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◆半瓶醋－理事長のコラム｢新型コロナウイルス禍の中で考える｣ 

◆｢奪い合えば足らぬ、分け合えば余る｣ 

(公財)日中友好会館 総合交流部部長 郭 寧 
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● 特 集 ● 
 

◆2019年度日中青少年交流事業の参加者感想〈中国高校生〉 
 

外務省の拠出による「JENESYS2019」「日中植林・植樹国際連帯事業」の日中青少年交流事業

の一環で、2019年度は約 900名の中国高校生が来日しました。日本滞在中に訪問した地域は 28

都道府県に及びます。今回は 2019 年度の日中青少年交流

事業の振り返りとして、中国高校生と、交流に参加した日

本の高校生の感想を紹介します。 

 

◆期待と興奮でスタートした訪日活動 
 

○光栄にも訪日団のメンバーに選ばれた。初めての日本に希望と興奮

で胸がいっぱいで、飛行機に乗った瞬間からずっとあの美しい、

友好的な国を思い描いていたが、まさに期待どおりだった。 
 

○到着した最初の日に、東京のきれいな街をすっかり気に入ってしまった。 

ホテルに入ると、スタッフは誠実で親切、塵一つない床から念入りにレイアウトされた部屋、

細部を大事にする日本を実感した。日本側スタッフの細やかなサービスには、わが家に帰った

ような温かさを感じた。 

 

◆ボランティア、ものづくり、環境、防災をテーマにセミナーや視察 
 

「ボランティア活動で学び合える」 

「防災意識の高さに驚き」 
 

○日本のボランティアの年齢層は大学生以上の成人が多

いようだが、中国では小学生の「チビッ子ボランティア」

や「毎月お小遣いから一元を寄付しよう」といった活動も

あり、ボランティアを成長の過程で身近なものに位置付け

ている。体制においては、中日ともに作業内容のレベル分

けがされていた。ボランティア活動においては、双方で

学び合い、手本とする部分が多くあると感じた。 
 

○最も印象深かったのは、さいとう工房を訪れたことだ。

会社経営の志について、「社会のためになることを探求す

る過程で、個人的な幸福が得られる」と語っていた。利益

第一主義の現代において、この言葉は一つのヒントになる

と思った。自分が社会において価値を創り出すとはどうい

うことかを考える機会になった。 
 

将来私も仕事に就いた時には、職人の方々の精神を実現

してみたい。自分の仕事を愛することやどんなことでも精

いっぱい努力することだ。私たち学生も勉強する際に細か

いところを工夫し、懸命に勉強することで、将来に向かっ

て少しでも人に役立ち、自分の仕事に対し情熱と積極的な

態度を持てるようになりたいと思う。 

ボランティアに関するセミナー 

歓迎会で民族舞踊を披露 

日本のものづくりについて視察 

㈲さいとう工房                             

(車椅子製造/新潟県) 

2019 年度 来日した中国高校生の地域: 

北京市、上海市、重慶市、山西省、雲南省、河南省、 

甘粛省、江蘇省、福建省、安徽省、黒龍江省、湖南省、 

陝西省、山東省、遼寧省、内蒙古自治区、香港、澳門 
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○一番驚いたのは日本人の防災意識の高さだ。中国人はかなわな

い。だから中国人は、特に若い学生に対して防災教育を強化すべ

きだと思う。そうすれば災害が起きた時、死亡率を大幅に減らせ

る。同時に防災授業にある程度の実習を入れれば、防災技術のレ

ベルアップに役立つ。この数日間で、前は知らなかったいろいろ

な知識を学んだ。 

環境保護も十分になされている。ゴミの分別収集はきっちりし

ていてリサイクル率も高い。中国も最近ゴミ分別を大々的にやって

いるが、早く進展するといいなと思う。 

 

 

○古典の授業に参加し、日本の漢字は中国の漢字と同じであ

ることが分かった。それならば、日本の高校生も中国の高校

生も、そして日本も中国も相通じるはずだと感じた。 

日本では総合的な素養の教育が重視されており、生徒は放

課後の部活動にも積極的に参加していた。皆団結し、互いに

助け合い、先輩や年長者を敬い、人助けの出来る人を称えて

いた。学ぶべきだと思った。皆とお別れする時、去りがたい

思いが胸にこみ上げた。中日友好関係は、こうして少しずつ発展していくのだろうと思った。 
 

 

○植樹活動で、両国の友情の種を植えた。あの木が根を張り、芽を出

し、枝葉を茂らせてほしい。 
 

 

○日本の先生や生徒たちの誠実で熱心な気持ちを感じた。一緒に植樹

活動をしたり、ロケットストーブ(災害用調理コンロ)を作ったりしな

がら生徒たちの危機感や絶えず新しい物を創造する力を学んだ。 
 

 

○訪日活動で最も印象深かったのは、日本の高校生の友情と優しさだ。

正直に言うと、最初は交流が少し怖かった。言葉が通じなくて沈黙し

てしまったらどうしようと思ったからだ。しかし実際会ってみたら、そんな心配は消え去った。

皆の顔には微笑みがあふれ、言葉が通じなくても心で繋がることが感じ取れた。この友情を今

後も末永く継続させていきたい。 
 

○学校交流で視野や見聞が広がった。環境問題に関する英語

の授業では、日本の学生が皆入念に準備してきていて、私達

に日本の環境保護対策を紹介してくれた。 

私達も中国の節水や新エネルギー開発、地球温暖化対策に

ついてしっかりと紹介した。 

意見が一致するたびに皆うれしくて拍手をした。 
 

 

○「一期一会」は日本の言葉で

茶道からきている。亭主は「な

かなか出会うことができない

貴重な機会を大切にする」とい

う思いを胸に、目の前のすべての客人に誠心誠意礼を尽くすことを

表している。二つの高校で茶道を体験し、「一期一会」の精神の神

髄が深く心に浸みた。やりたいと思っていることはできるだけ早く

やり、会いたい人にはすぐに会いに行く、一期一会、機会は惜し

むべし、と思った。 

長崎市西部下水処理場での 

環境学習 

兵庫県立川西明峰高等学校 

大阪府立刀根山高等学校 

宮城県富谷高等学校 

学校交流 

福岡県立武蔵台高等学校 

「最初は少し怖かった」 

「意見が一致、うれしくて拍手」 
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〈交流した日本高校生の感想〉 ……………………………………………………………… 
 

◇剣道について「あれは何ですか」と聞かれた時、僕は竹刀

を持つ素ぶりをして「やぁー」と声を上げました。すると、

疑問を持った顔が晴れて全力の笑顔で「ナイス」と言ってく

れました。英語は一切話していないのに、その空間では互い

の心が繋がりました。何か伝えたいという気持ちがあれば伝

わる、そう思えました。 

 

 

◇中国と聞いて抱く感情は人それぞれだと思いますが、私は正直なところ 

あまり良い印象を抱いていませんでした。例えば、比較的国民への規制が 

厳しいことや二酸化炭素の排出量が著しいなど良くない話を耳にすることが多かったからです。 

しかし、今回の交流を通じてものの考え方、感じ方に変化がありました。確かに今まで私が

耳にしてきたことは、かえようのない事実ですが、それ以上に中国から来てくれた人たちは温

かく積極的で優しい人たちばかりでした。 

私は今まで抱いていた感情は中国という国家に対するものであり、中国という国の国民に対

するものではなかったのだと感じました。私達だけでなく多くの人々にこういった交流の機会

を持ってほしいと思いました。 
 

 

◇中国の学生は知的好奇心が高く、環境問題に対する意識も、

私たちとは比べものにならない程、高かったです。 

中国の森林状態について話を聞くと「自国の自然を保全し

ていきたい」と言っていました。最初はただ感心しているの

みでしたが、彼らが言っている「環境」は即ち「地球」に繋

がり、彼らは世界の未来を見据えていると気付きました。 

今回の交流活動は、もてなす立場である私たちが気付かさ

れることが多く、学びの多いものでした。 
 

 

◇中国の人と音楽の話で盛り上がったり、笑うタイミングが一緒だったりした時、とってもと

っても嬉しくて、こんなに近い存在なんだなぁと感じました。また、中国のオススメの料理な

ども教えてもらったので、中国にも行きたいし、興味・関心がより深まりました。 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

○ありのままの日本、家族、人の温かさに触れることがで

きた。「ここを自分の家だと思って、私たちを本当のお爺

さんとお婆さんだと思ってね」と言ってもらい、心が温か

くなった。 
 

○私たちのホストファミリーは同年代の中学生がいる家

庭でした。中学生の弟、妹に誘われ、一緒にゲームをした

り、バドミントンをしたり、英語でおしゃべりもしました。 

ホストファミリーは私たちのために豪華な夕食を用意し

てくれました。食事後にはホストファミリーの家族と一緒

に食器を洗いました。家事の分担ははっきりしていて、とても居心地がよかったです。 

（総合交流部） 

「日本に家族ができた!!」 ホームステイ 

農作業をお手伝い(滋賀県日野町) 

「もっとたくさん話したかった。 

    一日じゃ足りなかった!!」 

大阪府立夕陽丘高等学校 

 

相模女子大学高等部 
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● 行 事 案 内 ● 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

「匠心同源--第一回寿山石彫刻芸術

(東京)展」 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市や江蘇省及び福建省の 30 名の芸術家に

よる、「寿山石彫刻」や「七宝焼き」などの作品

約 70点を展示します。 

中国福建省寿山村で産出される色彩豊かな「寿

山石」は、中国四大名石の一つに数えられていま

す。適度な硬度を持つ原石に精緻な彫刻を施した

「寿山石彫刻」は必見です。 

 

【問合せ】王永恒 

    電話：080-3136-4645 

 

 

 

 

◆貸美術館催事 

「3名の美術評論家が推す 2020 

注目作家展～第 6回美の視点」 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

日本を代表する美術評論家 長谷川栄氏、美

術・文芸評論家 佃堅輔氏、書道評論家 青山蒼風

氏の3名がそれぞれ推薦するアーティストによる

第 6回目の展覧会です。 

展示作品と共に評論家の推薦文も掲示して展

示いたします。 

 

【問合せ】美術の杜出版株式会社 

電話：03-5823-6210 

 

※新型コロナウイルス感染防止のため、展覧会は

予告なく変更・中止になる場合があります。予め

ご了承ください。 

 

 

 

● 訃 報 ● 

長年にわたり日中友好会館の理事を務められ

ました廖雅彦 理事(東京華僑総会 顧問)が、2020

年 4月 2日にご逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心から

ご冥福をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

会 期：5月 22日㈮～5月 25日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00より開幕式 

 最終日は 12:00まで 
 

主 催：御雲文化発展㈱ 

中国蕭軍研究会中央工美聯合会 
 

入場料：無料 

林永福「映水藏山」 

会 期：5月 29日㈮～6月 1日㈪ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊最終日は 13:00まで 

主 催：美術の杜出版株式会社 

入場料：無料 



 

 会館だより 2020年 5月号 No.371  

- 5 - 

 

● コ ラ ム ● 
 

 

 

 

半瓶醋     新型コロナウイルス禍の中で考える 
 

理事長のコラム  
 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

新型コロナウイルスの拡散はほぼ全世界にわたっており特にイタリアの拡がりと中国本土を超える死亡の

状況は日本の NHK ニュースなどでも紹介されている。日本においても新たな感染者が出るたびに各自治体の

担当部署などから新たな感染者や死亡の報告が行われている様子がニュースを通じ流されている。感染経路

が特定しにくい海外旅行からの帰国者が自宅まで公共交通機関を利用して帰宅したあとに感染していること

が確認された事例も報告されている。 

中国武漢市内の新たな感染者の政府発表は3月18日以降ゼロが続き外出制限が段階的に緩和され、日常生

活は正常化の兆しも出ている(読売新聞3月23日)と報じられている。最近では東京オリンピックの開催に関

しても｢延期｣を公言する関係者が増えてきているようだ。最高のコンディションで競技に臨みたいとする選

手の気持ちはよく理解できる。そのうち、議論は煮詰まるだろうが関係機関や責任者の結論を待つ以外にな

い。 

そんな中、日本の国技である｢大相撲｣は、新型コロナウイルス感染が次々と報告されるなか異例の無観客

での実施を決め、3月22日に無事千秋楽を終えた。プロスポーツが無観客で実施することの意味については

いろいろな意見があるだろうが、八角理事長の千秋楽の挨拶にあった｢テレビ、ラジオ、インターネットを通

じて応援してくれた皆様のご支援に対する感謝」には、熱烈なファンがいることと同時に、何かあれば全く

逆の反応をするファンの存在があることを意識していたと思わせるものだった。表彰式は簡素化が図られ審

判の親方衆と全幕内力士が土俵を三方から囲む形で行われたが、いつもの華やかな表彰式を見慣れた目から

すると妙に新鮮味を感じさせるものだった。 

高知県の四万十町立影野小学校で六年生の女子学童一人の卒業式を校庭で行うという痛快事があった。校

庭には下級生に加えて地域の人たち約60人が集まり、新型コロナウイルスの感染拡大防止策を取りながら多

くの人たちに送り出される様子がテレビニュースで流された。 

一方で西村経済再生相からの要請を受けた埼玉県が開催自粛を求めていた格闘技イベント K-1WORLD GP 

2020 JAPAN は自粛には応じないものの、会場のある埼玉県からの申し入れを受けて感染者が出た場合に接触

者を調べるため、観客に住所、氏名や連絡先を記載してもらうなどの追加の措置を講じたようだ。西村経済

再生相は読売新聞の取材に｢開催は残念だが要請に強制力はない。ほとんどの人がマスクをし、通常以上の換

気をするなど守ってほしいといったことは守ってくれた｣と話したようで、万全の備えをすることの重要性も

再認識させた。 

今は手洗いやうがいなどを完璧に実行し、密閉、高密度空間や濃厚接触を避けることが予防の中心となっ

ている。新型コロナウイルス肺炎治療に効果があると言われている他の薬剤の効果を見るため臨床試験も行

われているようだ。日本の製薬各社も治療薬の開発や予防ワクチンの開発に着手したが、実用にはまだ 9 か

月以上はかかるとされている。厳しい新型コロナウイルス蔓延の中、新年度の当会館主催の日中青少年交流

事業なども多くは延期となったが、今は｢日本での疫病拡散防止｣のために自分たちが持続してできることを

やり抜き、交流事業の回復を目指すしかないだろう。(3月23日記) 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

奪い合えば足らぬ、分け合えば余る 
 

 

 

 (公財)日中友好会館 総合交流部部長  郭 寧 
 

 

 

 

昨今、中国にだけあるはずとばかり思った新型コロナウイルスはいつの間にか世界各国に蔓

延してきた。日本もその猛威から逃れることが出来なかった。 

そうすると、最近、東京をはじめ、関係各地の首長は在宅勤務や、不急不要の外出の自粛や、

大型イベントの延期中止などを呼び掛けている。開幕寸前の東京オリンピックまでも延期を余

儀なくされた。 

一方、新型コロナに対処する医療用品は急を告げる。ウイルス対抗用マスクの調達状況は特

に厳しい。 
 

かつて中国で疫病が発生し、日本自身が安全だった当初、困った隣人には全力を尽くして援

助しようと言って、日本から大量の支援物資を中国に送ってきた。まず武漢の在留日本人を引

き揚げるチャーター機には政府と国民からの救援物資を満載して現地に向かい、その後は各自

治体や関係機構や、民間団体からも有り金を叩いてありったけの医療品を続々と中国に運び、

また支援物資に心のこもった漢詩をつけて中国人民を励ます。 

ある統計によれば、3月上旬まで、日本は計 638万個のマスク、107万組の医療用手袋、17.9

万セットの防護服、7.8万個のゴーグル、そして 300万円相当の大型 CT検査設備を中国に寄付

してくれた。寄贈物資の総額は 3千万円を超えている。 
 

しかし、感染状況の拡大に伴い、日本自身もかなり医薬品不足の窮地に追い込まれた。それ

を受け、今度は中国の政府や民間から日本に支援の手を差し伸べた。マスクやら、感染検査キ

ットやら、防護服やらをどんどん送ってくる。「かつて全力で助けてくれた友が、我々と同じ

困難に直面している。我々は何をすべきかを知っている」と理由を明かす。まさに「奪い合え

ば足らぬ、分け合えば余る」(争则不足，让则有余)ではなかろうか。 
 

先日、私が出向している日中友好会館内部からも

「マスクが買えない」悲鳴が聞こえ、派遣元の北京に

ある中国日本友好協会に「分け合えてもらえるものが

あるか」と聞いてみたら、早速調整して頂き、翌日に

中青旅日本株式会社から 1,000 枚のマスクを届けて

もらえた。 

めでたし、めでたし！ 

 

 

 

マスクを届けてくれた 

中青旅日本㈱の関旭社長(右) 
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＊今月の表紙＊ 
 

「戯曲人物」 中国剪紙 陝西省 秦雪娥 

「中國剪紙の世界」図録より 
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寄附のお願い  
 

後楽寮運営に対するご寄附によるご支援をお願い致します。 

◇目的 

当公益財団が運営する後楽寮は、中国人留学生、研究者の寄宿舎であり、1985 年に建設され

ました。約 5 千名の寮生 OB は中国各地及び日本で活躍し、両国の相互理解促進と安定した関係

構築に大きな貢献をしております。彼らの留学生活を支援し、日中の架け橋となる人材を養成し

ます。 
 

◇寄附金の使途 

(1)寮生の生活環境の整備     (4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(2)寮生の対外交流活動支援    (5)その他必要な支援 

(3)寮生自治活動支援 
 

◇寄附の方法 
 

下記口座宛、銀行振込でお願い致します。                               後楽寮 
 

三菱 UFJ 銀行 神楽坂支店（店番 052） 普通預金 

口座番号 ００９１５７０  口座名 公益財団法人日中友好会館 理事長 荒井克之 
 

＊振込手数料は当方で負担いたします。払込取扱票を送付いたしますので、ご連絡ください。 

寄付額 個人の場合 一口 1 万円 

    法人の場合 一口 10 万円 
 

当公益財団は、所得税法施行令第 217条第 1項第 3号及び法人税法施行令第 77条第 1項第 3号に掲げる公益財団法人であ

り、寄附は、税法上の控除対象になります。領収書を発行致しますので、寄附者のお名前、ご住所等をご連絡下さい。 
 

【照会先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部  電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

【留学生寮に関するお問合せ】留学生事業部       電話：03-3814-1261 FAX：03-3814-8383 

E-mail：houleliao@jcfc.or.jp 


