていました。二日目は水族館の「うみたまご」「大友氏遺跡体験学習

館」に行きました。どこに行っても興味を持ち楽しんでいました。二日間のホームステイで感じたことは、

中国高校生がとても積極的できちんと自己主張ができ、勉強熱心で知識が豊富であることです。私も学ぶこ

とが沢山あり、有意義な二日間でした。                    （大分県 ２年 男子） 

 

○「今回の国際交流会について」 

今回の国際交流会は今までの国際交流会と違って、一緒に昼食を食べたり、一緒に授業を受けたりするな

ど、直に中国の高校生と交流できて良かったです。自分が授業を選択している中国語Ａで中国の高校生に日

本関西地方の食文化について紹介を行ったのですが、とても興味深く紹介を聞いてくれてとても嬉しかった

です。昼食の時には、周りの日本人の友達と一緒に中国の高校生と話ができてとても良かったです。一緒に

授業を受けた時、パートナーはとても静かな人だったので、難なく授業を受けることが出来ました。 

今回の国際交流会はとても楽しかったです。またこのような機会があれば絶対に参加したいと思います。 

（大阪府 ２年 男子） 

 

○「経験とこれから」 

今回の学校交流会においては、司会進行という大役を務めさせていただきました。私の拙い英語の発音が

相手の方々に伝わるかどうか、正直不安でいっぱいでした。ですから、私が「Let me ask you to give a big 

hand to them again」と言った時、全員が手を叩いてくれた時は本当に感動しました。お互いの母国語では

上手く伝わらなくとも、公用語の英語がそういった場面で私たちを大いに助けてくれるのだと、改めて実感

しました。また、日中関係が良好でないというのが今の現状ではありますが、これはあくまで政治的な側面

であって、私たち国民はお互いに絆を深めることのできるものだと確信しました。今回の貴重な経験を大い

に活用し、今後の自分の成長のきっかけにしたいと思います。          （大阪府 １年 女子） 

 

○「素敵な時間」 

 この機会を通して私は沢山の感じることがありました。たった半日しか一緒に過ごしていないのに、別れの

際、すごく悲しい気持ちになったことに自分でも驚きました。正直、中国の人たちが来るまでは、ＴＶで知

る情報や大人が話しているのを聞いていると良いイメージはなかったです。けれど、訪日団の中国の人たち

はとても日本に興味を持っていて、自分の国のことをよく知っていて、英語もとても上手くて、すごく感動

しました。それと同時に、自分はまだまだだなとも思い知らされました。自分より３つ年下なのに、他の国

に興味を持っていて、英語が上手くて、勉強熱心で…。そんな人たちと、英語という言語でコミュニケーシ

ョンできたことがとてもうれしかったです。最後にしたパーティーでは、一緒になって盛り上がって、笑っ

て、とても楽しい時間でした。国も違えば、言語も違う人たちと一緒にいることを忘れるくらいでした。こ

の機会を通じて、自分の未熟さを思い知ったのと共に、ＴＶや新聞の情報が全てじゃないんだと思いました。



自分の目で確かめる前から判断してはだめなんだと思いました。これは今回のことだけではなく、いろんな

場面で言えると思います。「知ることが大事なんだ」と思いました。今回このような素敵な時間を通じて、一

つの大事なことを学べました。ありがとうございました。            （大阪府 ３年 女子） 

 

○「日中交流」 

 日・中それぞれの高校生が、互いの文化や考え方を知ることのできたこの交流は、大変有意義な時間でし

た。最初に体育館で行われた歓迎式典では、お互いに表情はまだ硬かった様に思います。しかし、その後の

昼食の時間では、積極的に会話をすることで、お互いに聞きたいことがどんどん増え、表情も次第に柔和に

なっていきました。お互いに緊張も解けたところで、本校英語科の特色ある授業の一つである、「異文化理解」

を受けました。外国の文化などを取り上げ、すべて英語で進んでいくのがこの授業の特徴です。今回は、日

本の高校生活についてと、日本の高校生の休日、つまり訪日団生徒にとっての外国の文化をテーマとし、本

校の生徒がプレゼンテーション形式で授業を進めていきました。プレゼンテーション終了後には、訪日団生

徒の質問を中心に活発なディスカッションが行われました。この時間を通して、訪日団生徒はもちろん、日

本人生徒も日本の文化について「理解」が深まったと思います。ここでの日本人にとっての「理解」という

のは、普段は当たり前だと思っている生活の一部は、実は日本独特なものであったりするということ、外国

の方はどういった着眼点から日本をみているのかということを理解したということを指します。訪日団生徒

の質問によって、日本の文化が浮き彫りになっていく、これは国際交流をするうえで大変意義のあることで

す。 

交流の時間は短い時間でしたが、それぞれが異国・自国の文化を知り、海を越えて友人ができたこの貴重

な一時を先の未来へと繋がるようにしていきたいです。             （大阪府 ３年 男子） 

 


