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参加者の感想（抜粋） 

 

【中国高校生の感想】 

○深く印象に残っているのは、道路の両側の緑化と、国民のごみ処理やごみ分別に対する一般的教

養だ。随行スタッフは、自分が小さい頃は日本もかなりひどい状況だったと話してくれた。しかし

数十年後、国民の一般的教養は飛躍的に向上した。だから私は、中国人も近い将来きっと変わるこ

とができると思う。もう一つは、日本人の感謝する態度だ。彼らは常に感謝の言葉を口にする。し

かし中国では、子供たちは小さい時から、何事にもありがとうと言いなさい、と教育されているの

に、大きくなるにつれて徐々に言わなくなってしまう。帰国したら、まず家族や友達に、日本で知

り合った友人たちを紹介し、連絡方法もどんどん教え、より多くの人を国際友好交流の輪にいざな

いたい。次に、彼らに日本の環境保護の取り組みや文化を紹介する。例えば舞踊文化なら、私は実

際に踊って見せられるし、茶の文化なら自身がお茶を楽しんだ経験を話せる。剣道や合気道につい

ても、十分紹介できる。次に、急速に発展した日本の科学技術について紹介する。第二次世界大戦

後、廃墟の中から目覚ましい速さで復興を遂げたこの国の現状に、私は日本人の危機感と大胆な試

み、新しい物を創造する精神とたゆまぬ試みが、如何に私たちの生活の場をより良いものにするか

を痛感した。最後に、日本に今ある問題点についても、現実を客観的に紹介する。例えば、基礎教

育制度の管理の甘さや、水資源の割り振りの不完全さ等だ。こうして、私はあらゆる角度から見た

立体的な日本の姿をクラスメートや家族に示そうと思う。 

 

○今回の訪問で印象深かったことは、まずごみの分別と収集についてだ。ごみ収集制度の改定によ

り、日本の街の通りにはごみ箱は多くない。しかし目にするごみ箱は、すべてが４種類にはっきり

と分別されていた。日本人は皆、ごみ箱の種類に従って分別を実行していて、単にごみ回収時の助

けになるだけではなく、国民の環境保護意識の強化にも役立っていた。 

 次に印象深かったことは、日本の高校生の多彩な学校生活だ。千葉県立松戸国際高校では、学生

の案内で、ダンス、野球等のクラブ活動を見学した。大阪府立桜塚高校では、剣道、琴、茶道のク

ラブ活動に参加した。 

 帰国したら、周りの人たちと、日本の都市の景観や民族色溢れる景色の写真を一緒に楽しみたい。  

 

○６月 16日から６月 24日の数日間、私たちは、日本で楽しく充実した時間を過ごした。日本の名

勝を観光し、学校交流に参加し、博物館を訪問し、伝統舞踊を習い、各地の名物料理を味わい……

私は中国と一衣帯水のこの国を、より深く理解することができた。 

 中国の一高校生として、日本語を学ぶ一学生として、私はずっと前から日本にとても興味を持っ

ていた。今回初めて日本に来たが、他の人から聞いていた通り、日本は確かにとても清潔な国だっ

た。街の通りには、ちり一つなく、ガラスには一点の曇りもない。コンビニの入口のごみ箱はきち

んと分別され、道を走る車は整然と列をなしていた。観光地でさえ無意識に落としたごみはなく、

あるのは落ち葉が数枚だけだった。後になってようやく分かった。これは単に規則だからというだ

けではなく、日本人の良き生活習慣なのだ。一人一人が皆、それぞれの生活の中の小さなルールを

守ることで、日本は清潔な国になっているのだ。 

 日本は素晴らしい環境を有し、科学技術の飛躍的発展にも支えられている。橋本淳司先生の講義



「水から考える持続可能なまちづくり」を聞き、パナソニックセンター東京のさまざまなハイテク

商品を視察し、私は進んだ日本の科学技術と、最先端技術が国家に与える重要性、人にとっての利

便性、社会発展にとっての決定性を深く実感した。溝を掘って水を引くところから、先進の地下水

道管工事へ、カメラやテープレコーダーから徐々に進歩し、各種の新たな法則の発見へ……この旅

で私が得たものは本当に多い。 

 

○私たちは、滋賀県のある温泉旅館に泊まった。刺身、日本舞踊、鍋料理、和服、私は日本文化の

素晴らしさをより深く感じた。午前、私たちは和服に着替え、扇を使って舞踊を習い、昼には特色

ある鍋料理と刺身を食べ、夜には浴衣を着て畳に横になり、窓から入ってくる涼しい風を感じなが

ら、顔を寄せ合って旅の体験を話し合った。６人一部屋という状況が、互いの距離を限りなく近づ

け、楽しくて話がいつまでも尽きなかった。伝統的な和風旅館の宿泊スタイルは、人間性を輝かせ、

調和と友好を余すところなく発揮させる。団体、それは常に日本人の日常生活を貫く観点の一つだ。

そして、日本文化のもう一つの重要な構成要素は、あの「他人に迷惑をかけない」という意識だ。

彼らはエレベーターに乗ればみな端に寄って立ち、夕食の後には椅子をテーブルの中に納め、約束

の時間より５分早く到着し、数日前までにはすべての日程プランを立て終える。時間を守ること、

そして細やかな品性が深く印象に残っている。私は、今後このようなところにもっと注目したい。 

 

○私たちは、日本の学生の普段の学校生活を知り、日本特有の教育モデルの体験で視野を広げ、未

来の方向がより明確になった。同時に、私たちは日本の学生との交流で友好を深め、活動を通じて

互いに距離を縮め、地域のギャップも感じなかった。今回の交流は、私たちの日本に対する価値観

を高め、人との接し方への理解を深めた。そして、私たちが中日関係をより良く、より合理的に解

決し、共に発展し未来へ向かうための助けになった。 

 

○日本人は文化的教養がとても高い。これは皆が一致した意見だ。まず、彼らは常に進んで挨拶を

する。千葉県立成田国際高校の訪問で、私たちは教室に入って、日本の学生の授業を体験した。そ

の時、彼らはいつも最初に私たちに向かって「ニーメンハオ！」と言った。発音はあまり正しくな

かったが、礼儀として彼らは、細かいところから私たちや私たちの言語を尊重することを知ってい

た。 

 それから、深く印象に残っているのは、日本人の細やかさと周到さだ。それが最もよく表れてい

るのが、彼らの身体障害者への配慮だ。日本の街の通りは中国のようには広くないが、至る所まで

整備されている。公共の場のトイレにも、身体障害者用に設計されたトイレが必ずある。電車内に

も、身体障害者のための広い座席が用意されている。電話ボックスの点字表記、ビルのエレベータ

ーの低位置のボタン、すべてに彼らのヒューマンケアが体現されていた。これらを目にし、私は以

前耳にしたあることを思い出した。日本の自動車メーカーが老人のための車を設計した話だ。設計

担当者の全身に包帯を巻きつけ、老人の体を模すことで、運転時に老人が感じる困難を体験し、真

に老人に合った車を造り出したというのだ！ 

最も印象深かったのは、「水から考える持続可能なまちづくり」の講義だ。講師の話は本当に素

晴らしかった。そして最も驚き嬉しかったのは、私たちの質問に対する先生の回答が、短くまとま

っていて的確だったことだ！感服した！ 

それから、千葉県立成田国際高校での交流で、日本の学生の友好的な気持ちを実感できたこと



だ！ 

 

○今回の中国高校生の訪日活動に参加できて、とても嬉しかった。活動の中で一番感動したことは、

千葉県立成田国際高校を訪問したことだ。日本の学生の大らかで、明るく、情熱的な性格が最も印

象的だった。日本の学生は、ほとんどが交流や表現力に長けていて、皆の前で自己表現をする必要

がある時でも、臆することなく、堂々と自分の観点や意見を述べていた。私たちはこの点を日本の

学生に学ぶべきだ。そして、彼らは行動力もある。大阪府立豊中高校の訪問で、日本の学生と一緒

に地理観測を学んだ時、私たちは実際に学校の屋上に上り、高倍率の望遠鏡を使って、学校の周囲

の景色を観察した。一台百万円以上する望遠鏡だと聞いて、私たちは驚かずにはいられなかった。

学校は、学生の行動力向上のために「資本投資」を全く惜しまない。これも中国の大部分の学校に

はない魅力だ。千葉県立成田国際高校では、私たちは日本の学生と一緒に、中国語の授業に参加し

た。リラックスした雰囲気の中、私たちの緊張はすっかりほぐれ、その後の学習や交流がよりスム

ーズにできた。 

 今回の交流は、中日両国の関係を促進し、両国の学生の互いの理解も深めた。今回の機会を与え

てくれた教育部と日中友好会館に感謝する。 

 

○日本である寺院を訪問した時、一軒の抹茶ソフトクリーム屋に行った。待ちに待ったソフトクリ

ームを受け取った直後、不注意で友達とぶつかり、手にしたばかりのソフトクリームが折れてしま

った。私は雲の上から谷底に落ちたような気持ちになったが、もう一度お金を払って買おうと決め

た。しかし驚いたことに、店の人はソフトクリームが折れたのを見ると、すみません、すみません

と何度も言って、新しいソフトクリームと取り換えてくれた。口ではまだ、すみませんと繰り返し

ていた。私はただびっくりして、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。本当に感謝している。他

に最も忘れられないことは、高校を訪問したことだ。斬新な校門をくぐった時、私たちはもう一つ

の学習の世界に足を踏み入れたことを実感した。彼らは、学校に入るとまず靴を履き替える習慣が

ある。教室間でもまた別の靴を履く。まるで学校を自分の家と見なしているようだった。彼らの屈

託なく談笑する様子を見て、彼らが学校を自分の家のように扱い、大切にしていると感じた。最初

に学校に入った時、まるで別の星から来たかのような私たちを見た彼らの顔には、驚きと喜びの表

情が浮かんでいた。私たちが移動する度に、「ニーハオ」という簡単な挨拶が校内に絶え間なく響

いた。歓迎に来てくれた学生たちと会った時、彼らは走っていたが、私たちを見ると皆立ち止まり、

会釈をしたり、笑いかけてくれたりした。私たちは「こんにちは」と言って笑い、互いにすっかり

打ち解けた。その後、それぞれパフォーマンスを披露した。私たちは元々、皆のために余興を一つ

用意するくらいのつもりでいたのだが、後になって、これは双方の熱い思いを代表するものだと分

かった。日本の友人たちは舞台をほぼ埋め尽くし、力強く自己のすべてをアピールする姿は活気に

溢れ、次に舞台に上がる私たちは言葉が出なかった。彼らは大河の如く私たちを圧倒し、士気に満

ちていた。しかし、私たちも諦めずに精一杯パフォーマンスをした。本当に楽しかった。 

 

○一番印象深かったことは、日本の高校で受けた調理実習の授業だ。日本の学生たちは、私にとて

も親切にしてくれた。エプロンをつけるのを手伝ってくれたり、手を洗うよう促してくれたりした。

そして、できるだけすべての作業に、私を参加させようとしてくれた。 

 日本語は分からなかったが、彼らは目で、微笑みで、動作で、私への歓迎や関心、好意の気持ち



を表してくれた。私は異国にいながら、とても温かい気持ちになった。友情には本当に国境は無い。

心を通わせさえすれば、互いに分かり合える。 

 帰国したら、私は必ず友達やクラスメートに、日本のおいしい食事、景色、和服等を詳しく紹介

する。彼らにも自分で体験するチャンスが訪れますように。 

 

○今回の訪問で最も印象的だったのは、日本の学生と一緒に授業を受けたことと、日本のおいしい

食事だ。 

 日本の学生はとても親切で、私たちは互いにすっかり打ち解け、連絡先を交換した。「友情に国

境は無い」という言葉を実感した。 

 そして日本の食事は、見た目が綺麗なだけでなく、味も素晴らしかった。私たちが普段食べてい

る物とは違う食べ物がたくさんあって、どれも独特で、また食べたくなるような味だった。 

 中国に帰ったら、私は必ず友達に、日本の名所旧跡やおいしい食べ物、そして友好的な接客サー

ビスについて紹介する。チャンスがあれば、彼らにも是非日本に行って、実際に体験してほしい！ 

 

○日本人は時間をしっかり守る。彼らは時間に対する意識がとても高い。日本での毎日の予定は、

すべてがきちんと計画されていて、どの予定の時間配分もぴったりだった。一番印象深かったのは、

正にこの日程表だ。 

 私は周りの人たちに、日本の歴史や文化を伝え、彼らのアニメ以外の日本に対する知識を増やそ

うと思う。それから、日本人の時間に対する意識を伝えたい。なぜならすべての人にとって重要な

ことだから。時間を守ることは、人を評価する基準に成り得る。時間を守ることは、私たちがその

人物をよりよく知るための助けにもなる。 

 

○今回の訪問を通じて、日本という国を深く知った。そして日本人の善良で友好的な気持ちを実感

した。日本人の親切なもてなしに心から感謝する。今回の訪問で、最も深く印象に残っているのは、

日本の高校生との交流と、日本の大学生との嵐山の散策だ。高校生との交流では、言葉が通じない

という障害があったが、私たちが友情を築くのに何の影響もなかった。日本の大学生との交流では、

彼女たちは、積極的に私たちにその土地の特色を紹介してくれた。連絡先も交換した。お礼のプレ

ゼントを渡し、互いに嬉し涙を流した。私たちはとても感動し、出会えたことを、そして友達にな

れたことを、とても光栄に思った。 

 今回の訪問のテーマは、省エネルギーと環境保護だった。帰国したら、周りのクラスメートに、

日本の環境保護分野における問題処理の進んだ技術措置を紹介する。そして、日本国民の善良で友

好的な気持ちを伝える。両国の国民が今後より深い友情を築いていけますように。 

 

○・景観。日本での９日間に満たない短い時間の中で、私は本当にさまざまな景色を目にした。東

京の近代的な景色、滋賀の青い水と空、京都の古典的な風情、どの景色にも日本らしい趣が色

濃く感じられた。道路の両側の緑の山林、新幹線の窓の外に広がるみずみずしい水田、どの景

色も、一つの国の中に、人と自然が互いに共存しあっている様子を表していた。 

・文化。日本の文化は、たくさんの優れた物を広範囲から収集したものと言える。明治維新前ま

では、中国から最新の文化や技術を学び、明治維新以後は、より発達した欧米から急速に学ん

だ。その基礎の元、改革と創造を続け、現在の日本独自の茶道、剣道、華道、舞踊等、民族色



に溢れた自国の文化を築き、世界の中でも独特の一派を打ち立てた。 

・科学技術。疑う余地もなく、日本は現在の国際社会の中で、科学技術が最も発展している地域

の一つだ。早稲田大学を見学した時、私はその厳粛な学問研究の雰囲気を強く感じた。教育の

発展程度も、日本の科学技術レベルを決定付けていると思う。新幹線は日本独自のシンボルだ

が、驚くべきはその速度ではなく、運行数十年という時間が保証する列車の安全性だ。まぎれ

もなくこれには、強大な技術力と、厳格な勤務態度の二重の支えが必要だ。 

・国民。日本国民の高い教養は以前から耳にしていたが、今回私は、日本国民の礼儀正しさと秩

序正しさを、身を持って感じ、ようやく心から納得した。最も印象的だったのは、ホテルを離

れる時でも、訪問先の学校を去る時でも、必ず手を振って私たちを見送ってくれたことだ。私

たちもバスの中から同様に手を振った。心に尊敬と温もりが生まれた。 

 

○今回の訪問を通じて、最も印象に残っていることは、日本の学生との交流だ。彼らは私の想像よ

りずっと親切で友好的だった。交流の中で、私たちはお互いの趣味や得意なことを話した。同時に

日本の飲食文化についての知識も得た。日本の学生の温かさに、私はとても幸せな気持ちになった。

昼には輪になって座り、一緒に昼食を食べた。放課後は一緒に記念写真を撮った。学校を離れる時

は、皆で人のアーチを造ってくれた。私は驚くと同時に、感動で胸が一杯になった。それから、早

稲田大学を見学した時には、ガイド役の大学生が、雰囲気を和らげるために、時計台の中で大きな

声で校歌を歌ってくれた。プレッシャーと緊張が一瞬で消えてなくなった。私たちが参加したクラ

ブ活動もとても多彩だった。バレーボールや茶道等、日本では学習の他にさまざまなクラブ活動が

あり、彼らがスポーツを愛し重視していること、そして文化を真剣に尊重していることがよく表れ

ていた。 

 帰国したら、私は周りの人々に、環境保護の問題について伝えるつもりだ。日本が環境問題にど

のように取り組んでいるか、日本で学んだ基礎的な解決方法を伝えたい。そして人々の環境や大自

然に対する理解を深め、水資源等に対してより明確に知ってもらおうと思う。 

 

○９日間はあっという間に過ぎた。日本に着いたばかりの時の、あの家に帰りたいような気持ちは、

今はこのままずっと日本にいたいという気持ちに変わり、日本に対する印象も変わった。 

 今回の訪日では、印象深かったことがたくさんあり過ぎるので、ここでは、そのいくつかを取り

上げる。一つは、日本社会の驚くべき秩序正しさだ。道路ではクラクションを鳴らす車は一台もな

い。人と車がすれ違えば、必ず車が人に譲る。人と車が先を争うような場面は絶対に出現しない。

この点だけを取っても、中国との差はかなり大きい。また、日本人はとても礼儀正しい。例えば、

うっかり日本人の足を踏んでしまったとしよう。彼（彼女）はあなたを責めないばかりか、あなた

にすみませんと言う。これがもし中国ならどうなるだろうか？ 

 これまでずっと私は、日本は一小国に過ぎず、中国との差は大きいと思っていた。しかし今は、

中国の方が日本にやや差をつけられているように思う。私たちが日本に学ぶべき点は多い。日本の

長所を取り入れて中国の短所を補い、同時に、日本も中国の長所を取り入れて日本の短所を補う。

互いに利を得て、共に進歩し、一緒に世界平和を目指そう！ 

 帰国したら、私は家族や友人に積極的に宣伝し、彼らも巻き込んで、中日の平和のために進んで

貢献したい！ 

 



○一番印象深かったのは、大東文化大学第一高校で卓球を習ったことと、大阪府立富田林高校で授

業を受けたことだ。卓球では、相手の実力は私たちより数段上だった。しかし彼らは、終始根気強

く教えてくれた。少し進歩すると励ましてくれた。私たちに打ち返せないような球を打った時には

謝ってくれた。彼らには心から感謝している。そして、富田林高校では、私たちは一緒にゲームを

して遊び、お喋りをしながらご飯を食べ、一緒に授業を受けた。知らず知らずのうちに、友情が生

まれていた。学校を離れる時、たくさんの学生が両手でアーチを造ってくれた。私たちは、その中

をくぐりながら、手を振り、お別れを言った。アーチをくぐり抜けたところで、私を見送りに来て

くれた二人の女子学生の姿を見つけた時、心の中にさまざまな感情が交錯した――彼女たちがもう

行ってしまったかもしれないという心配が消えた喜びと感動、もうすぐ別れなくてはならない寂し

さと為す術のなさ、きっとまた会えるという希望。とても不思議な感覚だった。たった半日の時間

の中で出会った人に対して、「あなたは私の親友です」「私はあなたを絶対に忘れません」という言

葉が出てくるなんて、想像もできない。しかしあの日、本当に起こったのだ。あの友情は、不思議

なようで確かで、感情を高ぶらせるようで安心させる。私はあの体験を一生忘れない。 

 

○最も印象に残っていることは、日本の環境と、その環境が作られた背景だ。日本に来てからのこ

の数日で、私たちはたくさんの名勝旧跡を見学した。中国と全く違っていたのは、ごみ箱がたくさ

ん設置されているわけではないのに、地面にごみが見当たらなかったことだ。そして、割り込みを

する人もほとんどいなかった。私たちの随行スタッフは中国人だったが、長く日本に暮らしている

ので、自身の日本でのさまざまな経験を話してくれた。日本では、きちんとごみの分別をしないと、

たくさんの人から注意されるそうだ。例えば煙草の箱は、紙製の箱に、外包みは薄いビニールで、

開け口の一周はアルミ箔だ。つまり、箱は紙、外包みはビニール、アルミ箔は金属なので、煙草の

箱一つ取っても、三つに分別しなくてはならないのだ。ごみの分別は、日本人にとっては、既に人

生の規則のようなもので、頭の中に刻み込まれている。大人たちの一糸乱れぬ手本の力が、子供た

ちの一生を形作っている。 

 

○今回の訪日活動で最も印象深かったのは、私たちがホテルに忘れ物をした時のことだ。ホテルの

スタッフは、すべての忘れ物を私たちの次の宿泊先へ送り届けてくれた。中国のホテルではこうは

してくれない。両国の差だ。だから、中国が強大になるためには、小さなこと、細かいことから始

めなくてはならないと思う。細かいことが成否を決めるのだ。 

 

○①清潔。都市でも農村でも、どこもとても清潔だ。清潔でとても気持ちがいい。街の通りにはご

みの臭いはしないし、レストランには油っぽいべたべた感はない。特にトイレはどこへ行って

も安心だ。 

②無駄をせず、倹約。食事は残さない。資源を十分に活用する。例えば水資源の合理的な利用や、

地熱を利用した温泉資源……。 

③秩序正しい。エレベーターに乗るのでも、トイレに行くのでも、皆自発的にきちんと並ぶ。先

を争って混乱することはない。 

④礼儀正しい。どこへ行っても、笑顔で挨拶をしてくれる。 

⑤責任感がある。宿泊したホテルは設備が整っていて、２日目も部屋は綺麗に清掃され、備品は

一つ一つきちんと置かれていた。忘れ物をすれば、すぐに送り届けてくれた。面倒なごみの分



別も、彼らには日常の習慣のようだ。国の清潔さは、国民一人一人の協力によって成り立って

いるのだ。 

 

○今回の訪問で私は、日本の伝統文化の魅力を実際に体験し、日本人の礼儀正しい気風を実感し、

純粋な親切心に感動した。そして、日本が自然資源を合理的に保護し、利用していることに感服し

た。 

 今回の訪問で、個人的に最も印象深かったことが二つある。一つは、和風温泉旅館を体験したこ

と、もう一つは、大阪市立南高校を訪問したことだ。 

 和風温泉旅館では、浴衣に着替え、皆で一緒に日本式の宴会料理を食べた。恥ずかしかったが、

そこはやはり郷に入れば郷に従えで、日本の習慣に倣って温泉に入った。最初は慣れなくて落ち着

かなかったが、最後には湯気の立ち昇る温泉を存分に堪能できた。私の心には大きな変化が起き、

感動もひとしおだった。日本は資源の少ない国だが、その限られた資源を極力活用していた。地熱

資源が豊富なので、多くの日本人は温泉に入る習慣がある。真に生活を楽しむ民族だ。素晴らしい

民族の素養は、資質の高い青少年を育てる。日本の青少年との交流で、私はこのことを実感した。

大阪市立南高校での交流活動で学んだことはとても多い。想像と違い、日本の青少年は、総合的な

能力の養成に力を入れていた。学校には多彩なクラブ活動がある。学生は、集団意識が強く、性格

は明るく自信に満ちていた。彼らとの交流では、たくさんの同じ点や異なる点を見つけて、存分に

話し合った。別れの時には、皆連絡先を残した。離れがたくて涙を流す友人もいた。帰国したら、

私は日本で見て感じた真実を、客観的に周りの親友に必ず伝えたい。日本人の礼儀正しい気風に学

び、この旅の目的をしっかりと果たし、無駄にしない！ 

 

○飛行機から見た日本は、夜の闇の下、衣をまとったお姫様のようにきらめいて端正だった。私は、

日本の神秘のベールを早くめくりたくて待ちきれない気持ちだった。 

 今回の訪日の前、私は本や映画、インターネットで、日本と日本の文化について勉強していた。

しかし、紙上の知識は結局浅いものでしかなく、実際に日本文化を体験した私は、とても興奮した。 

 日本人は一般的教養が高く、街の通りはとても清潔だと聞いてはいた。しかし、実際に自分の目

で見た時、やはり深く感動した。この清潔さには、中国はなかなか追いつけない。 

 日本人の謙虚さ、礼儀正しさは、世界的に有名だ。一人一人が常に「すみません」と「ありがと

う」を口にする。彼らは公共の場で、整然と秩序正しくできる。小声で話すことができる。しかし、

これには皆、国と家庭の教育が密接に関係している。 

 日本の高校では、校舎にちり一つない。それは外履きで中に入ることが禁じられているからだ。

授業の雰囲気は活気に溢れている。先生はユーモアがあって学識も豊かで、学生は積極的に応える。

このような授業は、中国ではなかなか実現できていない。 

 日本の青少年は、親切心に溢れ、学習だけにかかわらず、将来の計画を持ち、自分のやりたいこ

とをやり、一芸を持っている。これは、彼らの多彩な授業やクラブ活動と深く関係していると思う。 

 私は、日本がなぜ先進国になったのかを理解することができた。科学技術や文化、教育等、すべ

ての分野に、私たちが学ぶべきところがあると思う。 

 

○中日両国の国民は一衣帯水にあり、その友情は日々増している。今回が二度目の来日だが、その

親切さは少しも変わらない。 



 日本の地理的空間は狭く、世界で人口密度の最も高い国だ。もしかしたらこのことが基礎になり、

彼らの中には、ある種の空間節約意識が備わっているのかもしれない。すべての日本人が、経済を

発展させることを選択した。 

 日本の都市では、列車がビルの地下を通っているのが普通だ。駅は摩天楼の底にある。ここでも

また、日本人の空間利用の徹底を感じさせられる。駅の上のフロアも下のフロアも、ショッピング

モールやサービス施設になっている。品物の価格は他の所と変わらない。時には少し安かったりも

する。質に関しても全く心配がない。日本社会の治安もとても良い。どこに行ってもある種の安心

感がある。何か大きな窃盗事件が起こったとか、誰かが家のドアや窓に防犯フェンスか何かを取り

付けたという話も、聞いたことがない。もしレストランで財布をテーブルの上に置き忘れたら、１

時間後に探しに戻っても、財布は元のまま、まだそこにあるという話だ。 

 今後また日本に来るチャンスがありますように！もっと深く日本の風土や人情を理解したい。 

 

○桜と富士山は日本の象徴だ。今回の訪問は６月の梅雨時だったので、満開の桜は見られなかった。

富士山も、立ち昇る雲の向こうに隠れてしまった。それでも、私は喜びと感動を隠せなかった。な

ぜなら、私が体験したのは、真の友情だったからだ。その美しさは、野山に咲き誇る桜にも劣らず、

その温かさは、富士山に潜むマグマにも勝っていた。 

 言葉は、私たちが簡単には越えられない障害だ。しかし、彼らはほほ笑みと礼儀で障害を取り除

いてくれた。ホテルでは、スタッフが笑顔で出迎え、お辞儀をして挨拶してくれた。学校訪問では、

学生たちが丁寧に案内し、真心をもって交流してくれた。旧跡観光では、ガイドの人が詳しく説明

してくれたし、ドライバーは辛苦をいとわなかった。文化の違いから私たちのルール違反に対して、

彼らは厳しい要求もせず、責めることもなかった。彼らの友情を実感すると同時に、自分たちに足

りないところもはっきりした。中国の古書「論語」は、こう説いている。“賢を見ては斉しからん

ことを思い、不賢を見ては内に自ら省みるなり”。日本の街の通りには、誰もが良く知っているよ

うに、ごみ箱がない。しかし、その土地の人々がごみを捨てないだけでなく、私たちのような異国

の学生も皆、自然保護の鉄則と、清潔を律する日本の礼儀を守っている。帰国後も、私たちは、伝

統を引き継ぎ、自然と調和する原則を実践していきたい。 

 私たち青少年は、人類の持続可能な発展のため、世界の友好平和のため、中日の長期友好のため、

祖国の繁栄富強のために、微力を尽くす。 

 桜は散るが、人類の文明と友情の花はずっと散らない！ 

 

○今回の訪問を通じて、私は多くのことを知った。そしてたくさん感動した。日本の教育、文化、

経済、政治、私にとってはすべてが斬新だった。大阪府立三国丘高校では、私たちは２年生の学生

と会議室で一緒に弁当を食べた。彼らとの交流で、私たちは心を込めたプレゼントを渡した。昼食

が終わって別れる時には、離れがたい気持ちで一杯になった。１時間目の英語の授業では、１年４

組の学生が、優しい笑顔で私たちを迎えてくれた。一人の女子学生が深く印象に残っている。彼女

はアメリカと日本のハーフで、父親がアメリカ人、母親が日本人だった。彼女はとても親切で明る

く、話す時はいつも笑顔だった。私は彼女の言葉から、日本人がもてなし好きなことを知った。私

の向かい側に座っていたのは、活発で外向的な男子だった。彼の話はユーモアがあり、天真爛漫で、

しばしばからかうようなことを言った。私が「どの大学が好きか」と尋ねると、彼は「自分はロッ

クが好きだからロックスターになりたい。大学にはあまり行きたくない」と答えた。私はとても感



動した。中国の教育――勉強しなければ活路はない、という考え方に比べて、日本の教育は、より

自由を重んじている。子供に将来を自分で選ばせ、理想を実現できるようにしている。 

 中国の教育は、今は少し後れているかもしれないが、十数年後、数十年後には、必ず飛躍すると

信じている。私は今回の訪問で学んだことを、近い将来、中国の発展のために生かしていきたい。 

 

【日本高校生の感想】 

○先日、中国の内蒙古自治区の包鋼第一中学と江蘇省の南京外国語学校の生徒との交流会が本校で

ありました。初めに歓迎会が行われ、校長先生の歓迎のお話と訪日団の代表の先生のお話がありま

した。私たち生徒は吹奏楽部の演奏と合唱部の歌声で歓迎しました。その後、皆で集合写真を撮り

ました。和やかな歓迎会の後、昼食を各クラスで一緒に食べ、午後の授業にも一緒に参加してもら

いました。また、放課後は部活動の見学もあり、一日という短い日程でしたが私たちの学校生活を

少しでも体験してもらえて嬉しかったです。私たちにとっても、さまざまな場面で同じ年齢の人た

ちと話をすることができてとても良い交流になりました。機会があればまたこのような交流会がで

きれば良いと思います。包鋼第一中学と南京外国語学校の皆さん、今回は本当にありがとうござい

ました。 

 

○６月 18 日、中国から２校の高校生たちが成国に訪れました。来校する中国生徒たちは皆優秀だ

と先生に聞いた時、心の中は緊張感でいっぱいで、最初はどう接するか分かりませんでした。初め

はお互い恥ずかしそうに挨拶をしたり、自己紹介をしました。でもすぐに慣れ親しみ、会話が終わ

ることなく、どんどん盛り上がって良かったと思いました。そして昼の交流会を通じて、中国の高

校について色んなことを知ることができました。その中で一番驚いたのは学校で勉強する時間です。

朝の７時から始まり、昼休み２時間をはさみ、夜の 10 時までは学校にいることです。帰りは親た

ちが迎えに来るそうです。日本の高校よりはるかに長い時間学校にいることにとてもびっくりしま

した。中国の生徒は大変だなと思いました。だから、「日本の生徒はのんびりしてて羨ましい」と

いう声もありました。書道を体験した人もいて、一回でとても良く書かれて、素晴らしかったです。

中国の生徒たちの日々の努力の積み重ねは立派なものだと感心しました。 

私たちも日本人として中国の生徒から見習うことも多々あるし、努力は大事だなとすごく思い、

日本人も頑張らないといけないと思いました。 

 

○この度は、日中両国の学生が交流するという貴重な時間をいただき、誠にありがとうございまし

た。非常に短い時間でしたが、中国の学生と交流できたことを嬉しく思います。日本の高校生活を

体験してもらう機会はあまりないですが、その中で中国の学生の皆さん方が楽しんでいらっしゃっ

たのを見て、一緒にいる我々も楽しい気分になりました。 

 また、中国の学生の皆さん方からもいろいろな話を聞くことができたので、とても充実した交流

会を持つことができました。部活動体験をやってもらうコーナーでは、文化部を中心に多くの部活

動の体験・見学をしてもらいました。特に「マンガ研究部」では、日本の漫画に興味を持っている

学生が多くいらしたので、ピカチュウを描いた時に、中国の学生が描いたピカチュウの絵が、マン

ガ研究部員と同じくらい上手に描けていて、案内した私たちも驚かされました。 

 今回の行事によって、自分の国の人同士で話している時には見つけられなかった面白さが、他国

の人と交流することで見つけられるのだと気づかされました。このような貴重な体験をすることが



できたので、これからも継続して三田高校と中国高校生と友好を深めていきたいです。 

 

○６月 18 日に中国の留学生たちが卓球をしに来ました。私たちは中国の人と卓球をするという経

験が初めてなので、最初はとても不安を感じました。しかし、いざ一緒にやってみると、とても楽

しかったです。言語も違う相手とやるので、どう教えればいいか分からず戸惑ってしまいましたが、

中国語の他にも英語が話せたので、自分が知っている英語力を全開に引き出してコミュニケーショ

ンを取ることができました。なので、ラケットの持ち方や、打ち方などを理解してもらった時は、

とても嬉しかったです。その後は、だんだんと卓球が上手くなっていき、ラリーまで続けることが

できました。さらに、スマッシュもされてしまい点を取られて残念という思いと同時に、楽しいと

いう気持ちも込み上げてきました。やはり、こういう気持ちを味わえるのは卓球部という部に入っ

ているおかげかなと思いました。 

こうして最初は言葉も異なり、価値観が違う人と一緒に何かをするということはとても不安があ

ると思いますが、勇気を出して一歩踏み出せば自信に繋がると思うので、またこのような良い体験

ができれば、積極的に行動して、自分も相手も楽しめるような雰囲気を作り出していきたいです。 

 

○私は今回、生まれて初めて中国の高校生と交流しました。それは、進路を決める高校生の私にと

ってとても良い経験になりました。 

 私は将来、ホテルや遊園地などの従業員になりたいのですが、そうすると語学力が必要になると

思うのですが、今回、中国語はもちろん、英語ですら使うことができなかったので、とてもショッ

クでした。なので、もっとたくさん勉強して、たくさんの外国の方と、たくさん話ができるように

なりたいです。 

 

○日本と中国の間には、いまだに隔たりが存在する。第二次世界大戦や、他さまざまな歴史的背景

が私たちの間に壁を作っているのは確かで、そこから生まれた偏見や先入観は互いの国が持ってい

る。さらに一部の日本人、中国人の行いから「その国の人間はみんなそうだ」とレッテルを張り、

決めつけてしまうことも隔たりを大きくしているのだ。そして、その意識は私にもあった。なぜ私

のクラスが、と思い少し気が重くなっていたことは事実だった。しかし、その感情はある一言で消

えてしまった。席について少ししてから、隣に座っていた訪問者の学生さんが、私に「こんにちは」

と少し遠慮がちに言ったのだった。私はその瞬間からすべての偏見を捨てることができた。緊張は

していたものの「こんにちは」と笑顔で返し、それから私たちはいろいろな話をした。日本のアニ

メ文化に興味を持ち、日本語を専攻したのだと聞き、とても嬉しかった。たわいのない話をし、一

緒に授業を聞くうちにすぐに時は経ち、別れの時となった。難しい質問に対しても一生懸命に答え

てくれて、日本語もとても上手に話していた彼に「自信を持って頑張ってください」と心から伝え、

ありがとうございましたと握手ができた。授業の前と後で私の考えは驚くほど変わっていた。一部

の人間の行いや時代背景などで、その国すべてを決めつけてはいけない、そんなあたりまえのこと

が今までなぜ分からなかったのか。実際に話してみるとこんなに普通に、それも楽しく話すことが

できるのに。 

 今回の授業で私は本当にさまざまなことを学んだのだと思う。そして未だ偏見を持つ人たちに教

えてあげたいと思った。「そんな考えは捨てましょう」と。言葉も文化も歴史も育った環境も丸き

り違う国の学生同士がこんなにも有意義に共に学ぶことができたのだから。貴重な体験をありがと



うございました。 

 

○今回の交流会は、私にとってとても貴重な体験になりました。中国人の交流生の子達が江蘇省で

有名なものや若者の中で流行していることなど、日本語と英語で一生懸命教えてくれて、日本と共

通していることも少しあり、楽しく話すことができてよかったです。私の班では、「和菓子」をテ

ーマに、日本のものを食べることによって紹介しようという案により、企画しました。「食感」や

「歯ごたえ」、「味」など、“日本ならでは”を体験してもらうため、「わらび餅」や「練乳入りあず

き抹茶」などを紹介しました。中国の交流生たちが「おいしい！」や「何からこれは作られている

の？」と興味をもって質問をしてきてくれたので、嬉しかったです。少しでも日本について興味を

持つきっかけになっていたらいいなと思います。ありがとうございました。 

 

○中国の方たちが来るということで、私たちは受け入れ側となり生徒たちと接しました。最初はき

ちんと話せるか不安でいっぱいでしたが、中国の生徒たちはとてもフレンドリーで私の緊張をほぐ

してくれました。ここで思ったのが、日本の生徒と中国の生徒とでは、中国の生徒の方が他人慣れ

しているということです。初めて会う人とでも写真を要求したりしていたので、見習いたいなと思

いました。今回の交流で、私は多くのことを学びました。この交流で私は、英語をもっと学んで、

またこういう機会があればその時にフレンドリーに接したいと思いました。本当に有意義な時間を

過ごせたので、是非また参加したいと思いました。 

 

○私は今回の交流において、たくさんの関わりをさせていただきました。まず始めに、歓迎会の英

語司会です。少し失敗もしてしまいましたが、良い経験になりました。次に国際交流委員としてゲ

ームを進行したり、たくさんの会話をしたりしました。分からない単語はお互い違う単語を組み合

わせて伝えました。そして、私は茶道部なので、部活体験の時も一緒にいました。抹茶を飲んだ時

の反応から、少し苦いのかなと思いました。それでもすべて飲んでくれていて、嬉しく思いました。 

 このように本当にたくさんの関わりをさせていただいたことを感謝すると共に、次のように感じ

ました。「一日に満たないこのような短い時間であっても、友情を築くことができる」一週間経っ

た今でもＬＩＮＥでの会話は続いています。二人で話していて、きっと中国と日本の友好関係はも

っともっと良くなるだろう。歴史上どんな戦争があったとしても、私たちのように、お互いの国が

好きだと思う気持ちがあり、友好を深めようと思うのであれば少しの時間で友情を築くことができ

るのです。これからの社会を作っていく過程でさらに友好を深めたいと思いました。 

 

○私にとって中国の高校生との交流したことはとてもいい経験になりました。英語で交流するのか

なと思っていたけど、中国の高校生の人たちは上手な日本語で話してくれて、とても嬉しかったで

す。ＴＶでのニュースとかを見ていると関係が悪いとかよく聞いていたけど、この交流をしてそう

ではないことに気が付きました。関係が良くないのは国の政治的な部分だけで、私たちはとても分

かり合えると思います。中国の高校生たちの上手な日本語を聞いてとても嬉しかったです。もっと

交流できる機会を与えてくれたらいいなと思います。 

 

○私は今回初めて中国高校生訪日団の実行委員をしました。初めての仕事がたくさんあり、大変だ

なと思う反面、早く中国の高校生の方々に会ってみたいと思いワクワクもしていました。私は３年



生だったので英語を使って質問をしたり、会話をして楽しめました。中国の高校生の方々はとても

真面目なのだなと知りました。また、日本の文化、例えば漫画などや言語、食べ物などに興味を持

ってくださっていたことに驚いたのと同時に嬉しくも思いました。 

今回、実際に高校生の方と交流して私の中国の高校生への印象が少し変わりました。もしこの

「JENESYS2.0」がこれからも続くのであれば、私が高校を卒業しても後輩に引き継いで、日中での

交流を大切にしていけたら良いのではないかなと思いました。 

 

○私は、海外に行った経験がほとんどなく、中国の人々と話したことはなかったが、今回初めて中

国の方と、しかも同年代の人たちとお話しでき、大変貴重な体験ができた。中国の学生と話をして

いく中で、私が中国という国や、中国の人々に対して持っている固定概念が正しいのかどうかを改

めて考え直すことができた。 

 まず、私は中国の人々はいつも何事にも情熱をもって話されるので、私のような大人しい性格で

は怖気付いてなかなか話せないのでは、と思っていた。しかし、実際話してみると、いつでも落ち

着いて答えてくれ、私が何と言おうか迷っている時は、思いやりの気持ちを持って待っていてくれ

た。また、中国には長い歴史と伝統があるので、今世界中でかなり人気があるとされている日本の

文化もさほど浸透していないと思っていたが、中国では特にアニメが人気があると聞いて感動した。 

 さらに、教育面では大きな違いがあることも発見した。中国では学校に部活動というものがない、

というところである。日本では、学校としてレベルが高くなるにつれて「文武両道」に力を入れる

が、中国では勉強一筋に集中できるような環境が整備されているそうだ。 

 今の時代、情報を手に入れることは簡単だ。だが、その情報が正しいかどうか見極めるのは非常

に困難である。だからこそ、今回のように、実際に見聞きするなど、体験することが大切だと再認

識することができた。今回の交流で得たものは大きい。これを、生活や学問に活かせるよう、精一

杯尽くしたいと思う。 

 

 


