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第14回中国大学生「走近日企・感受日本」
訪日団報告書の刊行にあたって

本報告書は、「走近日企・感受日本」事業の第2弾第4回訪日団の報告書です。

第１弾では、2007年から2012年までに、中国人大学生の訪日視察団を10回派遣し、28大学294名が参加しました。

中国日本商会は引き続き本事業の第2弾として、3年間で6回、計210名の学生を派遣することとし、会員からの寄付金

（約2300万人民元）を原資に視察団の組成・派遣を行っています。

第14回となる今回は、2014年5月25日から6月5日までの12日間、北京科技大学、北京交通大学、中国石油大学、

北京語言大学、国際関係学院に、中日交流活動ボランティア枠として北京第二外国語大学を加えた6大学から合計

35名を選抜して日本に派遣しました。また、5月19日に開催された壮行会には、第13回訪日団の学生も参加して交流

の輪が広がりました。日中関係は厳しい状況が続いていますが、このような時期だからこそ、これまでにも増して両国

民の相互理解を深める努力をする必要があると考えます。特に未来の中国を担う若い世代である大学生に、日本と日

本企業をよりよく知っていただきたいという願いを込めた本事業が今回も成功裏に終了したことを心から喜んでおりま

す。

今回の視察企業は、オムロン京都太陽（京都）、トヨタ自動車元町工場・トヨタ会館（愛知）、三井物産本社（東京）、

全日空客室乗務員訓練センター（東京）、三井住友銀行本店（東京）、JX日鉱日石エネルギー根岸製油所（横浜）、

東芝未来科学館（川崎）、ホテルニューオータニエコセンター（東京）の8社。この他、静岡県農林技術研究所、中国

大使館、多摩川清掃工場（大田区）、日比谷松本楼への訪問、大阪大学、早稲田大学における日本人大学生との交

流、一泊二日のホームステイ体験など多岐にわたるプログラムが組み込まれていました。ホームステイ受入れに協力

いただいた企業は12社（アルプス電気、伊藤忠商事、キヤノン、住友商事、全日空、テルモ、トヨタ自動車、日揮、日

本郵船、丸紅、三井物産、三菱商事）にのぼっています。

このように「走近日企・感受日本」事業は、中国日本商会の会員企業の多大なる協力のもとに実施されています。ま

た、共催団体である中国日本友好協会にも全面的な協力をいただくとともに、訪日団の日本受け入れや、本報告書

の編集にあたり、一般財団法人日中経済協会にご尽力をいただいております。加えて、寄付金の管理は、中国側で

は中国友好和平発展基金会、日本側では公益社団法人企業市民協議会（CBCC）にご協力をいただいております。

改めて、本事業実施にご支援、ご尽力をいただいたすべての関係者に厚くお礼を申しあげます。

本事業が日中相互の国民レベルでの理解促進の一助となり、将来さらに大きな実を結ぶことになれば、これに勝る

喜びはありません。

中国日本商会 会長 澤田眞治郎

２０１4年7月
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1 アサヒグループホールディングス株式会社

2 伊藤忠（中国）集団有限公司

3 新日鐵住金株式会社

4 住友商事（中国）有限公司

5 全日本空輸株式会社

6 東芝（中国）有限公司

7 トヨタ自動車（中国）投資有限公司

8 日本航空株式会社

9 日立（中国）有限公司

10 丸紅株式会社
丸紅（中国）有限公司

11 株式会社みずほコーポレート銀行

12 三井物産株式会社

13 三菱商事株式会社

14 三菱電機（中国）有限公司

15 三菱東京UFJ銀行（中国）有限公司

【寄付金】350万円以上～750万円未満

1 日本電気株式会社

2 キヤノン（中国）有限公司

3 住友化学投資（中国）有限公司

4 ソニー（中国）有限公司

5 三井住友銀行（中国）有限公司

【寄付金】10万円以上～100万円未満

1 株式会社 IHI

2 アルパイン（中国）有限公司

3 株式会社荏原製作所

4 エプソン（中国）有限公司

5 華昇富士達電梯有限公司

6 住金物産株式会社

7 住友生命保険相互会社

8 ソニー生命保険株式会社

9 大和証券株式会社

10 宝酒造株式会社

11 電源開発株式会社

12 東工物産貿易有限公司　

13 東曹達（上海）貿易有限公司

14 トヨタモーターファイナンスチャイナ

15 日本生命保険相互会社

16 テルモ（中国）投資有限公司

17 日本農林中央金庫有限公司

18 ハウス食品株式会社

19 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司

20 株式会社ブリヂストン

21 北京丘比食品有限公司

22 三井不動産諮詢（北京）有限公司

23 三菱マテリアル株式会社

24 三菱 UFJ 証券有限公司

25 三菱 UFJ 信託銀行

26 明治安田生命保険相互会社

27 明宝工程塑料商貿（上海）有限公司

28 矢崎（中国）投資有限公司

29 理光軟件研究所（北京）有限公司

30 株式会社ワコールホールディングス

31 成川  育代（個人会員）

32 柳田  洋（個人会員）

中国日本商会社会貢献事業「走近日企・感受日本」
寄付金申込社（者）一覧

【寄付金】750万円 【寄付金】100万円以上～350万円未満

1 あいおいニッセイ同和損保株式会社

2 旭化成株式会社

3 旭硝子（中国）投資有限公司

4 アルプス ( 中国 ) 有限公司

5 岩谷産業株式会社

6 日本たばこ産業株式会社

7 日本郵船株式会社

8 NTT グループ

9 JTB 新紀元国際旅行社有限公司

10 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

11 双日株式会社

12 第一生命株式会社

13 株式会社電通

14 東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険（中国）有限公司

15 日揮株式会社

16 日産（中国）投資有限公司

17 野村證券株式会社　

18 三井化学株式会社

19 三井住友海上火災保険株式会社
三井住友海上火災保険（中国）有限公司

20 三井住友信託銀行

21 三菱ケミカルホールディングス株式会社

22 三菱重工業（中国）有限公司
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2014年度中国日本商会役員一覧

商会役職 氏　名 会社名 役職

1 会長 澤田　眞治郎 三井物産 執行役員　中国総代表

2 副会長 杉浦　康誉　 アサヒグループホールディングス 執行役員　中国総代表

3 副会長 小関　秀一 伊藤忠　 常務執行役員　東アジア総代表

4 副会長 日下　清文 NEC　 執行役員　総裁

5 副会長 稲葉　雅人 NTTデータ 執行役員　中国総代表

6 副会長 小澤　秀樹　 キヤノン 専務取締役　董事長

7 副会長 白須　達朗 新日鐵住金 常務執行役員　中国総代表　北京事務所長

8 副会長 井上　弘毅 住友商事 常務執行役員　東アジア総代表

9 副会長 金澤　恵二 トヨタ自動車 北京事務所　首席代表

10 副会長 田村  暁彦 日中経済協会　 北京事務所　所長

11 副会長 江利川 宗光 日本航空 執行役員　中国総代表　北京支店長

12 副会長 田端　祥久 日本貿易振興機構 北京事務所　所長

13 副会長 小久保 憲一 日立製作所　 執行役常務　中国総代表

14 副会長 岡田　大介 丸紅 常務執行役員　中国総代表

15 副会長 宮口　丈人 みずほ銀行（中国）　 董事長

16 副会長 松井　俊一 三菱商事　 常務執行役員　東アジア統括

17 副会長 柳岡　広和 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国） 董事長

18 理事 高橋　修 岩谷産業 常務執行役員　中国総代表

19 理事 後藤　政郎 双日 執行役員　中国総代表

20 理事 近藤　隆弘 豊田通商 執行役員　中国総代表

21 理事 田中　健二 阪和商貿　 董事長　総経理

22 理事 吉澤　榮一　 日鉄住金物産 北京事務所　所長

23 理事 吉家　義人 IHI 北京事務所　所長

24 理事 井上　貴雄 荏原機械（中国） 董事長

25 理事 松嶋　忠信 川崎重工業 北京代表処　首席代表

26 理事 松元　裕之 クボタ 北京事務所　首席代表

27 理事 山下　浩司 弘電社機電工程（北京） 董事長・総経理

28 理事 武川　昌俊 ＪＸ日鉱日石エネルギー 常務執行役員　中国総代表　北京事務所長

29 理事 松岡　豊人 東京電力 北京代表処　首席代表

30 理事 勾坂　行男　　 アルプス(中国)　 総経理

31 理事 和田　悟 NTT 中国総代表

32 理事 堂園　憲治 NTTコミュニケーションズ（中国） 北京分公司　総経理

33 理事 今村　浩 NTTドコモ　 北京事務所　所長

34 理事 渡辺　信博 京セラ 北京代表処　首席代表

2014年6月度現在
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35 理事 栗田　伸樹 ソニー 総裁

36 理事 桐山　輝夫 東芝 執行役常務　中国総代表

37 理事 大澤　英俊 パナソニックチャイナ 常務役員　中国・北東アジア総代表

38 理事 北野　滋 富士通(中国) 総経理

39 理事 庄司　周平 マルチメディア振興センター 北京代表処　首席代表

40 理事 久木田　崇彰 三菱電機 常務執行役　中国総代表

41 理事 高橋　琢也 旭化成 北京事務所　首席代表

42 理事 西山　寛 アステラス製薬（中国） 総経理　特別顧問

43 理事 中嶋　孝 王子ホールディングス 中国総代表

44 理事 中山　泰一　 資生堂(中国)投資 技術部　部長

45 理事 西　　広信 住友化学投資（中国） 総経理

46 理事 陳　　偉東 日健中外科技(北京) 総経理

47 理事 三村　孝仁　　 テルモ　　 専務執行役員　中国総代表

48 理事 寺師　啓 東レ 北京事務所　所長

49 理事 本田　和秀 凸版印刷　 北京事務所　首席代表

50 理事 得丸　洋　　 三井化学　 社長補佐　中国総代表

51 理事 瀬川　拓　 三菱ケミカルホールディングス　 執行役員　中国総代表

52 理事 和田　拓一郎　 東京海上日動火災保険（中国） 総監

53 理事 福本　智之 日本銀行 北京事務所　首席代表

54 理事 劉　　敏浩 野村證券 北京駐在員事務所　首席代表

55 理事 川端　良彦 三井住友銀行（中国） 北京支店長

56 理事 澤村　研太郎 三井住友信託銀行 北京事務所　首席代表

57 理事 中原　佳岳 明治安田生命保険 北京事務所　首席代表

58 理事 阿部　信一 全日本空輸　 執行役員　中国総代表　北京・天津支店長

59 理事 松尾　純利　 日通国際物流(中国) 董事社長

60 理事 永井　圭造  日本郵船 経営委員 中国総代表

61 理事 三枝　富博 イトーヨーカ堂 常務執行役員　中国総代表

62 理事 高羽　人志 JTB 董事長　中国総代表

63 理事 谷口　　利英 全日空国際旅行社 総経理

64 理事 宮本　　賢治 長富宮中心 総支配人

65 理事 久島　伸昭　 電通　 北京事務所　総代表

66 理事 松田　良次 北京発展大廈　 董事　総経理

67 理事 田淵　真次　　 日中経済貿易センター　 専務理事　北京事務所長

68 理事 中下　裕三 日本国際貿易促進協会　 北京事務所　中国総代表

69 理事 阪井田　達雄 国誉家具商貿（上海） 総経理

70 理事 越智　　博通　 北京陸通印刷 董事長

71 理事 達家　善継 フェリシモ（北京）商貿 董事長兼総経理

72 理事 水谷　彰伸 三井住友海上火災保険（中国）　 総経理

73 理事 笹本　武志 北京ビール朝日 総経理

74 監事 原井　武志　 監査法人トーマツ パートナー

75 監事 菊池　洋　 国際協力銀行 首席代表
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2014年度社会貢献委員会委員名簿

氏　名　　（会社名・役職）

社会貢献委員長 小関　秀一　　　（伊藤忠　常務執行役員　東アジア総代表）

委員 杉浦　康誉　　　（アサヒグループホールディングス　執行役員　中国総代表）

委員 日下　清文　　　（NEC　執行役員　総裁）

委員 稲葉　雅人  　  （NTTデータ　執行役員　中国総代表）

委員 小澤　秀樹　　　（キヤノン　専務取締役　董事長）

委員 白須　達朗　　　（新日鐵住金　常務執行役員　中国総代表　北京事務所長）

委員 井上　弘毅　　　（住友商事　常務執行役員　東アジア総代表）

委員 金澤　恵二　　　（トヨタ自動車　北京事務所　首席代表）

委員 田村  暁彦　　　（日中経済協会　北京事務所　所長）

委員 江利川 宗光　　（日本航空　執行役員　中国総代表　北京支店長）

委員 田端　祥久　　　（日本貿易振興機構　北京事務所　所長）

委員 小久保　憲一　 （日立製作所　執行役常務　中国総代表）

委員 岡田　大介　　　（丸紅　常務執行役員　中国総代表）

委員 宮口　丈人　　　（みずほ銀行（中国）　董事長）

委員 澤田　眞治郎　 （三井物産　執行役員　中国総代表）

委員 松井　俊一　　　（三菱商事　常務執行役員　東アジア統括）

委員 柳岡　広和　　　（三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）　董事長）

委員 阿部　信一　　　（全日本空輸　執行役員　中国総代表　北京・天津支店長）

委員 黒主　忠夫　　　（交通公社新紀元国際旅行社　董事　総経理　）
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会社名 氏名 役職

【社会貢献委員長】 小関　秀一 伊藤忠　常務執行役員　東アジア総代表

【ＷＧ座長】 田村　暁彦 日中経済協会　所長

アサヒグループホールディングス㈱ 飯塚　喜美子 行政局主任

伊藤忠(中国)集団有限公司 石津　顕太郎 中国人事・総務部

キヤノン(中国)有限公司 柴丸　茂 Vice President

新日鐵住金㈱　北京事務所 長南　隆 代表

交通公社新紀元国際旅行社有限公司 黒主　忠夫 董事　総経理

住友商事(中国)有限公司
杉本　亮 人事・総務・法務・ITグループ　人事担当部長

米 健 総代表付

全日本空輸株式会社 満田　栄一郎 銷售部　高級経理

東芝（中国）有限公司　 東口  雄一郎 総裁室　室長

トヨタ自動車(中国)投資有限公司 栗田　弘毅 渉外部主査

(財)日中経済協会 高見澤　学 副所長

日本航空株式会社 堀尾　悠 営業部　マネージャー

日本貿易振興機構   北京センター 島田　英樹 進出企業支援センター　センター長

日立（中国）有限公司 宮田　剛志 信息資源本部  公共関係部  副総経理

丸紅㈱  北京事務所 栗間　涼 中国総代表業務助理

みずほ銀行（中国）　北京支店 北山　翔 総務課　経理

三井物産（中国）有限公司 岡　健 業務部　部長

三菱商事（中国）有限公司
村橋　俊樹 総経理室長（兼）広報・CSR総監

石　薇 総経理室（兼）広報・CSR担当

三菱電機（中国）有限公司 原　正英 副総経理

三菱東京UFJ銀行（中国）　北京支店 室井　清孝 企画部　部長

【オブザーバー】 名子　学 日本大使館　広報文化センター　書記官

【オブザーバー】 寺山　学 日本大使館　経済部　書記官

【訪日中のアテンド等】 関　誠 日中経済協会　（東京）　理事

2014年度社会貢献委員会ワーキンググループ委員名簿
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第14回「走近日企・感受日本」中国大学生訪日代表団報告書
団長挨拶

2014年5月25日から6月5日にかけて、第14回「走近日企・感受日本」中国大学生訪日代表団一行39名は、中国日

本商会、日中経済協会及び各関連企業や学校、そしてホストファミリーなどのご協力の下、日本での12日間の日程を

つつがなく終えることができました。

日本での12日間、私達代表団はトヨタなど9つの大企業や工場及び研究機構を見学、また日本の伝統文化を体験

し、更には早稲田大学や大阪大学の学生らとの交流、そして各企業の従業員のお宅へホームステイをしました。この

他には、中国駐日大使館への表敬訪問や京都嵐山での周恩来総理の詩碑見学、また東京日比谷松本楼での孫中

山氏と梅屋庄吉氏の交流についての見学など、中日関係の歴史的経緯や現在の発展状況などについて深く学ぶ機

会が得られ、両国の各方面の共通点と相違点について真剣に考えることができました。

今回の代表団は、中国石油大学、国際関係学院、北京交通大学、北京語言大学、北京第二外国語大学そして北

京科技大学の35名の優秀な学生と引率教師によって組織されています。また彼らの専攻は情報、生物、石油、環境

など14の理工系学科、そして経済、日本語、英語など3つの人文社会学科に及びます。団員達は今回綿密な日程の

下、日本社会の様々な面を共に学び、それぞれの専攻分野からの観察を通して多くの知識と経験を得、また日本の

皆さんとの友情を育むことができました。日本企業の先進的技術や理念そして管理方式は団員達にも印象深く、日本

社会の伝統文化継承には多くを考えさせられ、日本の大学生やホストファミリーとの友情はこれからも皆の心に残るこ

とでしょう。本報告書には団員達の日記が収められており、今回の訪問における貴重な成果の一つだと言えます。皆

様には是非ご一読頂き、彼らの思いや収穫を感じ取って頂ければ幸いに存じます。

最後に、この度の交流事業に対し多大なご支援を頂いた中国日本商会ならびに日中経済協会に心より感謝申し

上げます。そして各団員達が自ら感じた日本を周囲の人へ伝え、また自らの行動で中日友好事業ならびに両国のこ

れからの友好に貢献されることを願ってやみません。

中日友好協会政治交流部部長

第14回「走近日企・感受日本」中国大学生訪日代表団　団長

王占起
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主催、共催団体の概要

中国日本商会
在北京企業の円滑な事業活動を支援するとともに、日中間の経済交流の活発化を通じて、日中友好を促進するこ

とを目的として、１９８０年１０月に設立された北京日本商工クラブを前身とする。中華人民共和国国務院令第３６号「外

国商会管理暫行規定」に基づき認可された外国人商工会議所の第１号として、１９９１年４月２２日に設立された。

会員数は、２０１４年７月末日現在、市内法人会員６２７社、市外法人会員５８社、個人会員１５名、賛助会員８名の

合計７０８社（名）を擁している。

中国日本友好協会
1963年に中華全国総工会、中国人民外交学会など19の民間団体によって発起設立された、中国における最も代

表的な対日民間友好組織である。創立以来、周恩来総理の提唱の下で積極的に対日友好交流活動を展開し、1972

年の中日国交正常化と1978年の中日平和友好条約の締結においては大きな貢献を果たした。政治、経済、文化、ス

ポーツなどの各分野で対日友好交流事業を強力に展開し、健全で安定的な両国関係の推進に重要な役割を果たし

ている。

中国友好和平発展基金会
中国人民対外友好協会の下部組織として、１９９６年に設立された。各国との友好増進、国際協力の推進、世界平

和、共同発展を主旨とし、世界平和と人類の進歩に貢献するため、中国と海外各国との友好事業を始め、文化、教

育、医療衛生、環境保護、スポーツ、経済、貧困支援などの数多くの分野で社会的公益活動を行っている。

一般財団法人日中経済協会
経済産業省を始めとする日本政府及び日本経済団体連合会他経済界の支援の下に、日本と中国との経済交流促

進のため、１９７２年に設立された。
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第14回中国大学生「走近日企・感受日本」訪日団団員名簿
姓　　名 性別 所　　属 専　　攻

団　　長 王占起 男 中国日本友好協会 理事、政治交流部部長

団　　員 黄新 男 北京科技大学 機械工程学院 熱エネルギー・動力工学

団　　員 李閩 女 北京科技大学 自動化学院 オートメーション化

団　　員 馮燚 男 北京科技大学 計算機・通信工程学院 情報セキュリティ

団　　員 武文合 男 北京科技大学 冶金・生態工程学院 冶金工学

団　　員 梁璟暉 女 北京科技大学 化学・生物工程学院 バイオテクノロジー

団　　員 李慧 女 北京科技大学 土木・環境工程学院 環境工学

団　　員 董耀聡 男 北京交通大学 電信学院 通信工学

団　　員 陸沢臻 男 北京交通大学 電気工程学院 電気情報系

団　　員 徐哲宇 男 北京交通大学 機械・電子制御工程学院 熱エネルギー・動力工学

団　　員 趙栖沢 女 北京交通大学 計算機・情報技術 コンピュータ科学・技術

団　　員 趙汝豪 男 北京交通大学 交通運輸学院 鉄道輸送管理

団　　員 楊暁宇 女 北京交通大学 経済管理学院 経済

団　　員 朱悦 女 中国石油大学 地球科学学院 地質工学

団　　員 王浩 男 中国石油大学 地球科学学院 環境科学

団　　員 黄兆鑫 男 中国石油大学 石油工程学院 石油工学

団　　員 丁柏昕 男 中国石油大学 石油工程学院 石油工学

団　　員 劉珈源 男 中国石油大学 理学院 素材科学、工学

団　　員 張亜茹 女 中国石油大学 理学院 実用化学

団　　員 劉華南 男 北京語言大学 外国語学院 日本語

団　　員 買居旦・尼加提 女 北京語言大学 外国語学院 日本語、中国語国際教育

団　　員 孫萌 女 北京語言大学 外国語学院 日本語

団　　員 熊夢玥 女 北京語言大学 外国語学院 日本語

団　　員 劉夢瑤 女 北京語言大学 外国語学院 日本語

団　　員 杜岩 男 北京語言大学 外国語学院 日本語

団　　員 柏旭 男 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 黄馨蔚 女 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 陶浩博 男 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 楊蒨 女 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 呉珂 女 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 王海玲 女 国際関係学院 外国語学院 日本語

団　　員 鄭子茂 男 北京第二外国語大学 日本語学院 日本語

団　　員 楊雨辰 男 北京第二外国語大学 日本語学院 日本語

団　　員 王禹童 女 北京第二外国語大学 日本語学院 日本語

団　　員 席涵沛 女 北京第二外国語大学 日本語学院 日本語

団　　員 許舒園 女 北京第二外国語大学 翻訳学院 通訳

団員(引率教員) 梁志揚 男 北京科技大学 学生海（境）外交流項目弁公室副科長

団員(事務局) 王正 男 中国日本友好協会 都市・経済交流部幹部

団員(事務局) 董蕊 女 中国日本友好協会 政治交流部幹部
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第14回訪日団　ホームステイ受け入れリスト

学　　　　生 受 け 入 れ 家 庭

所属大学 姓　名 性別 言語 所属企業 姓　　名

北京科技大学 黄新 男 英 日揮 大武創平

北京科技大学 李閩 女 英 全日空 志村まい

北京科技大学 馮燚 男 英 日本郵船（郵船ロジスティクス） 浅井和子

北京科技大学 武文合 男 英 キヤノン 宮村啓介

北京科技大学 梁璟暉 女 英 住友商事 奥谷直也

北京科技大学 李慧 女 英 三菱商事 今村裕一

北京交通大学 董耀聡 男 英 三井物産 河井太志

北京交通大学 陸沢臻 男 英 三井物産 加藤仁志

北京交通大学 徐哲宇 男 英 三菱商事 城和啓

北京交通大学 趙栖沢 女 英 三井物産 中牟田圭

北京交通大学 趙汝豪 男 英 日揮 竹山麻朱佳

北京交通大学 楊暁宇 女 英 日本郵船（郵船ロジスティクス） 池田和彦

中国石油大学 朱悦 女 英 キヤノン 津留崎輝明

中国石油大学 王浩 男 英 三菱商事 椿允寛

中国石油大学 黄兆鑫 男 英 日揮 関由美

中国石油大学 丁柏昕 男 英、露 三井物産 河尻洋

中国石油大学 劉珈源 男 英 日中経済協会 太田圭

中国石油大学 張亜茹 女 英 テルモ 三井邦生

北京語言大学 劉華南 男 日 全日空 平沢哲

北京語言大学 買居旦・尼加提 女 日、英 伊藤忠 黒神靖之

北京語言大学 孫萌 女 日、英 テルモ 西山佳夫

北京語言大学 熊夢玥 女 日、英 伊藤忠 佐藤綾香

北京語言大学 劉夢瑤 女 日 三井物産 高倉宏知

北京語言大学 杜岩 男 日、英 全日空 大場仁美

国際関係学院 柏旭 男 日、英 全日空 井谷翼

国際関係学院 黄馨蔚 女 日、英 日本郵船 石井真理子

国際関係学院 陶浩博 男 日、英 全日空 有馬裕輔

国際関係学院 楊蒨 女 日、英 全日空 喜井智恵里

国際関係学院 呉珂 女 日、英 トヨタ自動車 山本修己

国際関係学院 王海玲 女 日、英 丸紅 重山直美

北京第二外国語大学 鄭子茂 男 日、英 アルプス電気 宮崎信明

北京第二外国語大学 楊雨辰 男 日、英 三井物産 小林純

北京第二外国語大学 王禹童 女 日 丸紅 杠俊彦

北京第二外国語大学 席涵沛 女 日 三井物産 北島厚次

北京第二外国語大学 許舒園 女 英 キヤノン 坂本晋
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日次 日　付 日　程　 宿　泊

1
5/25
（日）

14：20　          北京首都国際空港発（NH160便）
18：20　          関西国際空港着
                     到着、夕食後にバスにてホテルへ 
                    （夕食：　ホテル日航関西空港「ザブラッサリー」）

京都
ロイヤルホテル京都

075-223-1234

2
5/26
（月）

終日　            ★ソフト文化等視察①　京都市内見学
                     嵐山（周恩来記念碑）、金閣寺、清水寺
                    （昼食：　がんこ高瀬川二条苑）　
                    （13：30－　高台寺茶道、座禅体験）
                    （夕食：　しゃぶ禅 京都祇園店）　

京都
ロイヤルホテル京都

075-223-1234

3
5/27
（火）

09：30～12：10 ●企業訪問①（京都）　オムロン京都太陽　
                    (昼食：　ホテル阪急エキスポパーク)
13：45～18：00 ◎大学交流①　大阪大学　
新大阪19：16→名古屋20：25　（新幹線　ひかり534）　

名古屋
名古屋観光ホテル

052-231-7711

4
5/28
（水）

09：15～13：15 ●企業訪問②（豊田）　トヨタ自動車（元町工場・トヨ
                       タ会館）
                    （昼食：　トヨタ自動車）
14：40～16：10 ○農業視察〈静岡・磐田〉　静岡県農林技術研究所　
移動　静岡→箱根（バス）
夕方　            ★ソフト文化等視察②　箱根湯本温泉（日本旅館、温泉文
                     化体験）

箱根湯本温泉
天成園

0460-83-8500

5
5/29
（木）

午前　            箱根近辺（芦ノ湖、関所等）
                    （昼食：　金時亭）
移動　箱根→東京（バス）　　皇居見学
16：00～19：30 ●企業訪問③　三井物産（本社）
                    （夕食：　三井物産）

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

6
5/30
（金）

09：20～12：20 ●企業訪問④　全日空（訓練ｾﾝﾀｰ）　
                    （昼食：　ホテルJALシティー羽田）
14：00～16：45 ★ソフト文化等視察③　東京都多摩川清掃工場　
                    （夕食：　カルネスステーション銀座店）

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

7
5/31
（土）

午前　ホストファミリー出迎え（9：30～10：00の間　於 日経協会議室）
終日　            ホームステイ ホームステイ

8
6/1
（日）

夕方までホームステイ
夕方　ホテル集合（16：00　於 ﾆｭｰｵｰﾀﾆ・ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ）、秋葉原・自由行動

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

9
6/2
（月）

10：00～13：30 ●企業訪問⑤　三井住友銀行（本店） 日本橋界隈見学
                    （昼食：　三井住友銀行）
14：10～20：00 ◎大学交流②　早稲田大学　

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

10
6/3
（火）

09：30～11：40 ○中国大使館訪問
                    （昼食：　権八 西麻布）
14：00～16：30 ●企業訪問⑥　JX日鉱日石（根岸製油所）　
                    （夕食：　太陽楼 アクアシティお台場店）

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

11
6/4
（水）

10：00～11：45 ●企業訪問⑦　東芝　(未来科学館)　
12：30～14：00 ★ソフト文化等視察④　日比谷松本楼（孫文と梅屋庄吉
                      との交流）　
15：00～22：00 ★ソフト文化等視察⑤　ディズニーランド

東京
ホテルニューオータニ

03-3265-1111

12
6/5
（木）

09：30～11：00 ●企業訪問⑧　ニューオータニ（エコセンター）　
12：00～13：50 歓送会（中国日本商会・日中経済協会主催）ｵー ﾀﾆ・ｶ゙ ﾃー゙ ﾝｺー ﾄ
午後　            バス利用で成田空港へ移動
17：20　          成田国際空港発（NH955便）
20：10　          北京首都国際空港着　（到着後、自由解散）

第14回中国大学生「走近日企・感受日本」訪日団視察日程
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第14回中国大学生「走近日企･感受日本」訪日団視察先出席者リスト 

1. オムロン京都太陽株式会社（5月27日）
谷垣  信也　　 代表取締役社長

吉岡     隆　　 社長付    CSR担当

用田  竹司　　 総務課    企画CSRグループ    グループリーダ

小川亜希子　 総務課    企画CSRグループ

松木多美子　　 太陽の家

2. 大阪大学（5月27日）
岡村　康行　　 理事・副学長（国際・広報戦略、社学連携担当）

星野　俊也　　 副学長

今井　京子　　 国際交流オフィス学生交流推進課課長

矢田　昌子　　 国際交流オフィス学生交流推進課係長

中島　花子　　 国際交流オフィス学生交流推進課    学生交流推進係

大谷　順子　　 東アジアセンター    センター長

有川　友子　　 国際教育交流センター    センター長

※阪大学生約35

李　春　生　　 中華人民共和国駐大阪総領事館    領事（教育室長）

吉田　　浄　　 日本科学技術振興財団    専務理事・事務局長

3. トヨタ自動車（5月28日）
菅原　英喜 社会貢献推進部長

櫻井　茂正　　 社会貢献推進部    企業PR室長

狩集　未望　　 社会貢献推進部企業PR室    トヨタ会館受入・総括グループ

太谷　亮介　 社会貢献推進部    グローバル企画室    企画グループ    主任

矢崎　靖子 社会貢献推進部    グローバル企画室    企画グループ

安里　圭介     中国部    業務室総括グループ    グループ長

佐藤　啓介　　 中国部    業務室総括グループ    主幹

福田　麗子　　 中国部    業務室総括グループ

4. 静岡県農林技術研究所（5月28日）
平出　裕之　　 企画調整部    部長

増田　壽彦　　 企画調整部    専門監

福島　 　務　　 企画調整部
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5. 三井物産株式会社（5月29日）
瀬戸山貴則　　 顧問

福家　哲哉　　 経営企画部    海外室    次長

沈　玲　佳　　 経営企画部    海外室    マネージャー

平塚　眞二　　 ㈱三井物産戦略研究所    アジア室長

西井　康恵　　 環境・社会貢献部    社会貢献室長

斎藤　祐子　　 環境・社会貢献部    社会貢献室ソーシャルリレーションシップマネージャー

＜ホームステイ受入＞

河井　太志　　 エネルギー業務部    事業支援室    次長　　

河尻　 　洋　　 通信・インターネット事業部    海外EC事業室　

北島　厚次　　 アグリサイエンス事業部    第三事業室シニアテクニカルコーディネーター

小林　　 純　　 機能材料事業部    チタン事業室    室長補佐

高倉　宏知　　 三井物産プラントシステム㈱ 新事業・プロジェクト推進本部

 プロジェクト営業部兼開発部

中牟田圭　　 肥料事業部    肥料原料事業室セールスマネージャー

＜日本研修員＞

羅　　　 怡　　 人事総務部    グローバル・ダイバーシティ室

傅　琬　琪　　 三井物産プラスチック(株)

佟　　　 鑫　　 天然ガス第一部

6. 全日本空輸株式会社訓練センター（5月30日）
細見　光徳　　 業務推進部    部長

木下　省三　　 業務推進部    総務チームリーダー

天野　王雄　　 業務推進部    総務チーム主席部員

山崎　千里　　 業務推進部    総務チーム主席部員

高橋　　 徹　　 業務推進部    総務チーム

小川絵里子　　 業務推進部    総務チーム

7. 東京都多摩川清掃工場（5月30日）
小澤　 　豊　　 工場長

入江　　 勇　　 技術係

櫻井　達也　　 技術係

田口ふみ子　　 東京二十三区清掃一部事務組合    清掃事業国際協力課    主任

島田　紀行　　 東京二十三区清掃一部事務組合    清掃事業国際協力課    主任　

8. 株式会社三井住友銀行（6月2日）
奥山　和則　　 常務執行役員、三井住友銀行（中国）有限公司会長
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今川真一郎　　 グローバル・アドバイザリー部    部長    

伊藤　貴夫　　 グローバル・アドバイザリー部    部長

楊　永　健　　 グローバル・アドバイザリー部    部員

才　　  　鑫　　 ホールセールス統括部    部員　　

川上　秀春　　 本店営業サービス部    部長　　　 

橋場　賢司　　 本店営業サービス部    副部長

木村慎一郎　　 国際統括部    部長

今井　裕彦　　 国際統括部    副部長

井上　大輔　　 国際統括部    業務推進第二グループ長

富田　太郎　　 国際統括部    部長代理

中嶋　一雄　　 国際統括部    部長代理補

見並　晶子　　 国際統括部    部員

榎本みどり　　 国際統括部    部員

柳　欣　伶　　 国際統括部    部員

金　秋　霞　　 国際統括部    部員

9. 早稲田大学（6月2日）
白木　三秀　　 政治経済学部    教授

江　正　殷　　 国際部    東アジア部門長

楊　　 　振　　 国際部    国際課

島田　真美　　 国際部    国際課

沈　向　琮　　 国際部    国際課

※早大生　約40

10. 中国大使館（6月3日）
程　永　華　　 大使

律　桂　軍　　 政治部    参事官

張　沛　霖　　 政治部    二等書記官

孫　永　剛　　 友好交流部    一等書記官

王　　　 麟　　 友好交流部    三等書記官

呂　新　鋒　　 友好交流部    三等書記官

11. JX日鉱日石エネルギー株式会社根岸製油所（6月3日）
佐久間　裕　　 副所長

蔭山　千幸　　 総務グループ シニアスタッフ

伊藤　和弘　　 JX日鉱日石（北京）企業管理有限公司    総務人事部長　

林　　　  琳　　 JX日鉱日石（北京）企業管理有限公司    総務人事部経理
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12. 東芝未来科学館（6月4日）
野田　健一　　 副館長

木下　成雄　　 副館長

鈴木　　 忍　　 営業企画室    中国室主務

橋本　寿江　　 営業企画室

楊　士　倫　　 営業統括部 海外マーケティング担当企画グループ

13. 日比谷松本楼（6月4日）
小坂　文乃　　 代表取締役副社長

高橋　政芳　　 支配人

14. ホテルニューオータニエコセンター（6月5日）
山本　正巳　　 ファシリティマネージメント課    マネージャー

三浦　光昌　　 ファシリティマネージメント課    係長

長嶋　慶一　　 宿泊営業部    国際営業課    セールスマネージャー
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一人一人の心に太陽を
          北京科技大学学生代表

見学日時：2014年5月27日（火） 09:30－12:00
見学場所：オムロン京都太陽株式会社

見学概要 

オムロン京都太陽株式会社はオムロン株式会社と社会福祉法人太陽の家が共同出資して設立した会社である。オ

ムロン京都太陽株式会社は1985年の創立以来、「よりよい社会をつくる」という社訓に基づき、一貫して障がい者に自

分で働くことにより人生の価値を発見させるという環境を作り出すことに力を注ぎ、障がい者に就労の機会を提供して

いる。

スタッフの案内の下、まず私たちが会議室に入ると、谷垣信也社長とCSR担当の吉岡さんから工場の概況説明があ

った。工場の従業員はA型とB型に分かれており、A型は直接太陽の家に雇用された従業員で、２階と３階で働いてい

る。B型は身体に重度の障がいを持った従業員で、訓練者として1階で働いている。仕事の効率を保証するため、作

業台及び生産器械はすべて障がい者の身体状況にあわせた形に設計され、また光と音声によって作業をリードし、

個人の特性に基づいた生産ラインの設計がなされている。この他工場では、常に各種スポーツ活動、旅行やパーティ

ーなどを催して、従業員の生活を精神的に豊かなものにしている。また、従業員の健康診断も定期的に実施している

ので、従業員は大事にされているという温もりを感じている。

 



-17-

 

次に、私たちはグループに分かれて工場を見学した。ここでは快適で人に優しい作業環境が、作業の安全面にお

いて大変重要であるので、作業場の設計配置については特にディテールを重視している。そして障がい者の車椅子

での通過に便宜を図るため、ここにあるドアはすべて自動ドアが採用され、地面はバリアフリー、そしてエレベーター

の空間は広く、さらにドアが閉まるまでの時間は長く設計されている。また作業台は車椅子の作業者に合わせた仕様

になっているので、作業者は手の届く範囲内で作業をすることができ、仕事における負担を軽減している。

作業環境の安全を確保する以外に、従業員の分業ということも大きなポイントである。障がい者の障がいに至った

原因やその程度に基づいて、工場の責任者が合理的な分業を行っている。つまり、両手が完全な者は健常者の助け

を借りながら、タイマー、電源及びセンサーなどの取り付け作業を担当している。知的障がいはあるが、身体的には何

の障がいもない者は、音声と光が先導する中、一定範囲内で移動する必要のある部品の積み分け作業を担当してい

る。身体と知能の両方に重度な障がいがある者は、部品をきまった場所に置くという、最も簡単な作業訓練を行ってい

る。ある知的障がい者は、私たちを見て嬉しくなり、自分のやっている作業を見せようと一生懸命頑張っていた。説明

によると、彼はこれまで、作業において一度のミスもしたことがないそうである。彼ら障がい者はみんな悲しい過去があ

るけれども、幸いにも彼らはオムロン京都太陽株式会社で働くことができている。ここでは彼らはそれぞれ異なる作業

を担当しているが、みんな自信に満ち溢れ、真剣でそして満足げな表情をしていた。
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作業場の見学を終え、会議室に戻り質疑応答に入った。私たちは工場の収益、従業員の残業や採用基準などに

関して積極的に質問をし、谷垣社長や吉岡さんからもそれらの質問に丁寧な回答をいただいた。

知っていますか？ 
問： 工場で働いている障がい者は、自ら就業のチャンスを得たのか？それとも工場側が彼らと連絡を取ったのか？会 

 社の従業員採用条件は？

答： 一般的には、会社が障がい者団体に対して求人広告を出し、障がい者の皆さん自らが工場側と連絡を取る。その

 後工場は面接試験を実施し、技能レベルや身体状況などについて総合的に評価し、ふさわしい人選を行う。

問： 会社は障がい者の皆さんにどのような生活面での保障、配慮や福利厚生を提供しているのか？

答： 会社の周りには、スーパー、病院、運動場などのような様々な便利な施設が整っており、それらの施設にはすべ 

 て車椅子専用通路が設置されている。また会社としては、進んで彼らの心の声に耳を傾けるともに、彼らの生産効

 率や生活利便性を高めるアイテムや施設の開発を続けている。

問： 日本の TV ドラマの中では、日本企業は仕事がきつく、常に残業をしているシーンをよく目にする。障がい者の皆 

 さんにはそうした環境は相応しくない思うが、御社では、生産と従業員の身体的条件という 2 点のバランスをどの 

 ように取っているのか？

答： 工場で働く従業員は、知的障がい者と身体障がい者に分かれており、まず身体障がい者の残業問題については、

 工場としては身体状況に重きを置き、慎重な対応をしている。一般的に、障がい者は 40 歳に身体能力がピーク 

 に達するとされているので、工場ではおしなべて従業員は 40 歳頃になると退職している。その際に役所と連絡を 

 取ることにより、彼らの退職後の生活や保障面を適切に処理している。それと同時に、工場には 24 時間看護師と 
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 心理カウンセラーを配置し、従業員の具合が優れない場合には、すぐに生産ラインから離れ、治療と看護が受け 

 られる体制をとっている。つまり福利と配慮は必要なものであり、またそれがここでは十分なされている。

問： 御社のような障がい者工場のモデルは中国で展開が可能か？オムロン工場は中国でこうした取り組みや協力を 

 したことはあるか？

答： 中国のオムロン大連工場では、すでに多くの障がい者を雇用し業務を行っている。そして障がい者の皆さんによ 

 り多くの就労の機会を提供するために、このような展開は今後も継続して行っていく。

感想
オムロンは一流のセンサーや制御技術を有しており、生産段階で最大限自動化をすれば、より多くの利益を得るこ

とができる。しかしながらオムロンは、このオムロン京都太陽株式会社が現在赤字経営だとしても、引き続き同社の経

営を継続し、赤字については本社が補填していく。これは、「人に授けるに魚を以ってするは、人に授けるに漁を以っ

てするに如かず（人に必要なのは、物ではなく技術である）」という言葉を、真の意味で実行しているといえる。確かに

手作業と半自動化作業では生産効率が大幅に下がるが、オムロンが同社を設立した目的は、障がい者へ働く機会を

提供し、障がい者に人としての尊厳を感じてもらうことなのである。

企業の責任感というものが、ますます一つの企業のレベルを評価する基準になっているが、この責任感は単に企

業の経営陣だけでなく、また企業の従業員に限ったものでもなく、その多くは社会への貢献にかかっている。オムロン

京都太陽株式会社は、まさにこれを見事に体現している。やってきたことの多少にかかわらず、彼らは今なお努力を

続けている。これは私たちが学ぶべきことである。すべての企業がそれぞれの社会的責任を自ら担い、それにより私

たちの社会や生活がより良い方向に変わっていくことを願っている。
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大阪大学での交流学習
          国際関係学院学生代表

見学日時：2014年5月27日（火） 13:30－18:00
見学場所：大阪大学  吹田キャンパス

見学概要 

来日の2日目、第14回「走近日企・感受日本」代表団一行は日本の有名な7大旧制帝国大学の1つである大阪大学

を訪問した。

車で大阪大学に向かう途中、同大学には広大で美しいキャンパスがあることを知った。実際にキャンパスに入って

みると、道路の両側には青々と茂る並木道、そしてあまり高くないが長い歴史を感じさせる趣のある建物などがあり、

至る所に点在する芝生の植え込みには様々な草花が咲き乱れていた。そしてそれらすべては生気に満ち溢れ、重な

り合って風情を醸し出していた。

まず、吹田キャンパスの2号館で先生方や学生の皆さんと挨拶を交わした後、大阪大学の紹介ビデオを見た。その

後、同大学の専門家の案内により、大阪大学レーザーエネルギー学研究センターを見学した。同研究センターは日

本一の規模と設備を有している。

センター見学後教室に戻り、大阪大学の学生たちと一緒に6グループに分かれ「中国と日本の文化」、「環境問

題」、「大学生活」、「中国と日本の就職情況」という4つのテーマから1つを選び、ディスカッションを行った。その後、

各グループはそれぞれの討論の成果を発表しあった。中には、日本の女子学生の理想の夫選びの条件である「三高

（高学歴・高収入・高身長）」と「四低（低姿勢・低リスク・低依存・低燃費）」や中国の現代の結婚観などについて討論し

たグループもあり、興味深く生々しい発言がみんなの笑いを誘った。また別のグループでは、中日両国の大学生活の

違いについての話題になると、ユーモアやジョークが飛び出しみんなお腹を抱えて笑ったが、同時に考えさせられ、

そして反省させられる点も多かった。

その後、大阪大学の先生方や学生の皆さんが私たち代表団のために盛大なバイキング形式の懇親会を催して下

さったので、学生の皆さんと交流の機会を持つことができた。私たちは、多くの大阪大学の学生が今回の交流会を非

常に楽しみにしていて、時間を割いて自発的にこの交流会に参加してくれたことを知った。そして、参加した学生の多
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知っていますか？ 

大阪大学は日本有数の総合研究型の国立大学であり、1838年に緒方洪庵によって創設された適塾を源流として

いる。当時、緒方洪庵はフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトを手本として医学の私塾を設立したが、その後私塾は

改組し、大阪府立医科大学となった。1931年、大阪府立医科大学は国立大学となり、当時日本で6番目の帝国大学

となった。そして1933年、大阪工業大学と合併し、戦後に改組して新制大阪大学となり、2007年には大阪外国語大学

と統合した。国立大学の中で外国語学部を設置しているのは、大阪大学と東京外国語大学だけである。整理統合の

後、大阪大学には医学部をはじめとして、11の学部と、16の研究科が設立された。大学の理念は、「地域に生き、世

界に伸びる」（英語：Live Locally, Grow Globally）である。

ビジネス業界の上層部で活躍するOBが多いことも大阪大学の大きな特色である。そのうち知名度が最も高いの

は、日本初のノーベル物理学賞受賞者、湯川秀樹氏である。その他の著名人には、経済界ではサントリー元会長佐

治敬之氏、ソニー元会長盛田昭夫氏、科学技術界では、石油精製業の岡林次男氏、製鉄業の高橋孝吉氏、通信業

の原田安雄氏、水野健次氏がいる。学術界では、湯川氏以外に、文化勲章の受章者が13名、日本文化功労者が15

名、日本学士院恩賜賞が10名、日本学士院賞が29名など、多くの人材を輩出している。

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター：日本国内で最先端の加速器プラントを有し、大型レーザーシステ

ムによる核融合実験を行っているが、これは世界最先端の技術である。

くが中国に対してとても友好的で、将来中国に行って旅行や仕事をしたいと考えていることを知り、とても嬉しかった。

今回の交流会を通して、中日両国の大学生には学業、生活、文化理解の面でいくらか違いがあることを感じたが、そ

れと同時に、両国の若者に共通する若々しさや好奇心、両国の平和友好への熱い思いもはっきり見届けることができ

た。学生の皆さんとの別れの時間が近づいたとき、私たちは異国の友人との出会いがこんなにも美しく、またこんなに

もあっけなく終わってしまうのかと、名残惜しく、離れがたい気持ちで胸が一杯になった。しかし、友情は心の中に永久

に生き続け、この友情の花は今後も中日両国の人々に平和と友好をもたらしてくれると信じている。



-22-

感想
大阪大学には快適で人に優しいキャンパスがあり、勤勉に実務に励む教授や学生がいた。日本の7大旧制帝国大

学の1つとして貴重な大学だが、大阪大学には異質なものや相反するものをまるごと受入れる気風もあり、学生の考え

方は大変アクティブで開放的だ。いま大阪大学は優秀な先生や学生にリードされながら、国際化に向けて前進してい

る。私は尊敬の念を抱いた。

                                                                     ――陶浩博    

大阪大学の学生との交流時間はほんの短いものだったが、日本の大学生はアクティブな考え方をし、視野が広い

と感じた。中国の大学生に比べ、日本の大学生にはより多くの自由な時間があり、それをさまざまなサークル活動、ア

ルバイト、専門研究などに充てている。それに対して中国の大学生は、熾烈な競争を勝ち抜くために、ほぼすべての

時間を勉強に充てざるを得ないという状況だ。だから、大学生活は日本の大学生ほどバラエティに富んでもいないし、

自由気ままでもない。しかし中日両国の大学生はみんな夢を抱き、ほとんどの学生が中日両国の友好促進のために

微力ながら自分の力を尽くしたいと切望していることは否定できない。小異を残して大同につく、相互学習、相互交

流、相互理解、これらは私たちが共に努力していくべきテーマだろう。

                 ――楊蒨

大阪大学のキャンパスに入ると、学生たちが三々五々歩きながらよく問題を議論し合う様子を目にし、ここはアカデ

ミックな雰囲気に溢れた大学だと感じた。この他、日本独特のシンポジウム形式の討論会では、それまでは見知らぬ

者同士だった私たちが、ほんの数十分で互いを知り、啓発し合い、交流し、互いの考えをぶつけあった結果、素晴ら

しい発表をすることができた。私はこういうやり方にも大変興味を引かれた。

――王海玲

大阪大学の見学で最も印象深かったのは、レーザーエネルギーシステムである。私は文系の学生なので、説明を

聞いただけでは分かったような、分からないような感じだったが、こういう新エネルギーの開発は将来の生活に非常に
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重要な意味を持つと感じた。そして、説明担当者は、私たちがあまり分からないとしても、変わらずに真剣に詳しく解

説して下さった。そして、せめて概略だけでも理解してもらおうと、簡単な説明に切り換えて下さった。

――吴珂

討論会では、同じグループの大阪大学の学生と、中日両国の大学生の余暇の過ごし方についてディスカッションを

したが、実際には両国の学生にはあまり大きな違いがないことが分かった。大学で行われる活動に積極的に参加する

学生は中日どちらにもいるし、同様に勉学に全精力を傾ける学生もどちらにもいる。しかし、中国の学生の多くは学生

会に参加しているが、日本の学生は中国に比べ、おしなべてアルバイトをしている。キャンパス見学や懇親会の際に

は、大阪大学の学生も私たちと積極的に交流したが、私たちの間には、日本のTVドラマ、アニメ、映画等のような数多

くの共通の話題があることに気が付いた。しかし、交流する中で、ほとんどの中国の大学生は、多少は日本文化を理

解しているが、日本の大学生の中国に対する理解は不充分だという現実にも気が付いた。私たちは日本文化を理解

し、学ぶために日本を訪問したが、それと同時に中国文化、中国の真の姿を日本の友人に伝えるという使命も担って

いる。だから、このような相互交流はより大切だと考えている。中日両国のより多くの大学生が心の扉を大きく開いて交

流することにより、相互理解を深め、誤解を取り除くよう心から願っている。

――黄馨蔚

日本で第3位に名を連ねる大阪大学には素晴らしい施設があるが、特に理工系や医学に強い同大学には、世界を

リードする実験施設があり、その中で一番印象深かったのは、レーザー実験施設である。これは、国の科学研究プロ

ジェクトであり、すべての実験施設は規模が大変大きい。政府の出資で大学に最先端の実験施設を作り、その最先端

技術に学生が触れることで、学生たちの意識を高めることができる。ひるがえって中国を見ると、国内のトップレベルの

大学でもこんな最先端の実験施設はほとんどなく、大学生も基本的には模型をいじっているだけである。よって大学

生の実践能力の養成という面では、私たちの歩む道はまだまだ長い。

                                                                   ――柏旭
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トヨタの競争力はどこからくるのか
          北京交通大学学生代表

見学日時：2014年5月28日（水） 09:30－13:00
見学場所：トヨタ自動車元町工場、トヨタ会館

見学概要 

私たちが見学したトヨタ元町工場は、トヨタの日本国内で2番目に大きい工場で、1959年に設立された。クラウン、

マークX（エックス）、エスティマハイブリッドらはこの工場における傑作といえるもので、2013年にはこの工場で11.8万

台の車が生産されている。トヨタ会館は、1977年にトヨタ自動車創立40周年を記念して設立され、2005年にリニューア

ル。環境や安全に関する取り組み、最新技術やトヨタ生産方式などを紹介する展示を行っている。館内には更にレク

サス新型車の展示やロボット演奏などもある。私たちの今回の見学は2つの部分に分かれており、まず初めに工場を

見学した。私たちは1台の車が生産されるまでの具体的な流れと、生産ラインの効率化のためのスタッフの合理的分

業について知ることができた。私たちはまた、車両への座席やドアそして窓の据え付けといった機械作業の様子を見

学した。次に私たちはトヨタ会館を見学した。トヨタ会館はトヨタ自動車が自社の宣伝を行う場所とも言え、私たちはここ

でドライビングシミュレータによる車の安全性能やコーナーを曲がる際の車の反応など、トヨタの先進技術を体験する

ことができた。その他、今後市場をリードしていくトヨタの最新車種も見学することができた。
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知っていますか？ 
問： トヨタの「JIT」理念への理解及び対応措置はどういったものか？

答： トヨタは「JIT（ジャストインタイム）」理念を一貫して継続している。現在その理念は会社の生産ラインを含む至る所 

 に浸透しており、トヨタの 3S 精神の代表格となっている。私たちが見学した元町工場では、この「JIT」理念が見事 

 なまでに実行されている。生産ラインの各工程では在庫がほとんどなく、行き来する運搬車が整然と各工程で必 

 要な部品を運んでいる。アンドンは各生産ラインの状況を随時報告するため、問題処理のスピードが非常に速い。

 見た目多くの人力を投入した生産過程だが、その後の検査過程に余裕を持たせることで製品の品質を高め、さら 

 に資源の節約も達成している。こうした点がトヨタの競争力につながっている。

問： トヨタがその他の日系自動車企業との競争において、その旺盛な競争力を維持できている理由は？

答： お客様がトヨタを選んだから。これこそがトヨタの製品とサービスへの最大の肯定であり、トヨタが競争力を維持でき 

 る源である。そしてトヨタはコストの削減により自身の競争力を高めてきた。日本国内の要素費用は下げる余地が 

 ないため、トヨタ自動車が全世界でコスト競争力を維持できる理由には、主に「トヨタ生産方式」による効率アップ 

 を通して一つの製品における固定費用を下げていることが挙げられる。中国内の多くの低コスト企業にとっては、 

 トヨタ生産方式は学ぶに値するものである。

問： トヨタはこれまでの発展の歴史においてどのような困難に直面したか？

答： 1960 年代、日本では自動車が普及し始め、トヨタも自動車の大量生産計画があったが、この頃の最大の問題は 

 自動車部品の製造メーカーがなかったことである。

1972 年のオイルショックで、トヨタは石油価格の高騰と品薄に直面。当時トヨタはアメリカや東南アジア向けに

自動車を輸出しており、このオイルショックにより、生産コストの低下と燃費のさらなる向上が求められる結果となっ

た。それらの課題に対応した結果、特にアメリカ市場において、トヨタをはじめとする日系自動車メーカーは現地メ

ーカーよりも優れた結果を出したため、アメリカでの市場比率拡大につながり、結果、困難な局面を打開すること

ができたのである。

また 1970 年代初め、アメリカの一部の州においてガスの排出基準が引き上げられ、当初はその達成は不可能

だと思われていたが、試行錯誤を経て、トヨタやホンダが最初に現地の厳しい排出基準をクリアしたのである。これ

はアメリカでの大きな難関であったが、トヨタはその対応に成功することができた。

そして 1997 年にはアジア通貨危機が発生したが、過去の危機に比べ、その規模や波及範囲も小さく、先進国

に対する打撃は比較的小さなものであった。
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感想
今回のトヨタの見学では、私たちは実際と理念という2つの側面から、トヨタの生産から販売までの全過程を比較的

深く知ることができた。これから、実際と理念という2つの側面から今回の見学での感想を述べたいと思う。

実際―私は即ちトヨタの生産全体におけるスムーズさと安定性だと思う。元町工場では、私たちは生産ラインを

隅々まで見学したが、そこに秘められた妙は言うまでもない。トヨタ工場の生産における高効率について、生産時に守

るのは3点（1.必要な時、2.必要な量、3.受注順）である。生産過程における在庫ゼロの実現を目指すJIT理念には、

視野の広がる思いがした。昼食時の質疑応答では、トヨタの幹部の方が私の母校の同級生である趙汝豪さんの質問

に答える形で、JIT理念の形成とその実現について詳しい解説をしてくれた。元町工場内で印象深かったものが3つあ

る。1つめは、生産ラインにおける混流生産である。これは生産ラインへの要求が高く、高性能の感応装置や電気制

御装置が必要となる。ちょうどその点が気がかりに思っていた時に、元町工場ではその多くが人による組立であること

に気が付いた。2つめは「アンドン」である。これは生産ラインにおける不具合の後工程流出を防ぐためのシステムであ

り、私はこれに日本企業の細やかさを見た思いがした。そして3つめは「カンバン」である。これは生産ラインにおける

納品情報や生産指示情報が記されたもので、カンバンを見ればそれらの情報が一目瞭然となり、工場スタッフが業務

量を把握する基準となっている。私は以前フォルクスワーゲンのガラス工場を見学したことがあったため、自動化設備

は見たことがあったが、トヨタの大勢のスタッフによる組立はドイツ企業のそれとは全く違っていたため、これこそが日

本の自動車企業が成功した大きな秘訣なのかもしれないと思った。

理念―私は即ちトヨタの成功の礎であると思う。トヨタの販売理念はお客様（顧客）本位で、顧客に100％の満足を

届け、顧客のパートナーとなり、そして信頼関係を構築するというものである。トヨタ会館ではトヨタ自動車の発展の歴

史や現状分析、そして未来への展望などを見学できたが、それら全てが顧客本位を核心としており、文化的活動の発

展や技術レベルの向上などにつなげている。そしてそれら全てがこの巨大企業を支える強さの秘密となっている。よっ

て販売理念であれ生産理念であれ、それらはいずれもトヨタの常に時代の先を行くという意識の産物であり、それは海

外企業には真似のできないものである。

以上2つの側面から分析をすると、私たちはトヨタが世界の自動車販売量でトップにあるその理由が分かってくる。

よって私たちは、その精髄ともいえる観念や進んだ理念を持ち帰り、自分自身への新たな位置づけに役立てる必要が

ある。
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心を込めて優秀な作物を育てる
          中国石油大学学生代表

見学日時：2014年5月28日（水） 14:30－16:00
見学場所：静岡県農林技術研究所

見学概要 

私たちは静岡県立農林技術研究所を訪れた。静岡県は日本の中部に位置し、太平洋に面しており、面積は

7780km²、年間平均気温は16～17℃、そして年間降水量は1800～2500mmである。湿度のある温暖な気候を利用し

て、研究所では静岡特産の茶葉や瓜類、そして野菜や花きなどを生産している。静岡県農林技術研究所ではこれ以

外にも栽培技術、生産環境、新品種開発、資源利用など多くの研究分野があり、静岡県ひいては日本全国における

重要な農業開発および指導拠点となっている。また研究所では現地の農家がより高品質な農作物を生産できるよう、

研究成果を現地の契約農家に提供している。そして研究所の隣には静岡県立農林大学校があり、農業を志す学生を

招き入れている。学生は農業知識を学ぶと同時に、研究所にてその実践を行い、新製品の研究開発やその普及など

を身をもって体験することができる。

5月28日午後、私たちはバスで静岡県にやってきた。先生が言うにはここは日本の農村地区とのことだったが、高層

ビルが無いこと以外には、都市と何ら変わらない印象を受けた。農林技術研究所に到着するやいなや、自然と建物が

見事に調和されている景色を目の当たりにした。そして出迎えの方々が早々に待っていらしたので、私たちは遠くから

彼らに手を振り挨拶をした。

スタッフはまず私たちに静岡県の農業について紹介し、その後研究所を案内してくれた。

ここでは、日本の科学技術の粋を集めた世界でも最先端の技術を使った野菜や果物の栽培拠点を見学した。ここ

の栽培用温室のコストは非常に高く、温度や湿度は半自動制御となっており、しかも温室内の土壌はすべて研究スタ

ッフ自ら配合し、蒸気による焼き土を行っているため、生産される農作物は高い栄養価を持っており、市場でもその品
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質と生産工程から非常に高値で取引されているが、それでも高い人気を誇っている。研究所では現在、高度な機械

化と自動化設備を備え、高品質の商品を生産している。

静岡県には多くの農産品がある。静岡県北部は比較的寒く、りんごや梨、そしてじゃがいもなどの生産が主で、比

較的温暖な南部では、茶や柑橘類の生産が主となっている。その中で生産量が最も多いのは茶で、その次が柑橘類

となっている。全国的に見ても静岡県は茶の生産量が最も多い地域である。またチンゲン菜やバラも全国で2番目の

生産量を誇っており、椎茸の生産や魚の水揚げも多い。

紹介によると、静岡県農林技術研究所は1900年に設立された静岡県の5箇所の研究所の1つとのことである。この

研究所では主に野菜や花き、稲の栽培そして防虫の研究を行っている。また研究所の敷地面積は22ヘクタール、そ

して温室は0.7ヘクタール、田畑は7ヘクタールである。

私たちはスタッフの引率の下、花などを栽培している温室を見学し、それらにまつわる質問を行い回答を得た。そし

て広い芝生の上に横になると、自然との一体感を感じることができた。

知っていますか？ 
問： 何故静岡県は農業に適しているのか？

答： 静岡県では温暖な気候条件と変化に富む自然環境を利用して、多くの農産物を生産している。その中でも代表 

 的なのは茶と柑橘類で、それぞれ全国 1 位と 2 位の生産量を誇っている。それ以外にも温室メロンやイチゴなど 

 があり、またバラやガーベラの栽培も盛んで、新技術や新品種などを採り入れて全国向けに高品質の農産品を提 

 供している。そして静岡県は牧畜業や漁業も盛んである。

問： 研究所ではどのような独自技術や独自措置を採っているのか？

答： 温室の外には専用の温度調節装置（灯油燃焼）があり、温室内の温度を調節している。そして温室内では部分的 

 に無土壌栽培が行われている。それ以外にも太陽光発電装置による給電やイチゴ無病苗の栽培温室なども見か 

 けた。

感想
機械の大きな音が鳴り響くトヨタ元町工場を離れ、私たちは午後、富士山のお膝元である閑静な静岡県にある静岡

県農林技術研究所にやってきた。都会での生活に慣れた私たちは、今日研究スタッフと共に温室で無土壌栽培や蒸

気による焼き土といった現代農業における先端技術を学ぶことができた。中国には「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦（お皿

の上の米の一粒一粒が苦労の塊であることを、一体誰が知っているのだろうか）」という古い詩があるが、研究スタッフ

の詳細な解説と自らの実体験により、私たちは初めて、種蒔きから収穫に至るまでどれだけの手間とスタッフの努力が

必要なのかを理解した。日本人はとてもテーブルマナー（食卓作法）を重んじており、食事の前には「いただきます」そ

して食後には「ご馳走様でした」と言う。これは食事を共にする人への尊敬といったものだけではなく、大自然の恵み

への感謝の気持ちの現れであろう。

以前の訪日団でもこの地には何度も訪れており、いずれも研究所のメロンの食感の改良について語っていたのだ

が、今回は残念ながらメロンを味わうことはできなかった。しかし、ひまわりの栽培の部分で研究スタッフのひたむきさ

を感じることができた。開花期を伸ばすため、研究スタッフは従来の栽培方法と無土壌栽培、温度や湿度そして日光

量のひまわりの生長への影響について幾通りもの比較実験を行い、最終的に最も優秀な種を現地の農家に提供して

いる。農作物の安定的増産や農家の生活レベル向上のために、こうした長期間の業務も厭わない彼らの姿勢は、私

たちの将来の仕事に対する姿勢と言う意味で模範を示してくれるものであった。
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研究所の門の前にある農林大学校の校訓「耕土耕心」と

いう言葉に興味を引かれた。土を耕すことは自分自身を育

てることにもつながるのである。つまりきらびやかな都市生

活から離れて、汚れの無い場所で自分自身を見つめ直し、

人生特有の価値を実現することである。正に光輝、敬慕、

熱愛といったひまわりの花言葉のように、静岡県農林技術

研究所の研究スタッフは自然を敬い、自分の青春の全てを

農業に捧げている。

遠くにある富士山の神聖で清らかな美しさを眺めながら、

人々の土を耕す喜びに接すると、青い空や白い雲、そして

緑の野原は皆私たちの財産で、大切にしなければいけない

と思った。
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三井物産の訪問
         北京第二外国語大学学生代表

見学日時：2014年5月29日（木） 16:00－19:30
見学場所：三井物産株式会社（東京都千代田区大手町1丁目2番1号）

見学概要 

5月29日午後、第14回「走近日企・感受日本」中国大学生訪日団一行は、東京都千代田区にある1947年7月に設

立された三井物産株式会社の本社を訪問し、熱烈な歓迎を受けた。始めに顧問の瀬戸山氏から、三井物産は中国

大学生訪日団に対して支援を行うというご挨拶を頂いた。次に戦略研究所アジア室の平塚室長から、マクロ経済、中

日貿易及び三井物産という総合商社のコンセプトについて説明があり、併せて質疑応答の時間が設けられた。最後

に懇親会の席では、私たちは三井物産の室長、ホームステイ先の社員及び中国人社員の皆さんとお互いに膝を交え

て忌憚なく話し合うことができ、私たちの日本企業訪問を通しての交流学習はより深いものとなった。

現在、三井物産株式会社全体の組織構成は、本社+海外三極+α体制をとっており、従業員は48,090名、総資産

は1098億米ドルである。全世界にある事業所及び海外事務所は併せて145ヵ所（日本国内12ヵ所、海外133ヵ所）、子

会社及び関連企業の総数は410社で、67の国と地域に分布し、全世界に広がっている。三井物産は総合力の育成

のために、マーケティング、金融、物流、リスク管理及びIT/プロセス構築能力という5大機能を、金属、設備•インフラ、

化学品、エネルギー、生活産業、新世代•機能推進という6大核心分野に結集して、幅広く各種ビジネス事業活動を

展開している。三井物産の優位性を利用して現在行われている重点業務は、炭化水素、資源（地上、地下）•原材料、

食糧•農業、インフラ、運輸システム、医療•保健、衣食住•高付加価値サービスなどで、日本国内ないし世界各地に広

がるビジネスパートナーのニーズに合った高付加価値のサービスやソリューションを提供している。この他に三井物産

株式会社は社会貢献活動にも尽力している。例えば2006年から2015年までの毎年3月に北京大学で開催される冠講

座、そして三井物産環境基金の創設では463の環境関連プロジェクトに助成を行い、約50億円の資金を投じている。

その中には中国内モンゴルや雲南などでの植林造林プロジェクトも含まれている。
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知っていますか？ 
（1）総合商社三井物産の歴史とイノベーション

①  経済高度成長期（1960-70 年初頭）主としてエネルギーが石炭から石油へと転換され、重化学工業産業の発 

  展の基礎を打ち立てるために、原料及び燃料の安定的な仕入れを実現し、伝統的な仲介貿易以外に、海外 

  の大型投資プロジェクトにも参画した。

② コンピューター、情報通信などのハイテク産業の発展、ファッション、飲食業など消費者関連事業やボウリング 

  などのレジャー産業。

③ 物流ネットワーク型。商品取引と中国企業関連業務のグレードアップ。製造、物流などの事業を通してのバリュ 

  ーチェーンへの参画。

④ 物流機能や情報力、そして協力パートナーとの密接なつながりの最大限利用に向けた事業投資、資源とエネ 

  ルギー、インフラ及び生活産業への投資による、事業の創造と事業価値の向上。

⑤　混合型。物流ネットワーク型と事業投資型の融合。

（2）日本の対中投資を妨げている主な要因

知的所有権保護システムの不健全さ（51.3%） 労働コストの上昇（50.8%） 法制の不健全さ（44.5%）資金回収問題（40.3%） 

労務問題（22.3%） 為替レートリスク（20.5%） 税務リスク（18.9%)

（3）中国資本企業の対日投資の目的及び分野

目的：日本企業の技術とブランド、日本企業の管理経験の吸収、日本市場の開拓

分野：製造業、ソフトウェア開発、小売業

（4）中国資本企業が対日投資において直面している主な問題

1. 投資コストが高い（東京の場合、アメリカの 7 倍で、ドイツの 5 倍） 

2. 政策面の問題（行政手続が複雑、個別業界への投資を制限、限定的な優遇政策） 

3. 金融 • 為替レートリスク、資金調達の制約

4. 部品仕入れの制約 

5. ビザ手続の煩雑さ 

6. 日本の企業制度が国際基準と異なる 

7. 中日の間には、歴史認識の違いと相互理解の不足により、非常に多くの誤解が生じている。中国資本企業は日  

   本の投資環境に対して認識不足であり、一部の日本企業は中国資本企業への対応がアンフェアである。
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感想
三井物産の前身はかつて日本最大の財閥の一つであり、日本の経済界で権勢を誇り、政界でも非常に強い影響

力をもっていた。しかし現在の三井物産は新しく生まれ変わり、封建的な財閥から現代的企業へと完全な転換を遂げ

ている。常に自らの経済価値を実現するとともに、中日友好交流の推進への投資を行っている。今回の活動の出資

者の一人はこの三井物産である。

三井物産の業務範囲は、鉄鋼製品、金属資源、インフラプロジェクト、自動車、船舶、航空、化学品、エネルギー、

食品及び小売、消費サービス、情報事業、金融市場、物流などであり、取り扱っていないものはないと言っていい。ま

さに三井物産のスタッフが言うように、「我々には何の技術も設備もない、我々一人一人の従業員の懸命な努力によ

って、お客さまに各分野の上質なサービスを提供する」ということかもしれない。よく考えてみると確かにそうだと思う。

彼らは総合商社であり、製品を作るいかなる技術や設備の能力もなく、自らの頭脳と二本の足を頼りに市場で必死に

頑張るしかないのだ。商社の仕事は非常にチャレンジ性に富んでいるため、日本の「商社人」はみんな誇りをもって

いる。私たちが日本でナンバーワンのこの総合商社を訪問した際の最大の収穫は、この誇りに触れることができたこと

だ。そしてこの誇りにより、日本企業の従業員は毎日元気一杯で仕事に全身全霊を捧げ、自分の会社に利益を生み

だすために努力し、自分の才能を発揮している。

日本の従業員のこの責任感と使命感に関しては、中国の同業者は手本とするべきである。責任があってはじめて、

責務を担うことができ、使命があってはじめて、仕事に打ち込むことができる。両者がうまく結合してはじめて、より良く

発展の道を前進することができる。「他山の石以て玉を攻むべし」、中国人は海外に目を向け、自分自身の目で外国

の先進的なものに触れてはじめて、自分の足りないものを認識できる。そして外国に謙虚に学んではじめて、自分自

身の目標をより早く達成することができる。
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全日空
          北京語言大学学生代表

見学日時：2014年5月30日（金） 09:20－12:20
見学場所：全日空（全日本空輸株式会社）

見学概要 

今日は全日空の訓練センターを見学した。簡単な説明の後、見学が始まった。

まず訪れたのは救難訓練館である。ここでは、運航乗務員や客室乗務員が非常時救難訓練に用いるシミュレーシ

ョン用航空機と避難シューターを見学した。次に、パイロットの訓練用フライトシミュレータの中で、目が眩むほどの沢

山の計器パネルを目の当たりにし、さらに航空機の操縦感覚を体験した。続いて、航空機内の厨房に関して乗務員

から詳細な説明があり、最後にシミュレ―ション用航空機の客室内で衝撃防止の姿勢や救命胴衣の着用方法につい

て訓練を受けた。
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知っていますか？ 
問： 全日空は企業価値についてどのように保護し、また向上させているのか？

答： 全日空はお客さまのプライバシー保護をとても重視しており、この点は業界内でも一流である。事故等の問題が 

 起こった場合には、速やかにウェブサイトに発表し、不安を根本から取り除き、お客さまに最良の心のこもったサ 

 ービスを提供している。企業価値の向上という点について、全日空は社会貢献をとても重視している。まず環境保 

 護については、全日空は資金を拠出し様々な環境保護活動を行い、また世界各国で定期的に植樹活動を行っ 

 ている。また全日空は各界の人々の見学を心から歓迎しており、小中学生にも見学日を設け、真の全日空を体験 

 いただいている。

問： 救命胴衣の着用方法は非常に煩雑だが、実際に緊急事態が発生した場合、乗客は本当に効果的に救命胴衣を

 使用することができるのか？

答： 各航空機では、離陸前に必ずキャビンアテンダントから乗客に対して救命胴衣の設置場所の確認とビデオ放映 

 による着用方法の説明がなされる。しかも各航空機には通常、目的地ごとにその現地の言葉を話せる乗務員が配

 置されている。例えば、東京発北京行き航空機には、中国語を母国語とするキャビンアテンダントが必ず一人乗 

 務しており、緊急事態が発生した場合には、乗客を速やかに誘導することができる。小中学生や各界の皆さんが 

 見学する際にも、救命胴衣の着用を体験いただき、その普及に努めている。
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感想
私たちは全日空を訪問する前、同社に関する多くの情報を入手し、同社はアジア最大の航空会社の一つで、スタ

ーアライアンスのメンバーの一員でもあり、また世界のトップ500企業の一つだということを知っていた。北京語言大学

の訪日メンバーは、日本語を学んでいるため、全日空のサービスの質の高さについては多少は聞き及んでいた。キャ

ビンアテンダントは常に微笑みをたたえ、決して嫌な態度を見せることもなく、機内も非常に清潔に保たれているが、こ

うした情況は中国国内では非常に少ないそうである。今回私たち訪日団は幸運にも、北京発関西国際空港行きの全

日空機に搭乗したため、同社の見学前に身を以って全日空の各種サービスを体験でき、様々な点に感銘を受けた。

見学において最も感銘したのは、全日空の安全への重視度合と、そして安全をベースとした上で可能な限り親しみ

やすいサービスを提供する、つまり乗客を第一に考えるという点である。幸いにも私たちは今回エアバッグの使用方

法を体験することができたが、この体験を通して、全日空機の安全性に対してより自信を深めた。またキャビンアテン

ダントが機内で提供する様々なきめ細かいサービスを目の当たりにしたが、キャビンアテンダントの高い素養に驚くとと

もに、きめ細かいサービスの持つパワーも再認識した。

そして当然ながら一番の収穫は、本物の航空機を操縦する「フライトシミュレーション」を体験できたことである。フラ

イトシミュレーション装置は非常に衝撃的で、操作過程ではシミュレーション操作をしているという感覚はほとんどなか

った。富士山方向にフライト中には、足元には東京の大地、そしてそこに建つビルや茂る木々が見えたが、あまりにも

リアルだったので、自分が本当にコックピットに座り、航空機を操縦して目的地まで飛んでいるような感覚に陥った。空

を飛ぶこと、これは私たちが幼いころからずっと夢見てきたことだったが、残念ながらパイロットにはなれなかった。その

ため、今回貴重な体験をさせていただいた全日空には心から感謝している。

帰国する際に搭乗する全日空機が中国の大地に着陸するとき、今回見学した様々な事柄を再度思い起こし、そし

てこの経験が私たちの記憶の中のハイライトとなるよう願っている。
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高級感あるゴミ処理場
          北京交通大学学生代表

見学日時：2014年5月30日（金） 14:00－16:30
見学場所：多摩川清掃工場

見学概要 

東京二十三区清掃一部事務組合所属の多摩川清掃工場は、東京の多摩川沿いに位置している。2000年から東

京二十三区清掃一部事務組合に編入され、多摩川区域のゴミ処理を行っている。

多摩川清掃工場は、ゴミ処理とゴミの再利用を一体化した清掃工場である。まずは運ばれてきたゴミを可燃ゴミ、不

燃ゴミ、粗大ゴミに分ける。可燃ゴミ（大部分がこれに該当）については、火格子焼却炉に運ばれ焼却処理がされる。

焼却炉全体の制御は、中央制御室で行われる。私たちはこの中央制御室と焼却装置を見学し、進んだ設備や中央

制御室スタッフが焼却炉の各数値を調整している様子を目の当たりにした。焼却処理を経たゴミは最終的にスラグと

なり、そのスラグは土木資材などとして活用され、また焼却時の熱エネルギーも、熱供給や発電など十分な再利用が

されている。そして不燃ゴミと粗大ゴミは破砕処理の後、ゴミ中の金属物質を選別し、残ったゴミは埋め立てられる。ま

た埋め立ても、環境への負荷を極力減らすという原則の下行われている。また私たちは今回工場内の環境面の見学

も行ったが、想像していたゴミ処理場の鼻を突くにおいはなく、とても緑化された美しい工場だったという点が印象深

かった。
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知っていますか？ 
日常生活において、私たちは皆、ゴミの傍を通りかかるときに鼻をつまむといった経験をしたことがあるはずで、なぜ

ならゴミから発せられる嫌な臭いや、その付近を飛び交うハエや蚊そしてゴミから流れ出る汚水などに耐えられないか

らである。しかしながらここ多摩川清掃工場に来てみると、とても清潔なゴミ処理工場だということに気が付く。実のところ、

臭くないゴミや汚くないゴミはなく、その処理の仕方が違うだけなのである。

問： 多摩川清掃工場ではゴミの臭気による周辺住民への影響をどのように抑えているのか？

答： 工場ではゴミのプラットホームに「エアカーテン」が設置され、高速で吹き出る空気により、ゴミの臭気を遮断してい 

 る。またゴミバンカは外界の大気環境とは直接接することはなく、バンカ内の空気は焼却炉に送られ燃焼されるこ 

 とで、臭気成分が分解される。

問： 東京の各区では、各家庭のゴミはいかに収集および運搬されているのか？

答： 東京の各区では、ゴミの種類により収集場所が決められており、季節毎のゴミ排出量や各地域の実情に合わせた、

 きめの細かい作業計画を定め、効率的な作業を行っている。また、ゴミの種類により運搬方法を定めている。

  可燃ゴミは清掃工場における処理の重点として、小型プレス車などで直接清掃工場に搬入する。

問： 清掃工場でのゴミの焼却は環境に影響を与えるのか？

答： 多摩川清掃工場には、ゴミ計量機、プラットホーム、ゴミバンカ、ゴミクレーン、押込送風機、焼却炉、ボイラー、減温塔、

 ろ過式集じん器、洗煙設備、触媒反応塔、誘引通風機、汚水処理設備などといった可燃ゴミ処理システムがある。

  可燃ゴミは、焼却後にはその容積が約 20 分の 1 となり、焼却灰となる。その焼却灰を再度高温で溶融しスラグ 

 化すると、その容積はさらに約 2 分の 1 となり、埋め立て処理量を大幅に減らすことができる。またスラグは土木資

 材などに活用が可能である。
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  多摩川清掃工場では、ろ過式集じん器、洗煙設備、触媒反応塔、汚水処理設備などで、ゴミ処理過程で発生 

 する灰じんや、ダイオキシン、塩化水素、二酸化硫黄、窒素酸化物などを効果的に処理、分解し、有害物質の大 

 気中への流出を防いでいる。

問： 多摩川清掃工場はいかにエネルギーを有効利用しているのか？

答： ゴミの焼却の際に発生する熱エネルギーは、発電や熱供給などに有効利用されている。工場で作られた電力や 

 高温水は工場内施設で利用され、購入電力や燃料費の削減につながっている。この他、余った電力は電気事業 

 者へ売却する。2012 年、東京都内の清掃工場で合計 5 億 7000 万キロワットの電力が売却された。これは 16 万 

 戸の家庭の 1 年間の使用電力量に相当する。

感想
ゴミは私たちの生活において常に接しているものであり、ある意味生活における「必需品」とも言える。またゴミは人

類活動の産物であり、最も長い歴史を持つもので、常に人類生活と共にある。ゴミの氾濫とそれに伴う環境汚染という

一種の公害は、近代工業社会、特に都市化の結果である。人類文明の進歩の副産物としてのゴミに対して、人類は

同じく文明的な方法で対応する必要がある。ゴミを理解し、ゴミへの対応方法を理解することは、21世紀に生きる人間

の基本的素養の一つである。

多摩川清掃工場の見学を終え、最も感動した点は、工場のゴミに対する定義である。ゴミは捨てるものだが、もしそ

れがまだ利用価値があり、再度原材料に生まれ変わるのであれば、つまりそれはゴミではないのだ。そのため、清掃

工場に運ばれるのはゴミだが、処理を経て生まれたものはもうゴミではなく、スラグなどの土木資材といった有用なもの

であり、ほんの僅かなゴミが埋め立てられるだけである。

私たちは広大な土地と豊富な資源、或いは自身の無意識から、これまで多くの有用なものや良い資源を「ゴミ」とし

て扱ってきた。これらのゴミやその焼却で発生した大気汚染、そして埋め立てにより多くの土地が汚染されている。日

本の民衆とは異なり、私たちはゴミがどこに運ばれ焼却され或いは埋め立てられるのか、はたまた再利用されるのかを

知らない。また私たち自身も中国国内のゴミ処理施設の見学には二の足を踏むだろう、なぜならそこの環境は見るに

耐えないからである。しかしながら、それらのゴミが最終的にどこに行くのかについて私たちが知ることができれば、私

たちはReduce（ゴミになるものを減らす）、Reuse（捨てずにまた使う）、Recycle（もう一度資源として生かす）といった3R

理念の実践により、資源の有効利用ができると思う。常日頃から環境汚染や空気中のPM2.5のひどさを嘆いたり、中

国人の素養が悪いと言うだけではなく、私たち自身がこれらの現状を招いた理由の一つであるということを認識し、一

人ひとりができることをしていくことが大切である。
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三井住友銀行の見学
          国際関係学院学生代表

見学日時：2014年6月2日（月） 10:00－13:00
見学場所：株式会社三井住友銀行（本店）

見学概要 

三井住友銀行（本店）は三井住友フィナンシャルグループの中核銀行であり、1876年設立の三井銀行と1895年設

立の住友銀行が合併し、2001年に三井住友銀行となり、三菱東京UFJ銀行やみずほ銀行と並び日本三大銀行と称さ

れている。

私たちはまず初めに、銀行スタッフの引率の下、法人業務や個人業務を行う窓口を見学した。スタッフの解説によ

ると、本店業務は基本的に事前の予約が必要で、予約をする事で銀行側も業務スタッフや関連書類を手配でき、お

客様に対し最短時間での対応が可能となる。仮に来客が多く、お客様にお待ちいただく状況となった場合にも、銀行

側はお客様休憩用のソファや茶菓子類を準備している。その後私たちはお客様用の金庫を見学、その金庫は三井

住友銀行向けの特注品で、その普段目にする事のない豪華さに驚いた。続いて、会議室で三井住友銀行の紹介ビ

デオを視聴、その冒頭から私たちは三井住友銀行の悠久の歴史とその深い文化的背景に驚かされた。1世紀にわた

り近現代の日本と共に成長してきたことに、私たちは三井住友銀行は日本という国の存亡に関わってきたのだと思っ

た。

その後の質疑応答では、ある学生が日本や中国で話題となったドラマ『半沢直樹』にまつわり、現実の日本の銀行

業との比較について採り上げるなど、皆が多くを考えさせられた。

質疑応答の後、銀行側は昼食会を開き、私たちをもてなしてくれた。昼食会では先程時間の関係で質問できなか

ったことなどを再度質問し、日本の銀行は中国の4大銀行とは違い私有制のため、業務の負担も大きいが三井住友銀

行のように積極的に海外展開するなど活力があり、海外の人材を必要としているとのことだった。また日本で今年消費

税が引き上げられたのだが、法人税の引き下げなどの理由から、現時点では日本の銀行界に左程大きな影響を与え

ていないことが分かった。リラックスした昼食会の時間は、私たちに大銀行の優しい一面を見せてくれた。

昼食の後、私たちはスタッフの案内の下、三井住友銀行の創業当時の場所を訪れた。そしてここが『半沢直樹』の

ロケ地との紹介があり、私たちは興味深く見学した。
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見学を通して私たちは、三井住友銀行は日本の銀行業における先駆者、そして日本の金融の血脈であると感じ

た。強大な金融力や何世代にもわたって続くひたむきな努力なくして、今日の先進的な日本はなかったのだろうと思

った。そしてまた私たちは、継続的な発展と絶えることのないエネルギーを持つこの「老舗銀行」に対して、心から尊敬

の念を抱いた。

 

知っていますか？ 
三井住友銀行の歴史は 1876 年にまでさかのぼり、今日まで 130 年以上の歴史を持っている。三井銀行は日本で

最初の私立銀行で 1876 年に設立され、そして住友銀行は 1895 年に設立された。この 2 つの銀行は日本の現代化

の開始初期に設立されており、現代日本の発展と繁栄を見届け、またそれに直接携わってきたといえる。三井銀行と

住友銀行は設立当初から安定的な発展を遂げ、第一次世界大戦の終戦時期には、両社ともすでに業界内で経営基

盤を固めていた。その当時、三井銀行は日本で 2 番目に大きな銀行で、住友銀行は 3 番目に大きな銀行であった。

1923 年、関東大震災により東京が廃墟と化し、同時に未曾有の金融危機がおこった。さらにその 6 年後の 1929 年に

は経済危機により大恐慌時代が到来した。しかしこうした局面において三井・住友両銀行は、積極的に代理銀行など

に援助の手を差し伸べ、日本の各業界および社会から非常に高い評価を受けたのである。その後第二次世界大戦

に伴う科学革新と工業発展という流れの中で、企業側の要望に応じ、日本経済の発展に貢献すると共に、将来への

顧客群の構築をしたのである。

1980 年代から、自由化とグローバル化が金融市場で叫ばれ始めてきた。1990 年 4 月、三井銀行はその時代の要

望に応え、太陽神戸銀行と合併。その 2 年後に名称をさくら銀行に変更した。そして 2001 年 4 月、さくら銀行と住友

銀行という銀行業界の強者がその顧客群や業務能力を合併させ、現在の三井住友銀行が誕生した。その後三井住

友銀行はサービス面を一層強化し、世界の顧客に対し金融サービスを提供している。
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感想
三井住友銀行は日本でトップ、世界でも著名な大銀行である。しかし私たちが見学中に体感したのは、窓口スタッ

フの気配りの行き届いたサービスや解説スタッフの詳細な説明などだけで、大銀行であるがゆえの驕りといったもの

は全く感じなかった。私はこの点について、日本の銀行をはじめとするサービス機関は、本当の意味で顧客を大切に

し、顧客の気持ちを第一に考えていると感じた。それと今回金庫を見学することができたが、その中で日本人も中国人

と同じく数字の4と9を嫌っているという面白い点に気が付いた。また、日本の銀行業のトップでありながらも、さらに世

界展開をしている点に、私は三井住友銀行は本当に活力に満ちた銀行なのだと思った。

                                                                     ――陶浩博

「Business is people」これは三井住友銀行の精神であり、私は「商いの道は即ち人の道」と解釈した。三井住友銀行

のホールに足を踏み入れた時、私はその目を引く言葉にすでに感動していた。サービス業が非常に発達した日本に

おいて、本当の意味での「顧客至上」を実現するための努力といったものを私たちは今回感じることができた。まず、

顧客の休憩用のソファには驚かされた。顧客にくつろいでもらうために非常に高価なソファを用意していることは、全く

予想だにしていなかった。その次に、個人顧客窓口では全てコンピューター操作が採用され、用紙類の節約以外に、

業務効率を高めている。この点から分かるのは、三井住友銀行は業務を開拓しその業務効率を高めると同時に、環

境保護面にも気を配っているということである。企業の発展においては、利益だけに目を向けていては駄目で、社会

的な貢献や企業文化の継承といったものも重視する必要がある。これらの面において、三井住友銀行は模範といえる

存在である。

 ――楊蒨
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三井住友銀行に足を踏み入れると、スタッフのひたむきさや顧客を大切にするといった品性を明らかに感じることが

できた。行内では窓口スタッフの業務効率の良さや顧客の利便性を追求した用紙類の設置場所、そして顧客の財産

の安全を守る金庫を目にすることができた。

 ――王海玲

三井住友銀行は日本のサービス業の発達ぶりをまざまざと教えてくれた。予約制による顧客の待ち時間の削減、待

合スペースに設けられた高級ソファの他、コーヒーの提供や静かな環境、こうしたサービスはとても人に優しいものだ

と思った。そして金庫の見学では、金庫の番号に4と9が無いことに気が付いた。その理由は4と9は日本語では「死」と

「苦」と発音が同じなためである。これにはとても驚かされた、というのも、仕事に対して厳格な日本でもこうした「迷信」

があることが不思議に思われたからである。

――呉珂

三井住友銀行の営業ホールを見学した際、ここでは顧客の待ち時間を減らすために受付番号札の発券機を設置

したり、顧客が快適に順番待ちできるためにソファを準備、また顧客に業務内容を十分に理解してもらうために会談室

を設置するなど、顧客の利便性や快適性を特に重視していることに気が付いた。快適で安らぎのある空間造りは、サ

ービス業において特に重要だと思った。もう一つのポイントとしては、個人顧客向けサービスにおいてコンピューター

による関連システムが使われており、用紙への記入などの面倒なプロセスがなく、用紙類の節約と手続所要時間の短

縮につながりとても便利である。この点は中国の銀行も見習うべきだと思った。

三井住友銀行の歴史や中国市場における発展計画を知り、三井住友銀行は中国との協力を重視し、また北京大

学における冠講座、そして内モンゴルや雲南での植樹造林活動など中国における社会的貢献にも力を入れているこ

とがわかった。日中両国は経済や文化面で強い絆があるため、友好協力こそが両国関係の正道である。

――黄馨蔚

三井住友銀行の見学日は、丁度中国の端午節の日であった。銀行側も事前にそれを承知していたため、わざわざ

私たちに粽（ちまき）を用意してくれていた。だが実は、私たちの中でもその日が端午節の日だと気付いていた人は少

なかったのである。私たちは見学のために訪問したにもかかわらず、思いがけないほど手厚いもてなしを頂いて嬉しく

思った。また銀行側からは数名の中国通の幹部が私たちへの対応にあたり、耳慣れた中国語により親しみを感じると

同時に感動させられた。これこそが日本人の接客態度であり、私たちが学ぶべきものだと思った。

――柏旭
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早稲田大学での交流               
          北京語言大学学生代表

見学日時：2014年6月2日（月） 14:30－19:30
見学場所：早稲田大学

見学概要 

早大とも称される早稲田大学は、東京都新宿区に本部を置く私立大学で、慶応大学と並び「私学の両雄」と称され

る。1882年大隈重信が設立した東京専門学校が前身である。田園の香りが色濃く漂う校名を持つ早稲田大学は、日

本有数の名門大学の1つである。今、早稲田大学は125年の荒波を乗り越えて、完全な総合大学へと発展を遂げた。

1901年に校名を早稲田大学と改称した際に専門部と大学部を設置し、1949年の学制改革に伴い新制大学となった。

早稲田大学は、日本国内にとどまらず、世界からも極めて高い評価を受けているトップレベルの私立大学である。

早稲田大学はUniversitas 21（大学の国際的ネットワーク）の創立メンバーの一員であり、環太平洋大学協会

（APRU）のメンバーでもある。また東大、京大等とともに、文部科学省のグローバル30事業やRU11（学術研究懇談会）

の参加大学の1つでもある。同校は、教育や科学研究分野で国際的な名声を博し、政治学，経済学、法学、商学、ロ

ボット研究、建築学、生理学、スポーツ科学、コンピューター科学、マイクロエレクトロニクス学、土木エンジニアリング、

機械エンジニアリング、サイバネティックス、人工知能、ファジー識別、ジャーナリズム・マスメディア学、文学、演劇舞

台芸術、アジア太平洋研究等の学科・分野においては、独自の強みを持っている。

早稲田大学の創設者である大隈重信は、「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」を建学の精神に掲

げ、学問の自由討究（研究）、独創の研鑚を提唱し、実際に活用できる知識を備え、世界で幅広く活躍できる能力を

持った人材育成を目指した。

伝統を尊重し、自尊心をかき立てる。早稲田大学はその先進的でフレキシブルな思考で日本の教育界をリードす

る教育方法や思想を生みだし、世界の舞台で活躍する多くの人材を育成した。日本の前首相である野田佳彦氏を含

めて、7名の首相が早稲田大学のOBである。同校は政界以外に、財界、ビジネス界、文芸界にも数多くの人材を輩出

している。このことからも早稲田大学の長い歴史を伺い知ることができる。
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知っていますか？ 

問：早稲田大学校友会の会員数は？校友会はいつ設立されたか？

答：早稲田大学校友会は1885年に設立され、会長には早稲田大学の総長が就任し、その会員数は約60万人

 （597165人）である。校友会には48の国内支部があり、海外支部と稲門会を含めるとその数は52となる。またアジア 

 18ヵ国、アメリカ13州、欧州12ヵ国、南アメリカ4ヵ国、オセアニア3都市、アフリカと中東はそれぞれ1ヵ国に分布して 

 いる。

問：早稲田大学図書館の蔵書数は？

答：同校の蔵書は約562万冊、定期刊行物の合計は約5万4千冊である。

問：早稲田大学では言語類の科目数はどのくらいあるか？

答：同校では全部で27種類の言語の科目があり、その合計科目数は1667である。

問：早稲田大学の校友にはどんな方がいるか?

答：福田康夫：政治家、元自民党総裁、元首相

 野田佳彦：政治家、前首相

 金美齢：前中華民国総統府国策顧問

 宋教仁：中国の政治家

 廖承志：中国共産党員、外交家（元中日友好協会会長）

 李大釗：中国共産党創始者、中国の政治家

 村上春樹：小説家

 江戸川乱歩：推理小説家

 小田和正：歌手

 菅野洋子：作曲家

 福原愛：卓球選手

 青葉かおり：女流囲碁棋士
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感想
帰国してはや1週間が過ぎようとしているが、早稲田大学での交流活動を今再び思い起こしてみると、新たな感想

が次々と湧き出て来た。

まず初めに早稲田大学のキャンパスデザインは、私が以前同校に持っていた認識を覆した。日本には数多くの名

門大学があるが、中国人にとって間違いなく最も有名なのは、東京大学と早稲田大学である。しかし早稲田大学のキ

ャンパスは、全ての機能を1箇所に集めた広大なキャンパスではなく、数ヵ所のキャンパスに分散させている。また各キ

ャンパスの面積はそれほど広くないが、それぞれの建築物には多元的な風格があり、同校の歴史の変遷を伺い知るこ

とができる。

次に、早稲田大学には中国人学生が非常に多く、同校の中国での人気の高さを示していた。見学の際に私たちの

案内役をしてくれたのは、十数年間中国で暮らし、そして教育を受けた後、大学入学の時点で日本に帰った中日の

混血の学生だったが、彼は中日両国の文化をどちらもよく理解していた。中国と日本は、教育理念という面ではかなり

顕著な違いがあるが、相対的に言えば、日本の大学はとても自由な校風であり、学生たちは過剰な学業の負担に束

縛されることなく、十分な時間を勉強以外の趣味などに充てている。そしてこの点は学業には何ら悪影響を及ぼさず、

学生たちに勉強以外の多くの知識や能力を身につけさせていることも、事実が証明している。この他、日本の学生は

俗に言う思想教育というものを受けず、大学もいかなる組織の宣伝もしない。教えるのはより純粋な知識のみである。

早稲田大学の学生とのグループ討論で卒業後の進路について話し合ったが、日本の学生も中国の学生と同様、

かなり漠然としていて、特に明確な答えを出した者は一人もいなかった。しかし彼らの潜在的目標は様々であった。気

楽に植物を育てながら平凡な人生を送りたい者、金融を学んで将来は銀行に就職したい者もいる。中には中国の学

生と同様、卒業後は海外に出てさらに研鑚を積みたいと考えている者もいる。ただ、キャリアということについては、日

本の学生は結婚も含めたキャリアを考える。なぜなら日本の社会において、結婚は男女双方の仕事にかなり大きな影

響を及ぼすからである。女性は結婚のために会社を辞職し、家事一切を新たな仕事として切り盛りする専業主婦にな

る可能性があるのだ。このため、男女がこの問題を話し合う際には慎重を期すため、ほとんどの場合結婚の時期が遅

れがちになる。

早稲田大学の日本人学生は、とても友好的で親切だった。夕食会の際には、双方の学生たちは自由にグループ

を作り、食事をしながら若者同士の話題に花を咲かせた。男子学生たちの間ではもうすぐ開催されるサッカーワールド

カップの話題で持ちきりだったが、日本の男子学生が、普通「サッカーが好き」というのは、「サッカーをするのが好き」

という意味で、多くの中国人男子学生のように、「サッカーを見るのが好きなだけで、サッカーをしたことがない」というこ

とではない。中国サッカーの現状を思うと、この点についても考えていく必要がある。
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活力溢れる製油所               
          中国石油大学学生代表

見学日時：2014年6月3日（火） 14:00－16:00
見学場所：JX日鉱日石エネルギー株式会社（根岸製油所）

 

 

見学概要 

製油所のスタッフがまず PPT を使い、JX グループ及び根岸製油所の日本における地理的位置や業界内での位

置付けなどを紹介した。JX グループの製油所はそのほとんどが太平洋沿岸にあり、その原油処理能力は日本全国の

36% を占めている。その後根岸製油所の操業開始時期や敷地面積、原油加工能力、スタッフ数、製油所内の建物分

布などの紹介があり、私たちは根岸製油所に対する基本的な理解を得ることができた。その他常圧蒸留装置、精製工

程フロー、国別原油処理比率、生産得率、出荷方法などの詳細な紹介と共に、新

型エネルギーであるバイオガソリンの紹介もあった。根岸製油所にはまた発電所も

あり、製油所が使用する電力を賄っているだけでなく、余った電力は電力会社に

提供している。そして最後に大気汚染や騒音、および汚水処理など環境保護に

関するそれぞれの対策の紹介があった。

製油所の見学では、施設は古いが正常に運転されており、また敷地内の緑化

率がとても高く、中国国内の製油所と比較すると環境保護への重視の度合が際立

っていた。そして製油所は太平洋に面しており風光明媚、中国国内の荒野にある

それとは違っていた。また港には外国からの多数のタンカーが停泊していた。それ

らタンカーには 2 色の漆が塗られており、底部の漆は原油の貯蓄可能量を示して

いる。製油所ではまたタンクローリーや原油輸送用の列車で原油やガスを遠方に

輸送することができ、コストの削減につながっている。
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知っていますか？ 

問：貯蔵タンクの頭頂部が平らなのはなぜか？

答：不純物を減らすことにより爆発を防ぐためである。また貯蔵タンクの頭頂部は上下移動させることができ、有毒ガス 

 の排出を減らしている。

問：タンカーの船体に異なる色が塗られているのはなぜか？

答：原油量を計るためである。船体が底部の境界線まで下がっている時、原油量は満タンであることを示している。

問：根岸製油所の冷却塔の高さは日本で最も高い、その高さは？

答：60メートル。

問：根岸製油所の使用電力の来源は？

答：根岸製油所では石油精製の工程で得られるSDAピッチ（石油残渣物）での発電が可能で、その電力は製油所内 

 で使用する以外に、外部へも提供している。

感想
根岸製油所に足を踏み入れると、想像していた製油所特有の鼻を突くにおいや高い煙突から排出される排ガスと

いったものがなく、逆に私たちの目に映ったのは、一面の鮮やかな緑ときれいに整ったパイプラインであった。根岸製

油所はすでに50年の歴史があり、パイプラインそのものは年代を感じさせるものであったが、その独特の魅力を伝えて

いた。

 

現在、中国は4～50年前の東京と同じく重大な環境問題に直面している。経済成長と環境の矛盾が日に日に高ま

り、環境問題は中国が最も重視している問題の一つとなっている。根岸製油所では、私たちは人と自然との調和の光

景を目の当たりにした。私たちのイメージでは、製油所というものは環境汚染がひどい重工業に属している。しかし根

岸製油所は日本のその他の企業と同様に、環境保護の理念が至る所に浸透している。製油所内の一面の鮮やかな
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緑は、まるで私たちを手招いているようである。いつの時代でも環境問題は重視しなければならない。なぜなら環境と

の調和を図ってこそ、長期にわたる発展や進歩が得られるからである。

日本は国土面積が小さく、また資源も少ないため、日本人の資源の利用率は非常に高いと言える。一面のソーラ

ーパネルは毎日休むことなく稼動を続けており、製油所で必要な一部の電力を供給している。また製油所全体の電

力供給は、SDAピッチによる発電で賄われており、その電力は内部使用に足るのみならず、外部にも提供されてい

る。資源やエネルギーはこの製油所内で高効率な循環がされている。

中国国内の製油所はその歴史がまだ浅く、設備そのものは日本のものより新しいが、技術面においては日本とは

大きな差がある。現在中国国内の製油所での汚染は依然としてひどく、周辺住民の生活に大きな影響を及ぼしてい

る。また中国国内の製油所ではピッチの質が悪く、発電に使われる事はほとんどないため、今後大幅な改善が待たれ

る。私たちは環境分野への人的または資金的投入を拡大したうえ技術を向上させ、汚染に頼った経済成長に歯止め

を掛ける必要がある。中国は発展途上の国として、他国の進んだ技術や経験を謙虚に学び、本当の意味で環境に優

しい国づくりをしなければならない！
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東芝未来科学館               
          北京科技大学学生代表

見学日時：2014年6月4日（水） 09:30－11:30
見学場所：東芝未来科学館

東芝未来科学館紹介
東芝未来科学館（開館当初は東芝科学館）は株式会社東芝の創業 85 周年を記念し、1961 年にオープン。そして

2014 年、スマートコミュニティセンターへの移転に伴い、東芝未来科学館としてリニューアルオープンした。東芝はこ

れまで常に「Leading Innovation リーディングイノベーション」の創業理念により、先進技術を使った製品の研究を続け

ている。

見学概要
まず初めに私たちは、会議室で東芝の概況に関する紹介ビデオを見て、同社が「Leading Innovation」をスローガン

と理念にしたグループであることを知った。

続いて私たちは 2 つの班に分かれて見学を行った。見学はヒストリーゾーンとフューチャーゾーンという 2 つのテー

マに分かれていた。ヒストリーゾーンでは、私たちは多くの初代の電化製品を目の当たりにし、東芝の輝かしい歴史を

知ることができた。そしてフューチャーゾーンでは、私たちは現在日本で、ひいては世界でも最先端の研究分野であ

る超電導について垣間見ることができた。
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続いて、東芝のスタッフから 15 分間の自由時間が与えられ、皆それぞれ興味のある分野について

理解を深めることができた。

最後は質疑応答、皆先程の見学を通して疑問に思ったことなどを次々に質問し、回答するスタッフ

もそれらの質問に対し、詳細に分かり易く回答されていた。最後の方は時間の関係上、一部の学生

の質問への回答ができなかったが、それでも、おって中日友好協会を通じて私たちからの質問にす

ぐに回答するとのお話があるなど、真心ある対応で今回の東芝への訪問は円満に終了した。
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知っていますか？ 

問： フューチャーゾーンでは、病院での診断治療ソリューションなどに応用されている裸眼3Dを含む多くの先進技 

 術を見たが、これらの技術は、すでに大規模な応用段階に入っているのか、それとも現在まだ研究段階なのか？

答： 例えば裸眼3Dについては、現在すでに販売段階に入っている。しかしながら、技術面や価格面で人々の日常 

 生活には普及していない。そして病院で応用されている技術については、患者の生命に関わる事であるため、 

 より長い期間の臨床実験を行い、病院側の新技術への理解と協力を得る必要がある。いずれにしても、東芝は 

 科学技術の最先端を行き、市場を獲得、そしてより発展するために努力を続けている。

問： 東芝はこれまで日本ひいては世界でも最先端の技術を有してきたが、いったいどのように絶えずイノベーション 

 能力を維持してきたのか？

答： 東芝はこれまで国際化への歩みを続けてきた。海外の優秀な技術スタッフを招き、海外に研究開発センターを 

 設立することで世界中の知恵を集め、イノベーション能力の維持につなげている。

問： フューチャーゾーンで展示されていた、液体窒素冷却を使った超電導リニアの模型について、その実物はいつ 

 頃作られ、また応用されるのか？

答： 初期に応用されるのは液体窒素技術であるが、コストと環境面で高いレベルが求められるため、将来的に技術が 

 成熟した段階で超電導リニアに応用される。時期としては2027年頃を予定している。日本は地震多発国である 

 ため、列車をレールから10cm離す必要がある。そうでなければ地震の際に車体がレールにぶつかり脱線する危 

 険があるからである。しかし他の国ではこうした問題はない。こうした高い要求は高難度につながり、当面の間超 

 電導リニアを投入できない理由の一つとなっている。

感想
今回の東芝訪問の前に、東芝は日本最大の半導体メーカーで、また2番目に大きい総合電機メーカーであることを

聞いていた。日本における多くの初代の電化製品がここで生まれたのである。そして見学を通して東芝の歴史を知り、

彼らのイノベーションを体感することができた。また入口にある「東芝未来科学館」という漢字表記には、まるで中国の

科学館に来たかのような親しみを感じた。

館内では、礼儀正しいスタッフから親切な対応を頂いたことで、私たちは安心して見学をすることができた。その後

の見学では東芝の歴史について知り、また電力無しで動く茶運び人形、初代のエレベーター模型、そして洗濯機、冷

蔵庫や掃除機などの初代の家電製品を目の当たりにできた。これらの骨董品と現在至る所に見られる電化製品を比

較すると、外見や機能などの進化が非常に大きく、科学の力の大きさにとても感嘆させられた。また同時に、もしこれら

の当時の発明がなかったら、私たちの利便性ある今日はいつ実現できていたのであろうかと考えさせられた。この点

に気付いたときに、思わず東芝の各研究スタッフへの敬意と感謝を感じた。

東芝の輝かしい歴史の見学を終えた後、私たちはフューチャーゾーンの見学を始めた。見学中には私たちの班の

2名が静電気を実際に体験し、彼女たちの髪が静電気の作用で孔雀の様に広がる様子に皆大笑いするなど、身近

な体験を通して科学の魅力を知ることができた。そして最も驚かされたのは、超電導の見学であった。液体窒素により

導体の電気抵抗をゼロにした後、超導体が軌道に沿って継続運動をするのである。そしてこの技術について東芝は

2027年の運用を予定している。これは鉄道事業における革命となるであろう。今回の見学では皆が科学の世界を堪

能し、またその力に震撼するとともに、東芝が長きに渡りこれほどのイノベーションを維持していることに感服させられ

た。東芝は日本の電機業界の大黒柱として、これからも革新を続け、きっと世界により多くの希望を与えるであろう。
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ホテルニューオータニ東京の環境保護センター見学ルポ               
        北京第二外国語大学学生代表

見学日時：2014年6月5日（水） 09:00－11:30
見学場所：ホテルニューオータニ東京 

見学概要
ホテルニューオータニは東京都千代田区にある東京でも最高級のホテルの一つであり、繁華街から少し離れた閑

静な地区にある。ホテルの周りには16世紀に造られた広さ約4万㎡の日本庭園がある。ザ・メインとガーデンタワーは

ビジネス活動のために世界でも一流のサービスを提供し、ガーデンコートには最先端のオフィス環境が整っている。

今回私たちはニューオータニの発電システム、汚水処理システム、貯水システム、ゴミ処理システム及びローズガー

デン（結婚式場）を見学した。ホテルニューオータニは1964年に開業し、今年はホテル開業50周年の記念の年にあた

る。この50年間、同ホテルは一貫して環境事業に取り組んで来た。日本の最高級ホテルである同ホテルの、電気料金

や水道料金などエネルギー関連の出費は非常に多く、毎日大量のゴミも排出されている。これらのエネルギー・資源

処理システムは、環境事業やホテルの長期的発展のために多大な貢献をしている。発電システムによって、ホテルの

消費電力の約30％が賄われているが、これはホテルの電気料金を軽減するだけでなく、発電所への依存度を大幅に

低減し、特殊な情況下では、自家発電により急場をしのぐことができる。汚水は浄化処理後、上水、中水と下水に分

けられる。水質の違いにより、その利用方法も異なる。例えば、中水は主に灌漑や水洗トイレの洗浄用として再利用さ

れている。この他、ホテルには殺菌作用のある大型水槽がたくさん設置され、安全で飲用可能な水資源を供給してい

る。同ホテルのゴミ処理システムは重点プロジェクトである。ホテル内にある発酵プラントは、生ごみ堆肥から有機肥料

を作り、それを農家に届けている。ホテルは、この有機肥料を使って生産された有機野菜を農家から購入することによ

り、厨房から排出された生ごみの100％利用を実現している。その他のゴミは焼却することにより発電に用いている。最

後に、屋上にあるローズガーデンも見学したが、雨に煙るローズガーデンは、おぼろげな美しさがより際立っていた。

このローズガーデンは、元々は緑化目的で造られたのだが、今では挙式のメッカとなっていることも頷ける。
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知っていますか？ 

ホテルニューオータニは1964年の東京オリンピック開催にあわせて開業され、今年開業50周年を迎える。現在3つ

の直営店、日本国内には17のグループホテルがあり、海外には2つある。北京の長富宮ホテルは傘下ホテルの一つ

である。

ホテルニューオータニは東京でも数少ない最高級のホテルの一つとして、お客さまに一流のサービス、快適な客

室、静寂に包まれた美しい庭園を提供している。敷地面積は約7万㎡で、ホテル内にはショッピングモール、診療所、

郵便局や美術館があり、2万人のスタッフがその管理運営に携わっており、東京都内の「街の中にある街」と言える。

ホテルニューオータニが有名なのは、ただ単に上述の理由によるものだけではない。同ホテルは環境保護活動に

おける業界のパイオニアであり、毎日排出される5,000kgのゴミを100%再利用し、また毎日1,000トンの水を浄化処理

後、ホテルのトイレ洗浄用や樹木・庭園の灌水用として再利用している。また同ホテルは汚水処理のみならず、厨房か

ら排出される生ごみについても、処理後にできた肥料を農地や菜園で使用し、その後その農地や菜園で生産された

農産物を使用することにより、省エネ・環境保護という良好な循環を実現している。

 

感想
日本に滞在した12日間のうち、私たちは5日間ホテルニューオータニに宿泊した。来日前から、同ホテルは環境も

素晴らしく、施設もハイクラスで、世界各国の元首が訪日の際によく宿泊先として選ぶホテルだと聞いていた。事実、

私たちも宿泊したが、ホテルニューオータニのすべてに対して非常に満足している。今振り返ってみると、同ホテルが

私たちにもたらしてくれたものは、単に快適な環境や自分の家にいるような温かい雰囲気ということだけでなく、環境保

護を第一義とし、社会に奉仕するという理念と精神であった。

今回の日程の中で、私たちが訪問したすべての日本企業は、環境保護と社会貢献ということを大変重視していた

が、その多くが説明を聞くだけに終わり、環境保護・省エネ施設の運用プロセスに関しては実際に目にすることができ

なかった。しかし、ホテルニューオータニの場合は違って、私たちが自ら同ホテルの地下にある環境施設内に入り、ホ



-55-

テルの発電設備、浄水設備や廃棄物処理設備を見学することができたのである。ゴミや廃水の嫌な臭いや地下の暗

さ、蒸し暑さ、じめじめした湿っぽさにずっと耐えながらの見学ではあったが、今回のこの至近距離での見学体験があ

ってはじめて、ホテルニューオータニの掲げる省エネ・環境保護が口先だけではないということを知ることができた。毎

日5トンのゴミと廃水、30%の電力支援が、私たちの目の前にある機械によって処理され、そして実現されているのだ。

この体験によって、私たちは日本企業の省エネ・環境保護の理念についていっそう認識を深めることができた。今回

の日本訪問では、ホテルニューオータニが強く印象に残っているが、それは、絵画のように美しい風景や豪華な内装

以外に、スタッフ全員が環境保護のために来る日も来る日もたゆまぬ努力を続けているからである。次回日本を訪問

する際にも、こんなに多くの美しい思い出を私たちに残してくれたホテルニューオータニを再訪することを楽しみにし

ている。
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学生たちの感想文から

学生たちは毎晩、一日のスケジュールを終えてから日記形式の感想文を書き、第 14 回訪日の記録とした。以下、

その一部を紹介する。

日　付： 5月25日（日）１日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 馮

飛行機から降りるとき、私たちは興奮のあまり「ついに日本へ来たぞ！」と叫んだ。5月25日、30分授業に出ただけ

で、すぐに休暇を取り、あたふたと空港に駆けつけた。空港のマクドナルドで食事をとったが、そこで初めて他の団員

たちと今回の旅行の目的を話し合うことができた。まだぎこちなかったが、みんなと今後数日間で次第に打ち解け、友

達になれそうな気がした。

今日、初めて会ったガイドの中島さんはとてもいい感じの人で、他のガイドと違い、日本を紹介するだけでなく、国

や学校の名誉のために自分を厳しく律するよう教えてくれた。また関誠さんはとてもユーモラスな人で、最初は私たち

と同じテーブルで食事をし、とても楽しく話してくれたが、最後にはやはり先生のいるテーブルに移り、先生たちと日本

語で楽しく話し始めたので、日本語をしっかり学んでこなかったことを後悔した。

初日は少し疲れたが、まあこんなものだろう。明日はしっかりと日本と恋に落ちたいものだ！

日　付： 5月25日（日）１日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 趙汝豪

午後14時20分、私たちはANAのNH160便に乗り、今回の12日間の日本旅行をスタートさせた。中国の航空会社と

異なるのは客室乗務員全員の年齢がやや高かったことだ。その個人的要素を除けば、とてもくつろげた空の旅だった

と言える。客室乗務員は中国語と英語ができて意思疎通に何の不自由もなく、ヘッドホンや毛布は事前に準備され、

態度も極めて恭しく、飲み物の種類も豊富（お酒も出されていたのは意外だった）。隣に座った二人の日本人のおじ

さんの内、一人は見たところまるで初めて飛行機に乗ったかのように緊張し、写真を撮ったり、ぶるぶると震えたりして

いた。もう一人は私と同じアニメファンで、搭乗後すぐに『ガンダムＵＣ(ユニコーン)』を見始めた。私はこのアニメが大

好きだが、声も字幕もなかったので見ても面白くなく、仕方なく機内のその他メディアや本に関心を向けた。機内のテ

レビはちょうど中国のSU37式戦闘機が日中の係争地域にあらわれたことを伝えていたが、日本の大衆がそれを見て

どのように反応するかとても気になった。だが機内には私のように退屈そうにテレビを見ている者はほとんどおらず、見

ていた者も大した反応はなく、私が思っていたほど大きな問題になっていなかったことがわかり、気分が少し楽になっ

た。

飛行機はゆっくりと降下し目的地の関西国際空港に到着した。青空と白い雲、快適な気候に期待も高まってきた。

そしてたった今一息ついたところである。OSAKA，I am coming！

日　付： 5月25日（日）１日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 黄兆鑫

北京での見送りがあまりにも盛り上がったせいで、我々一行の12日間の訪日ツアーはその余韻の中をスタートした

が、言葉にできない嬉しさがこみ上げ、空港行きの電車の車内で静かにしていた日本の乗客と比べればそれは明ら
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かであった。

機内で隣の席に座ったのは日本人だったが、日本語のできない私は、彼と話をするきっかけがなかなかつかめな

かった。話のきっかけを作ってくれたのは一杯のコーヒーだった。彼はうっかりしてコーヒーを私のズボンにこぼしてし

まったのだ。彼は慌てて拭いてくれたが私は大丈夫ですよと答えた。最初のコミュニケーションに成功してからは、自

然な交流が始まった。この方は京都大学の名誉教授で、北京で環境方面の交流をしてきたとのことである。私は自分

の知識を基に、中国における環境対策の重要性についてこの先生と話し合った。先生によれば、中日両国は友好的

な隣人であり、環境にやさしい社会を作るという思いは一致しており、双方とも環境保護産業において大きな発展の

余地を有しているという。

先生との対話は飛行機の着陸によって打ち切られたので、記念撮影をして別れた。会うは別れの始めというが、もう

少し早く知り合っていれば良かったと思った。しかしまさに一瞬の喜びだからこそ無限の味わいを残すともいえるかも

しれない。一瞬のものでも、人生の素晴らしさを心に刻み、前進する原動力と成り得るのである。これからの日々にも

出会うであろう忘れがたい一瞬を記録し、詳細に整理して、人生の美しい楽曲をアレンジしたいと思う。

日　付： 5月25日（日）１日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 孫萌

今日は日本へ出発する日だ。皆が訪日団の制服に身を包み早々と空港に集まってきた。機内に入って、私の隣に

座ったのは二人の日本人だった。日本語で彼らと話した時、私はやっと自分が本当に日本へ行くのだと実感した。客

室乗務員が日本語でアナウンスをしているのを聞いた時には、日本語ができることはとても幸せなことだとしみじみと

感じた。

飛行機から降りるや、私は大阪の湿り気を帯びた空気に酔いしれた。礼儀正しいスタッフやユーモラスで楽しい運

転手のおじさんたちは私の心配を払拭してくれた。日本の皆さんの好意は本当に私たちを我が家に帰ったように感じ

させてくれた。

日本では至るところで人文的要素が現れていた。高速道路上には一定間隔で緊急用電話があり、どこでもコンビニ

や自販機が目についた。二人一部屋のルームカードでさえ名前で区別されていた。私は今回の訪日活動に参加する

ことができてとても幸運だと感じた。明日の活動に期待！

日　付： 5月26日（月）2日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 武文合

今日は訪日2日目で、正式な見学の初日である。朝食をとった後、悠久の歴史を持つ日本一の古都・京都を車内

から眺めていたが、沿道の家屋は皆それぞれ趣があり、家屋もきれいで輝いており、全体としての美を感じた。中島さ

んは京都は日本人の「心のふるさと」であり、日本文化を象徴する場所として、沿道にはたくさんの寺や神社そして古

建築があり、無数の戦乱を経て、日本の最も貴重な精神的財産が伝えられてきたと紹介してくれた。今日は偶然にも

雨で、私たちは嵐山を訪れ、周総理が若くして日本へ留学した際、雨の中嵐山を訪れた時の思いを体験した。「人間

(じんかん)万象の真理、求めるほどに曖昧模糊(あいまいもこ)となるも、そこに偶々(たまたま)見いだした一点の光明、

真(まさ)に愈々(いよいよ)艶(あで)やか也！」周総理は若くして、国を滅亡の危機から救い出す真理を求め日本へ留

学し、進んだ科学技術を学び、中華の復興のために学んだ。このような遠大な志を我々現代の若者は学ばねばなら

ない！

午後は高台寺で茶道と禅文化を学んだが、浄因大師の紹介によれば、日本の茶道と禅文化は全て宋の時代に中
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国から伝来し、すでに1000年以上伝承されているが、依然としてその独特の魅力を放っているという。しかしこのような

伝統的な茶道は現在の中国ではすでに消滅しており、とても残念である。一つの民族にとっては、まさにこのような伝

承されてきた文化のソフトパワーといったものこそが、世界の諸民族の中で立ち上がる支えになるのである。私たち学

生は、このような文化を学び伝承し、古人が恵まれない条件の下で自然と闘って得た素晴らしい知恵を取り入れなけ

ればならない。座禅のとき、私たちは呼吸を静め一切の雑念を排除し、自分の心の中を感じるように言われた。短時

間の体験だったので、実際にそうした境地に到達することはできなかったが、忙しい現代人は時には自分の歩みを緩

め、自分が心から欲しているものは何かを問い、本当の自分を確立すべきだと感じた。

日　付： 5月26日（月）2日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 王浩

空から小雨が降り、我々は階段を上って、小道に沿って嵐山にある目標に向かって進んだ。そこには周恩来総理

の思いが遺されているのだ。「人間(じんかん)の万象の真理、求めるほどに曖昧模糊(あいまいもこ)となるも、そこに

偶々(たまたま)見いだしたる一点の光明、真(まさ)に愈々(いよいよ)艶(あで)やか也！」お天道様も粋なことをするもの

で、私たちに雨の中、周総理の当時の境地を再体験させてくれたのだ。私たち大学生も重要な責任を負っている。私

たちはもうすぐ社会の各職場で、社会構築の重責を負うことになるため、若いうちに真理を求める必要がある。

午後の座禅と茶道は新境地を開いてくれた。茶道の先生は私たちに礼儀から始まり作法の細かなことまで話してく

れたが、その中から、中国から伝えられた茶道或いはこの芸術自体に極めて多くの人生の哲理が含まれていることが

分かった。一つひとつの所作からも茶人の品質への追及、他者に対する尊重を見出すことができるが、これらは古代

の礼儀を忠実に反映したものであり、中国から伝来して以来、完全に保存されてきたのである。その間何度も、中国か

ら伝えられたという点に言及していたが、中国人はすでに無くしてしまったということで、私は気まずい思いをした。中

国人の文化が、他人の手で伝承されているのである。しかしこれと同時に、私は日本人の執着心と粘り強さに敬服し

た。文化の継承にはある種の信仰が必要であり、忙しい現代人は、このような細々したことを堅持することに億劫にな

っている。そうした意味で、日本は我々に良いお手本を見せてくれた。

日　付： 5月26日（月）2日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 鄭子茂

初めての訪日でいささか興奮してしまい、心の切り替えができていなかった。そのためこの日の行動で多くのミスを

犯し、訪日団全体に対して悪影響を与える結果となり本当に申し訳なく思っている。グループ長として自分のグルー

プをしっかり管理することができず、毎回遅れたり、或いは集合地点に最後に到着したりして、訪日団全体の進行を遅

らせてしまったのだ。当初私は自分の仕事はうまくいっていると思っていたので、問題が出るのは他の団員が決まりを

守らず、私の話を聞かないせいだと思っていた。しかし引率の先生と話し合った後は、自分の考え方が誤っていたこ

とに気が付いた。団体のリーダーたる者は、もし団体のムードづくりや団結をうまくできなければ失敗である。しかもリー

ダーは、自分の持つオーラで団体全体をコントロールしなければならず、単純に放任したり批判したりすることはまっ

たく無意味なのである。

その後は管理能力に一定の向上があったほか、日本文化への理解がより深まった。私たちが見学した京都は日本

の古都であり、昔の日本の建築物や精神を多く残している。その最も代表的なものは金閣寺である。金閣寺はどの角

度から見ても格別な絵巻であり、正にいわゆる「橫から看れば嶺と成り、側(かたわら)よりは 峰と成る、 遠近高低、各

(おのおの)同じからず」であり、自然と一体に溶け込んでこそ、こうした見事な美しさを見せるのである。特に雨上がり
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の金閣寺は「水光瀲(れん)灎(えん)として晴れてまさに好し、山色空(くう)蒙(もう)として雨もまた奇なり」というぼんやりと

捉えどころのない感覚を与える。美を追求するが、「美」には縛られておらず、逆に自然の美を巧みに利用して建築美

を浮き立たせている。その素晴らしさは、もし自分の目で見ることができなければ、信じることができないほどである。

午後は高台寺で日本の茶道と仏教文化を体験した。茶道における「苦みの中の甘さ」にしろ、座禅における「心に

雑念がない」境地にしろ、毎日学業に明け暮れている私にとっては肩の荷が下りたような気がした。正に大師の説くよ

うに、「我々の心は一枚の鏡のように、良い物事に出会えば必ず良い物事を映し出し、逆もまた然り」である。私たちは

常に美しい事物を好むため、美しくない事物を避けるが、私たちは重要なことを疎かにしている。事物が美しいか美し

くないかは私たちが決めることではなく、ただそれらと向き合うしかないのである。そうしてこそ人生における破格の出

世や多事多難な運命に対しても自分自身で悟ることができるのである。ここで思いだした詩に「春に百花あり秋に月あ

り、 夏に涼風あり冬に雪あり、もし閑事の心頭にかかる無くんば、 すなわち是れ人間の好時節」があるが、人生におけ

る様々な事物とありのままに向き合うことで、心は明鏡の如くきれいで明るくなり、それ以外は何も要らないという境地

に達するのである。

日　付： 5月27日（火）3日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 劉珈源

ついに期待していた大阪大学の見学の日がやってきた。

朝食後、私たちは大阪大学へ行く前に、まずオムロンを訪れた。ここでは他者への尊重と自己価値について学ぶ

ことができた。このオムロンは全スタッフ178名中、123名が障がい者で、これら障がい者がこの会社の主体になってい

た。しかし見学時に見られたのは障がい者の不便さや消極性ではなく、逆に整然と効率的に働いている姿だった。全

ての人が自分の価値を実現するために努力していた。障がい者の仕事上の便宜を図るために、会社は多くの発明や

工夫を行い、作業環境をより障がい者に適したものに変え、作業効率を保証し、同時に就業の機会も増やしている。

ここでは多くのことを学んだ。私は今後、ここで見た尊重と向上心を必ず皆に伝え、またこれらから学び吸収したいと

思う。

昼はやっと中華料理にありつくことができた。

午後、大阪大学へやってきたが、最初の感想はとにかく大きいということで、環境も特に良かった。ここで私たちと交

流した学生はとても和やかで親しみやすかったが、重要なことは皆とても礼儀正しく、謙虚だったことである。その後、

私たちはレーザーエネルギー学研究センターを見学した。特に驚かされたのはここの設備で、バスケットコート2面分

もある巨大な加速器プラントをこの目で見て、大いに視野を広げることができた。今後もこのような世界のトップクラスの

学校で学びたいと思った。見学後、私たちは中国と日本の大学生生活の違いについて交流を行った。違いはあった

が大同小異で、唯一大きな違いは、中国ではひたすら学習であるということで、一方日本では様々な活動がメインだ

ったことである。夕方の懇親会は素晴らしかった。

夜、新幹線を体験してホテルへ戻ったが、その後はそのまま寝てしまった。

日　付： 5月27日（火）3日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 柏旭

今日私たちは朝食後、まずオムロン京都太陽株式会社を見学した。ここは専ら障がい者に仕事を提供する会社

で、会社の大多数の人は様々な程度の障がいを持っている。会社の製品は主に電源、コンセント、携帯式血圧計、音

声付体温計などである。障がい者が製品の組み立て作業を行えるように、ここの機械は特別な設計がされている。例
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えば聴力障がい者には視覚指示灯を設計して作業を指導しているが、これは「人と機械の組合せ」であり、更に「人と

人の組合せ」もある。会社の理念の中に、会社は社会のために貢献しなければならないという一文があった。私はこの

ように社会や社会的弱者の生活に関心を寄せる人々がいることにとても敬服している。しかしこの会社自体はきっとオ

ムロングループのサポートがあり存続していると感じた。彼らの販売額はおそらくとても少ないだろう。ビジネスの世界

では、慈善事業が利益を上げるのは難しいと思う。

そのあと私たちは大阪大学へやってきた。日本全体の総合ランクで第3位の大学であり、ハード面の設備はとても素

晴らしい。理科と医学に優れた大阪大学は、世界的にもトップのレーザー実験施設を擁している。私たちは大学側の

案内で彼らの実験室を見学したが、この大学は日本の科学技術研究の主要基地だと思った。続いて私たちはグルー

プに分かれて大阪大学の留学生たちと交流した。そこでは我々は様々な国から来ているので、英語はやはり最も便

利な言語であり、英語の勉強はしっかりしなければいけないと思った。

今日まで、私たち団員の振舞いは日本の人々からも称賛されているが、その中でもわが国際関係学院は最も輝い

ている。引き続き頑張ろう。

これからの道は、これまでになくはっきりしている。

日　付： 5月27日（火）3日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 王禹童

今日から日本での見学の旅が本格的に始まった。最初の目的地は血圧計で中国でも有名なオムロンである。この

会社は「太陽の家」を母体としてオムロンが共同出資した会社である。そして工場内の多くの従業員が程度は様々だ

が障がい者であり、太陽の家創設者である中村氏もまさに「障がい者自立」の考えに基づき、オムロンとの共同出資会

社を設立したという。私は、これは日本人の「人に迷惑をかけたくない」という特質と図らずも合致していると思う。なぜ

なら、日本の実力および社会保障があれば、障がい者はたとえ仕事をしなくても安心して暮らしていけるはずだが、オ

ムロン京都太陽株式会社は障がい者に自分の価値を実現し、独立に向けた機会を提供しているのだ。「世に身心障

がい者はあっても、仕事に障がいはあり得ない」は彼らの理念であり、社会に貢献し、チャレンジ精神を発揮し、人間

性を尊重するために生き生きとした作業環境を実現することは、一貫して彼らの目標なのである。

日本企業と言えば、機械の自動化について触れないわけにはいかない。障がい者の仕事の便宜を図るために、企

業は一貫して技術を柔軟に運用し、作業工程を改善し、機械の自動化を高め、人と機械の最適な組み合わせに到達

した。たとえば部品が正確に装着されたかどうかを検査測定する際、検査プレートを上に置いてセンサーに反応させ

れば、表示灯を見て合っているか、間違っているかすぐ分かるようになっている。このような自動化された工程はたくさ

んあり、障がい者に極めて大きな利便性をもたらした。整理・整頓・清掃といった「3S」の理念、そして更に細かなことが

日本企業の成熟を我々に示している。些細な部分も極限まで整備され、たとえ部品の生産工場であっても、整然とし

た印象を与える。

最後に私たちは大阪大学へやってきた。最も印象的だったのは、グループディスカッションで日本の大学生は自

分の考え方を発表するのがあまり得意ではないようだったが、彼らは問題を真剣に考え、自分独自の見解を持ってお

り、しかもそれは論理的であった。また最後に演壇で発表する時も、少しも怯むことなく、堂々と直接論点に切り込み、

思考はとても活発だった。これに対して私たちはおそらく経験不足のためか、自分を表現する点においていささか緊

張してしまったが、こうした交流を通じて、今後より良い自分を表現できると信じている。

日　付： 5月28日（水）4日目
大学名： 北京科技大学
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氏　名： 李閩
日本製品と言えば、多くの人は「豊田」の二文字を思い浮かべることだろう。今日の朝、私たちはトヨタの二番目の

大工場である元町工場を見学した。

元町工場内には解説ルートと設備があり、しかも見学ルートは全て工場内の上部に設けられていて、従業員の仕事

を細かく観察することができるだけでなく、彼らの邪魔をしないようになっている。私は、普段から元町工場を見学する

日本の学生は決して少なくないのだろうと感じた。日本の教育は社会的な実践をとても重視しているため、大多数の

日本の学生はすみやかに社会に適応できるのだと思った。

元町工場で私たちはプレス→溶接→塗装→組立→検査といった自動車生産の流れを学習した。その内、溶接個

所は約4000ヶ所余り、完成車一台の部品は3万点以上あり、非常に複雑である。従業員の作業状況を観察する際、私

たちは従業員が部品の組み立てミスをするのを防ぐために、各従業員の作業エリアに3色のライトで構成された指示

装置があることに気が付いた。一つの生産ラインで一種類の車だけを生産しているわけではないので、このような指示

方式によって従業員の作業負担を大幅に減らすことができるのである。

その後、私たちはトヨタ会館を見学したが、館内にはクラシックな車種や最新の車種のほか、未来のクルマの模型

などもあり、世界の有名自動車メーカーとしてのトヨタが、自動車業界で担っているリーダーとしての役割や自動車産

業、エネルギー産業の発展への貢献などを感じ取ることができた。

トヨタ会館を離れ、私たちは静岡県農林技術研究所を訪れて、日本の農林業について考察を行った。植栽技術が

発達し、しかも政府から大きな支援を得ている日本の農民たちは幸せだと私たちは感じた。静岡県農林技術研究所

は様々な規格の温室を備えており、その中では様々な研究や実験が行われていた。私たちを案内してくれたのは研

究所の研究員で、同時に静岡県立農林大学校の教授でもあり、私たちのたくさんの質問に答えてくれた。

夜は箱根の温泉旅館に泊まり、日本式の宴会料理が一日の疲れを吹き飛ばしてくれた。

日　付： 5月28日（水）4日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 楊蒨

今日はトヨタ自動車元町工場を見学した。私は文系の学生なので、自動車生産の工程や段取りについてはよくわ

からないが、今日の見学を通して、現場を見なければわからない知識を学ぶことができたので、大変貴重な機会とな

った。

トヨタ自動車の生産の理念は「好製品(よいせいひん)、好創意(よいアイデア)」である。この簡単な6文字は、言うこと

は簡単だが、実行するのは容易ではなく、トヨタがそれをやってのけたのは、自動車産業に長く君臨している重要な

要因の一つであろう。工場の解説者の紹介によれば、生産において、一つの小さな問題によってラインが停止した場

合、まずその問題を解決してから、ラインでの生産を再開するという。このやり方に私は驚かされた。最良品質の自動

車を生産するために、細部の持つ力に重きを置いていることや、各段階に対する重視の程は私の想像を超えるもの

であった。次に、トヨタ自動車は「ジャストインタイム」と「自働化」生産方式を推進し、必要な時間内に、必要な数量の、

必要な製品を生産することを強調している。「かんばん」を利用することによって、生産手順に基づいて部品を現場に

運び、現場に到着した部品を生産手順に基づいて並べ替えることが実現した。彼らのこのような「品質の源は各製造

工程にあり」という企業文化は、中国の粗放的な企業発展にとっては、極めて大きな学ぶべき価値を持っている。

午後、私たちは静岡県農林技術研究所を見学した。今回の見学で、私は日本の農業の科学技術のレベルの高さ

や民間におけるそれら技術の普及度合を、身をもって感じることができた。しかも、彼らは地元自治体の支援を受け、

数年から数十年も研究を続けているのである。その内、芝生に関する彼らの研究は特に印象的だった。彼らは現地の

小学校の運動場を一年中緑の芝生にするために、今後5～6年に及ぶ研究を始めたとのことである。私は、このような

研究はまさに人々の生活に利便性をもたらし、生活の質を向上させることができるとわかった。
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結果的に成功か否かは問わず、試してみなければならないことはやってみるべきである、これは私が今日悟ったこ

とである。農林研究所のこうしたチャレンジ精神は人生にも当てはめることができると思う。これは人を奮い立たせる一

種のプラスエネルギーである。

日　付： 5月28日（水）4日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 王海玲

3日間の過程を消化していくなかで次第に日本への理解が進み、私たちの日本への理解は表面的なものから次第

に深くなってきた。今日私たちはトヨタの工場と静岡県の農林技術研究所を見学した。見学を通して私は、日本人は

創造力と活力に満ちた民族だと感じた。日本は資源が相対的に貧しい国だが、今では強大な経済大国になってい

る。私は正にこうしたことが理由なのだと思う。例えば日本は国土の面積が小さいため、海を埋め立てて道を作った。

また日本では駐車スペースが足りないので、立体的な駐車場を作ることを考えついた。そして日本では労働力が不足

しているため、いろいろな作業をできるだけ自動化された機械、例えば自動販売機のようなものに代替させることを思

いついた。今日私たちが見学した静岡県農林技術研究所も正にその通りで、日本産の野菜や果物などの農作物は

日本の気候や環境、地形の影響を受け、国内の需要を満たすことができないため、ここでは研究者たちが光や温度

などの詳細な研究を通じて日本における生産の現状を改善し、より豊かで品質の良い野菜や果物を国内市場に供給

しようとしているのだ。

次に私の得た感想は、日本における人間本位の管理についてである。トヨタの工場では、トヨタ自動車の二つの重

要な生産方式を見ることができた。第一はジャストインタイムで、必要な時に、必要な数だけ製品を生産し、生産効率

を飛躍的に高め、製品の品質を保証しているのだ。第二は自働化である。人体に有害な工程は機械に任せて完成さ

せ、同時に人はそのサポートをする。これは企業の人間本位のみならず、同時に従業員への心配りを体現し、更に効

率の向上と品質の保証を可能にしている。私はトヨタが自動車産業のトップ企業の一つになれたのもその人間本位の

管理と密接に関係していると思う。

今日私は日本の代表的企業の経営理念と日本企業の資源利用に対する創造性を、より深く理解することができ

た。

日　付： 5月29日（木）5日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 朱悦

昨夜温泉を体験したためか、今朝はなかなか起きられず、睡眠不足を感じたが、これは温泉につかった後の睡眠

の質が極めて良かったためである。幸いにも日程が充分に配慮されており、朝は芦ノ湖と古い関所めぐりのみであっ

た。地質を学ぶ私としては、最も興味があるのは美しい風景や古跡ではなく、ガイドさんが紹介してくれた火山によっ

て作られた湖の方だったが、結局時間の関係で見ることはできなかったので、ちょっと残念だった。しかし見ることので

きた景色はそれを補うもので、特に海賊船で芦ノ湖を遊覧した時には、山紫水明、碧水藍天のような形容詞が次々と

脳裏に浮かんだが、目の前の美しい景色はこのような形容詞では形容しきれないもので、ただ見とれるばかりであっ

た。特に船上の爽やかな風は、更に心をオープンにしてくれた。見学した古い関所は小さな博物館のようなものだっ

た。日本の昔の物が多くみられ、当時の文化を知ることができたが、もっとも印象的だったのは、日本の昔の刑罰で、

その残酷さには驚かされた。

午後は三井物産を見学した。この日本の大手総合商社の規模はとても大きく、取り扱う業種の多さには本当に驚か

された。自分の専門分野と経営管理は特に関係はないが、このような会社を管理するのに必要な計画性やノウハウは
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学ぶのに値するものである。私の見るところ、会社を管理することは自分の人生を営むことと相通じるものがあり、共に

一定の計画や決まりごとそして目標を必要とし、更にはその他多くの要素を考慮しなければならない。例えば突発的

事態への対処などは、両者とも現実に直面することである。

夜宿泊したホテルは東京のホテルニューオータニである。15階の部屋から東京の夜景を見ることができ、夜空の中

に聳える東京タワーは凄い！と感じた。

日　付： 5月29日（木）5日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 杜岩

いつの間にか日本に来て5日目になってしまったが、今日の日程はこの5日間でもっとも忙しかったことは間違いな

い。私たちは箱根－芦ノ湖－静岡－東京の4カ所を駆け巡り、とても疲れた。

早朝、箱根で最後の温泉に浸かったが、昨晩は手に取るように星々が見えたのに対して、朝の箱根は山々に囲ま

れ湧き起こる雲が風になびいて、温泉の中で自然と一体になっている感じがした。その後の関所と芦ノ湖は、規模は

小さかったが、木々に覆われた山々と水の美しさは中国国内では見られないものであった。

静岡で昼食の後、午後の長距離移動の末ついに東京の都心へたどりついた。2時間ほど早く着いたので、予定に

無かった皇居を見学した。中には入れなかったが、若者たちが歩道でジョギングをしていたり、芝生に座って休んでい

たりするのを見て、東京の人々のライフスタイルを直接的に感じることができた。

午後4時、三井物産を訪問したが、室内からは直接皇居を望むことができた。もし鬱蒼とした美しい木々が邪魔をし

なければ、皇居を隅々まで眺めることができるだろう。このような場所に自社ビルを建てることができるのは、ある意味

三井物産の実力を物語っている。中国には三井物産のような純粋に投資を行う商社はほとんどなく、その概念を説明

するために、商社側は苦心したようである。商社側の紹介を通して、私たちは中日両国間の現在の貿易状況と三井物

産の具体的な役割を理解することができた。三井物産は実業を持っていないため、創業以来様々な困難に直面し、

巨大な投資プロジェクトが第三国の新政府によって没収された経験もあるが、一歩一歩地道に努力したことにより今

日の会社の発展がある。

最後に私たちは三井物産のスタッフたちと懇親会で楽しく交流を行った。

日　付： 5月29日（木）5日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 陶浩博

今日は午前に芦ノ湖の美しい風景をみて、午後は東京へ行き皇居を見学した後、三井物産を訪問した。芦ノ湖で

は、私たちは再び日本の環境保護への重視度合を感じた。多くの客が訪れる観光地であるにもかかわらず、至る所が

とてもきれいに保たれ、ゴミは全くなかった。環境保護や生態系維持をしながらも、現地では高度に商業化が図られて

おり、多くのゴルフ場が作られ、各国からの旅行者を惹きつけているのだ。

午後の皇居見学の時、天然の四角い大きな石を積み重ねた城壁を見て不思議に思った。如何なる接着剤やセメ

ントも使用せず、ただ台形に配列されただけで建造物の安定を保っているのである。日本の歴史は中国史の長さに

は及ばないが、それでも十分に素晴らしく、人を引き付ける魅力を持っている。天皇制は世界的にも唯一無二のもの

であり、天皇が実権を掌握するか或いは虚権に留まるかは、正に時代の変遷などを象徴している。

その後の三井物産の見学によって、私は両国の貿易関係が切り離せないもので、しかもその相互依存がさらに高

まっていく可能性があることを知った。投資対象を選ぶ際、三井物産は詳細な評価と貿易から投資へと転換する方式

を採用している。日本社会における人情や誠実さ、正直さの重要性をそこに見出すことができる。そして中国でも人情
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の積み重ねと双方の交流は大事にされている。もちろんどの国にもこのような習慣はあり、これは人情の常、社会通念

ともいえる。しかし人との交流を重視している日本人は曖昧さを持ちやすく、何事も守りを以って攻めとし、退くを以っ

て進むとするという。正に今日一緒に食事をした友人が言うように、日本企業は協調性を重視し、団体が力を合わせ

て協力し、成果を上げることを目指しているのだ。これに対して中国人の企業はみんなが一致して何かに取り組むこと

は少ないように思う。

夜の懇親会で日本側から、私たちが日本を好きになり、そして私たちが見た本当の日本を偏見なく中国に伝えてく

れるよう願っているという話があった。この数日来、私の日本に対する見方は徐々に驚きから好意へと変わってきた。

私は日本語専攻の学生として、将来日本へ来て仕事や勉強する日がおとずれ、中日友好の架け橋になることを心か

ら願っている。

夜、東京の夜景は賑やかな街の明かりに色とりどりに照らされていた。24時間営業のコンビニは通りの至る所にあっ

た。私は、日本は自然の保護と現代的な発展がともに極限まで達した国だと感嘆せざるを得なかった。

日　付： 5月30日（金）6日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 梁璟暉

今朝、私たちは全日空の訓練センターを見学し、多くの珍しいものを体験した。例えば飛行機のコックピットではど

のように離陸や着陸をするのか、そして救命衣の正しい使い方、さらにはファーストクラスの様子などである。その中

で、私たちは全日空の優れたサービスと整った研修管理制度を感じることができた。最も重要なことは、彼らが安全を

優先し、研修の70％を安全面に、30％をサービス面に充てていることで、今日まで事故はないという。

午後、私たちは多摩川清掃工場を訪れた。この工場は東京23区が出資して建設されたゴミ処理工場で、焼却か

ら排気ガス処理に至る可燃ゴミ処理装置を備えている。紹介によれば、ゴミは800℃で処理して灰にした後、更に

1200℃の高温で溶融スラグにして体積を減らしているが、そういう工場は少ないという。このほか、ここでは溶融スラグ

を路面舗装用のブロックやアスファルトにし、プラスチックは破砕した後衣服に作り変えており、再生したゴミを再び生

活の中に役立てているのである。

以前から、日本が環境保護事業を重視していることに私は感心していた。日本の国土面積は小さく資源は不足して

いることもあり、彼らは資源の最大利用のための研究開発に力を入れており、リサイクルは彼らの最も素晴らしい部分

である。エネルギーは再生できないが、物質は循環させることができるのである。物質の再利用を通じて新しいエネル

ギーを生み出すことは、私たちの節約を大いに助けてくれる。このほか、日本の環境保護面での成果はゴミの分類作

業がうまく行われているお蔭であり、そうでなければ後続の業務も進めることはできないのである。

私の見たところ、中国の一部の都市は同様の環境保護対策を発展させるのに十分な経済力を備えている。今始め

なくて、いつまで待てというのだろうか？

日　付： 5月30日（金）6日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 張亜茹

今日は全日空と多摩川清掃工場を見学した。全日空では顧客第一のサービスを体験するとともに、フライトシミュレ

ーターを体験することができ大変楽しい訪問だった。多摩川清掃工場ではゴミを処理する工程を知ることができ、日本

がどのようにして資源を最大限利用しているのかを実感することができた。

今回全日空で最も楽しかったのは、やはりフライトシミュレーターの体験である。機内では場面を切り替えることがで

き、飛行機の離陸や着陸などの操作や、過重力、無重力など一連の状況を体験することができるのだ。このほか、私
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たちは避難技能訓練を行った。危険に見舞われた時は、自分を救う術を学んでおけば、生死のはざ間で生き長らえ

ることができるかも知れない。こうした訓練をすることで、飛行機に乗る際さほど恐れることがなくなり、問題が発生して

も比較的に落ち着いて対応することができるだろう。

多摩川清掃工場へ向かう途中、例のゴミ清掃車を見かけると間もなく目的地に着いた。工場の外に立っても、想像

していたようないやな臭いはなく、逆にここの環境は美しく、極めて清潔だった。見学を通じて、私たちは日本ではゴミ

の分類が細かいだけでなく、ゴミ処理の面でも極めて細かく行われていることが分かった。全ての処理が終わった後、

ゴミは溶融スラグにされ、埋め立てに使われている。日本は国土面積が小さく、しかも山に囲まれ、陸地面積は更に小

さいため、海の埋め立ては日本が陸地面積を拡大する主要な手段になっている。例えば大阪の関西国際空港は、ゴ

ミを埋め立てた人工島にできた空港である。

日本の環境政策は私たちが学ぶべきものであり、現在わが国の環境問題はちょうど日本が3、40年前に直面した環

境問題とよく似ている。私たちは環境にやさしい社会の実現を目指し努力したいと思う。

日　付： 5月30日（金）6日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 黄馨蔚

今日午前、全日空の乗務員訓練センターを見学した。今回の訪日はスタート早々全日空の旅客機に乗って日本に

やって来たため、その優れたサービスは私たちに強い印象を与えた。彼らは専門的な素養以外に、常に乗客のため

を考える心を持っている。日本に来る時の機内で、離陸前とある乗務員が私たちがカメラをいじっているのを見かける

と、親切にもすすんで私たちを撮影してくれたのである。これはごく小さなことだが、私はとても感動させられた。彼らの

訓練過程などを見学し、そのプロセスを理解したほか、私たちは訓練施設を見学し、緊急避難訓練を受けた。これは

私にとっては、一生涯役立つ体験学習といえるものである。このほか、印象深かったことはやはりフライトシミュレータ

ーでの飛行機操縦の模擬訓練で、大変楽しかった。このように身近に模擬訓練を体験する機会は本当に得難いもの

である。今回の訪日活動と全日空が私にこのような忘れがたい体験をさせてくれたことに非常に感激している。

午後私たちは多摩川清掃工場を見学した。到着するやその清潔な環境には驚かされた。私たちは会社の概況を

聞いた後見学を行った。最も印象的だったのは、ここでは効率よく環境に配慮してゴミを処理すると同時に、資源の再

利用も実現していることである。例えば、一日の焼却量300トンの焼却炉2基は、ゴミを燃やして生じる6400キロワットの

熱量を発電に用いると同時に、付近住民の温水用に供給しているのである。このほか風力発電も行っている。発電し

た電力は自身の需要を賄うほか、電力会社にも販売している。更に、一部の廃棄素材は集めて再利用し、ビンやスタ

ッフの作業服、再生紙などを作り、多方面で社会に貢献している。

このほかに気が付いたことは、彼らが屋上のスペースを活用して草花を植えていたことで、まるで多摩川と一体化し

た空中庭園のような趣を感じた。

日　付： 5月31日（土）7日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 黄新

午前9時30分、会議室で団員たちが一人づつホームステイ先の家庭に引き取られていくと、残されている人はだん

だん少なくなっていき、まるで一種の「孤児」のような感覚におそわれた。結局、4歳の坊やがお父さんと一緒に現れ、

ついにホームステイが始まった！

彼らは利便性を考えて地下鉄は使わず、車で1時間かけて私を迎えに来たのだ。車内の狭い空間で、もし話ができ

なかったら、雰囲気はかなり気まずくなるが、うれしいことに大武さんはとても明るい人だった。車内で、彼が日本語、
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英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語ができる言語通であり、また中国通であることがわかった。私が急に充

電器を買いたいと言った時も、彼は熱心に数軒の店を探してくれて、ようやく買うことができた。彼の奥さんはちょうど

出産のために入院していたので、お会いすることはできなかったが、彼らの4歳の子供はとても可愛かった。日本の子

供は一種の「萌え」を感じさせる。

昼食は、大武さんが一緒に中国語を学んでいる仲間を誘い、彼らが家で作った料理を持ってきた。私は、これは日

本人が他所の家に集まる時の伝統に違いないと思った。食事中の会話の雰囲気は大変よく、たこ焼きの好きな私は

彼らに作り方を習い、その場でたこ焼きを作って皆に食べてもらったので、昼食作りに多少の貢献はできたと思う。夕

方、公園で大武さんの仲間と別れた後、サッカー好きの彼ら親子と一緒に汗まみれになるまでボールで遊び、更に仲

良くなった。そして日本人の習慣にあわせて風呂に浸かり、この一日を終えることになり、庶民的な銭湯と日本式の回

転寿司を体験した後、私たちは満足して帰宅した。子供を寝かせつけた後、私たち二人の「おじさん」は一緒にビー

ルを飲み、テレビを見て、語り合ったが、いつの間にか1時を回ってしまった。私たちはサッカーに始まり、専門分野や

大学、未来、中日の比較、経済、家庭、ゲームそして天文地理まで、眠気と酔いに負けて寝付くまで、あらゆる話題に

ついて語り合った。

日揮は日本最大のエネルギー企業で、私の専門と一致する。日本の会社の大多数は終身雇用制で、会社は従業

員の育成に大いに力を入れていて、従業員に対し大量の資金やエネルギーを投入しているため、従業員の業務能

力が向上し会社の利益も増えるだけでなく、従業員の忠誠心も高まり、会社のために生涯頑張ろうとするのである。

日　付： 5月31日（土）7日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 徐哲宇

今日は、訪日して以来、出国して以来、初めて涙を流した。

プレゼントを用意して、緊張したまま出発し、ホームステイ先のご主人である城和啓さんに会った。ご主人は中国語

がよくできて、奥さんもかつて中国に留学したことがあるので、コミュニケーションは問題なかった。

浅草寺へ行きお参りをした後、東京で一番おいしいという天ぷら料理店へ連れて行ってくれた。スケジュールは言

葉で言い表せないほど周到で、午後は完全に私に付き添ってくれたので、大きな収穫が得られた。

道すがら、お二人とは大いに意気投合し、いにしえから現在まで、スポーツから音楽まで、航空券から一般市民の

心の中の政治まで、次から次へとたくさんの話題について語り合った。その晩私たちは小さな小料理屋に入った。席

に着いた後、奥さんの涼子さんはなぜかすぐに席を外されたが、すぐにご主人と酒を飲み食事をした。やがて奥さん

が店に戻り、楽しい雰囲気の中で食事が終わるものだと思っていた。

ところがもうすぐ食事が終わろうとするとき、涼子さんはバースデーケーキを取り出した。その上には「21歳の誕生日

おめでとう　徐哲宇先生」と書かれていたのだ。その後、店内の皆でバースデーソングを歌ってくれて、その感動と喜

びのあまり私は涙してしまった。と言うのも、長い間誕生日を祝ったことがなかったからである。日本の人々の細やかさ

と心配り、私への関心や共感は、今回の旅行で実感した最大の収穫である。

私は日本の人々とこの土地が好きだ。

日　付： 5月31日（土）7日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 楊暁宇

今日から待ちに待ったホームステイが始まった。朝9時半、私のホストファミリーとは時間通りに対面した。ホストファミ

リーにはお父さんとお母さん、そして娘さんがいた。お父さんとお母さんは共に50代で、私に対してとても友好的でい
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つも笑顔を見せていた。彼らはかつて中国で仕事をしたことがあったので、ずっと中国語で私とコミュニケーションをと

ろうとしてくれた。娘さんは大学の2年生で、年齢も学年も同じだったので私とは特に話が合った。昼間は原宿の表参

道へ出かけた。ここは日本の若者たちがよく行くところで、たくさんの流行の服やアクセサリーなどがあるが、ここでは

ダイソーという良い店を見つけた。中にある商品は全て100円である。

夜、私たちは家でご主人の作ったイタリア料理を食べた。彼ら一家は上海やアメリカなどで一時期過ごされていた

ので、生活様式は非常に西洋的だった。彼らの夕食は日本料理、アメリカ料理、イタリア料理、中国料理など様々だと

いう。食後、日本のテレビドラマや中国との交流について語り合った。私は自分の父母が若いとき日本映画の『君よ憤

怒の河を渉れ』（中国名：追捕）が大変好きだったことや、私は今テレビドラマの『リーガルハイ』が好きだと彼らに言っ

たところ、大変喜んでくれた。

明日も彼らと一日一緒に過ごせるので、期待感でいっぱいである。

日　付： 5月31日（土）7日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 熊夢玥

ついにホストファミリーと対面する日がやってきた。これまで緊張と感激の中でこの日が来るのを待っていたのだ。出

発する1ヶ月前から、ホストファミリーの綾香お姉さんはEメールで私と連絡を取りあい、この2日間の遊覧計画を立てて

くれていたのである。

私を受け入れてくれた家庭は、伊藤忠商事の佐藤綾香さんとそのご両親である。綾香さんはとてもきれいで優しい

お姉さんだった。私たちが参観している時にも、綾香さんは携帯電話を外国人に貸してあげたり、道に迷った人を案

内してあげたりした。以前テレビで、日本人は世界で最も見知らぬ人を親切に助ける国民であると紹介されていたが、

ここでも日本人の親切心を深く感じることができた。

今日の日が来るまで、私はこれまでにない緊張と期待の中でこの日が来るのを待っていた。しかし綾香さんと一緒

に帰宅し、おじさんとおばさんにお会いして、私はやっとその心配が杞憂だったことに気付いた。彼らはとても親切で

話し好きな人だったので、彼らとの会話はとても楽しかった。今日は綾香さんの案内で新宿や渋谷で遊び、夜はご家

族の皆さんと夕食を共にし、忘れられない一日を過ごすことができた。

日　付： 6月1日（日）8日目
大学名： 中国石油大学
氏　名： 丁柏昕

畳の上で目覚めたときはすでに朝の7時だった。すでに奥さんが朝食の準備をしているのが聞こえたので、急いで

部屋を片付けて、「モーニング」の一言からこの日一日の交流が始まった。私とご主人は早めに朝食をすませ、彼は私を

連れて自転車で彼らの住んでいる千葉を案内してくれた。そして私の色々な質問にも、とても詳しく説明してくれた。

例えば、日本の国民的スポーツとも言われる野球や日本人の幸福感、日本の学生の海外留学に対する願望、一

般の日本人の週末のレジャー、日本の不動産価格などなど、日本の基本的ライフスタイルに対する私の理解をより深

めてくれたが、その範囲もまたとても幅広いものだった。

スーパーマーケットを見て回り中日のスーパーの違いを体験してから、私たちは帰宅し暫しの休憩の後、再度の東

京ツアーを開始した。私たちは30度以上の暑さの中、ファッション中心の若者の街である原宿を訪れた。河尻夫妻は

私のために丁寧にスケジュールを決めてくれて、私をより日本的特色のある場所へ連れて行ってくれた。昼は日本式

のそばを食べたが、とても美味しかった。午後は付近の明治神宮を見学したが、幸運にも日本式の婚礼の様子を見る

ことができた。その後公園を散歩したが、たくさんの若者たちが公園で音楽を演奏したり、野外料理をしたり、ゲームな
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どをしているのを見て、自分も本来こういった有意義な週末の時間を過ごさなければいけないのだと感じた。

日　付： 6月1日（日）8日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 劉華南

今日は平沢哲さんの家での2日目である。さほちゃんは私より少し早く起きた。朝は奥さんが準備した朝食を食べた

が、これは昨日一緒に行ったスーパーで買ったパンとウインナーソーセージである。その後、さほちゃんに付き添って

彼女の好きなゲームで遊び、日本の伝統的な碁の一種である将棋をさし、さほちゃんにお話を聞かせ、さらに彼女を

連れて外の広場へ行ってブランコで遊んだ。

午後はお台場へ行き、九州で最も人気のあるラーメンを食べたが、来日以来一番おいしい食べ物だと感じた。お台

場の風景は美しく、海、レインボーブリッジ、女神像、さらに傍には自分の家族のようなさほちゃん一家、日本に来てか

ら最も安らぐ時間だった。

さほちゃん一家は私に手紙を書いてくれた。それぞれ1ページ分あり、受け取った時には日本人の真面目さや細や

かさ、そして彼らの親切さを真に感じることができた。

別れの時は当然名残惜しいが、仕方のないことである。さほちゃんと私はとても仲良くなり、まるで兄妹のように感じ

た。さほちゃんはまだ5歳なので、自分で中国に行くことはできないが、大きくなってから中国へ遊びに来てほしいと思

っている。そしてこの異国での友情が途切れないことを願っている。

夜は秋葉原へ行き、日本独特の電気製品の販売文化を見ることができた。100軒以上の電気店が一つの通りに面

して建ち、一々見ることができないほどであった。またメイドや道端で声をかけて物を売る女の子も見かけた。

明日からはまた正式な企業訪問だが、全てが順調に行き、沢山の収穫があることを願っている。

日　付： 6月1日（日）8日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 呉珂

今日はホームステイの2日目で、朝はお母さんが心を込めて作った日本式の朝食を堪能した。私は比較的濃い味

が好きなため、お母さんは、名古屋風の東京と比べて少し濃い味付けの味噌汁を作ってくれた。また私は、日本人は

本当に小動物が好きで、ほとんどの家でペットを飼っていることに気が付いた。しかもとても仲が良く、食事の時、ホス

トファミリーの猫たちが食卓に飛び乗ってもご主人は決して叱ったりせず、心から大切にしている。

朝食後、自転車でブックオフへ本を買いに行った。日本で自転車に乗れたのは本当に得難いことで、自分が普段

その街に住んでいるかのような感覚だった。日本の自転車道はとても狭いのは当初から気が付いていた。おそらく土

地が狭いので、道路も狭いのだろう。そして皆が交通規則を守っていた。しかも道路が狭いので皆縦に列を作り、決し

て並列して道を塞ぐことはなかった。それからブックオフで驚いたのは、日本では本の値段が高いので、多くの人がブ

ックオフへ中古本を買いに行くのだが、店に入ると店内の本は古本の感じは一切なく、とても新しかったことである。私

は日本人は物をとても大切に扱っていると感じた。日本にはリサイクルショップは至る所にあり、皆リサイクル品である

ことをそれほど気にせず使っていることにとても感心させられた。もし中国国内でもこれらの物をリサイクル利用できれ

ば、大いに浪費を減らせることだろう。

午後はお母さんと新宿の伊勢丹と新宿御苑へ行った。最も賑やかな場所に新宿御苑のようなものがあることにはと

ても驚かされた。なぜならそれは小さな公園ではなく、まるで森が東京の繁華街の一角を占めているようで、想像もつ

かなかったからである。中には巨大な樹木や、広大な芝生、小さな池まであり、しかも周辺の高層建築物はみな木々

に遮られ、まるで森林の中に入り込んだように感じる。都市の中にこのような都市の喧騒から遠く隔絶された場所があ

ることは、本当にすごいことだと思った。
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日　付： 6月1日（日）8日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 楊雨辰

今日、私たちは明治神宮に来た。私の運気は今日もよく、参拝の後、ちょうど4組の新婚さんによる日本の伝統的な

神前結婚式を目にすることができた。

明治神宮の後、スカイツリーに行ったが、人があまりにも多く、案内スタッフの話では大体1時間並ぶ必要があるとい

うことで、思い切って諦めた。

楽しい時間が過ぎ去るのはいつも早いもので、あっと言う間に午後4時だったので、私と小林さん一家はお別れする

ことになり、プレゼントを交換して友情を確かめあった。

今回のホームステイで最も印象的だったことは、日本人の親切さやもてなし好き、そして責任感である。小林さんは

現在三井物産に勤めているが、毎日とても忙しいという。それでも小林さんは私を色々な所に案内してくれ、また私に

付き添い秋葉原を歩き回り、帰宅すると服を着替える間もなく、疲れのため眠ってしまうほどであった。私はこれにとて

も感動した。

今回のホームステイを通じて、私は日本および日本人に対する理解を更に深めるとともに、日本人の心からのおも

てなしに心を打たれた。考えてみれば、今回のホームステイは偶然結ばれた縁ではあるが、私たちはこの縁を大事に

して、日本の人や物事を正確に認識するべきだと思う。帰国後も自分のこの2日間のホームステイで見聞きしたことを周囲

の人に伝え、できるだけ周りの友人たちの日本への認識不足を解消し、中日民間交流のための道づくりをしたいと思う。

日　付： 6月2日（月）9日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 董耀聡

今日私たちは三井住友銀行と早稲田大学を見学した。三井住友銀行では中国国内の各銀行とは異なる情景を目

にした。客と銀行員のコミュニケーションはガラス越しに行う必要がなく、人と人との信頼関係を示していた。三井住友

銀行本店はとても大きく、それぞれ別の機能を持っている3つのビルに分かれていることに驚かされた。また三井住友

銀行では昼食のもてなしも受けた。

午後は早稲田大学を訪れ、ある先生と激しい討論を行った。しかし最終的に私たちは、皆自分の先入観をもって他

人を見たり、同様に先入観をもって日本を見ているため、人は常に何らかの偏見や不満を抱えていることに気が付い

た。そのため私たちのすべきことは、できるだけ客観的な態度で物事や日本のあらゆる面を見ることである。私たちは

日本でわずか12日間しか滞在できないので、分からない部分があるのは必然的である。したがって、私たちは自分の

視点から理解し、考えることで、共通点を求め相違点を残すようにしなければならない。　

早稲田大学では、一部の日本の大学生と交流することができた。幸いなことに、これらの学生はみな本科生だった

ので、私たちは大学生活や将来の生活への展望などを自由に話すことができた。多くの大学生は皆直接就職するこ

とを望んでいて、しかも待遇は好条件だという事がわかった。それに対して中国では状況が全く異なるため、今回両国

の就職面の格差や違いを知ることができた。しかし、中国は限られた時間の中で日本に追いつき、また中国独自のや

り方で問題を解決できると思っている。今回の訪問では収穫が極めて多く、多くの団員は日本人と友だちになった。

私たちは自らの力でごくわずかではあるが中日友好に貢献できたと思う。

日　付： 6月2日（月）9日目
大学名： 中国石油大学
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氏　名： 張亜茹
午前は三井住友銀行を訪問、午後は早稲田大学での見学と交流。充実した一日が日本の友人との惜別の中で終

わりを迎え、日本での活動も次第に閉幕が近づき、日本における滞在も残すところわずか3日となった。

他の企業と同様、三井住友銀行にも中国語を話せる多くの高級管理職の人がいた。彼らは中国が好きで、ある部

長は「中国へ行くのではなく、中国へ帰る」と語った。中国は彼らにとってさまざまな意味を持っている。それは単に勤

務地ということではなく、彼らは中国で10数年間仕事をしているため、すでに完全に中国に溶け込んでいる。三井住

友銀行で私たちが驚いたのは窓口が開放式だったことで、中国のように行員と客が厚い大きなガラス板で隔離されて

いるのとは違っていた。日本の銀行は基本的にどこも開放式であり、この点は先進国であり、また調和のある社会の最

も有力な証拠である。

午後の早稲田大学への訪問でも多くの事を感じた。私たちと日本の学生は将来のキャリア計画について討論と交

流を行ったが、日本と中国は状況が大きく異なっていた。日本の学生は一般的に本科を卒業すると仕事につくが、中

国では就職難のため、多くの人はより満足できる収入を得るために、進学を選んでいる。また日本では就業時に専攻

分野による制限がなく、多くの場合職場と学んだ分野とはさほど関係がないが、中国では一般的に専攻分野と関係の

ある仕事を選ぶ。しかし時として従事する仕事と専攻分野が関係がない場合もある。

今日は端午節なので、ふるさとの家族を思い起こしていた。これぞまさに中国人の言うところの「佳節に逢う毎に、ま

すます親を思う」である。

日　付： 6月2日（月）9日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 席涵沛

また新しい1日がやってきたが、それは同様に帰国の日へ1日近づいたことになる。確か自分が最後に日記を書い

たのは中一の時だった。子供のころは、毎日母に日記を書かされた。初めは上手く書けず、母に言わせればだらだら

と書いていたようだったが、その後母の教えによって、日記も知らないうちにキチンと書けるようになった。7年の時を経

た今回の旅行を契機に、私は今回の旅行で起こったことを少しずつ記録してきた。もし将来読み返してみることがあれ

ば、きっと懐かしさで胸がいっぱいになることだろう。

三井住友銀行では、銀行の人間本位のサービスについて見学したが、予想だにしていなかった銀行の金庫まで見

学することができた。見学後には三井住友銀行で昼食も頂いたが、思いがけないことに、その場で司会と通訳をしてく

れた男性職員はなんと私と同じ大学の先輩にあたるということが、三井住友銀行のある職員から聞かされたのだ。これ

にはとても誇らしく思い、私は自分をしっかり向上させようと密かに決意した。

そして私たちは世界的に有名な高等教育機関である早稲田大学を見学した。この大学は独立と自由の精神で名

高く、大学の中にある歴史を感じさせる建築物や学術的な雰囲気に大いに惹きつけられたが、日本の学生たちとの

交流でも多くの収穫を得ることができた。私はもし可能であれば、早稲田大学で自分の好きな経済や経営を学び、中

日友好のために貢献したいと思った。　

日　付： 6月3日（火）10日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 李閩

活動日程も終わりに近づき、日本の各方面について様々な理解が得られたが、私たちの日本に対する見方や今回

の訪日の感想を、これまで中日友好協力に努力されている外交官らに伝えるために、今朝、私たちは中国駐日大使

館を表敬訪問した。
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私たちと交流したのは律参事官で、最初に各大学の代表が発言したあと、質疑応答という段取りであった。質疑応

答の中で、ある学生がいくつかの敏感な問題について質問した。その場には日中経済協会の関氏が在席していたた

め、一方的な展開にならないように、律参事官は先に関氏に発言してもらい、そのあと参事官は中国側の見解を述べ

た。こうした難しい問題について、今回お二人の発言を通して中日双方の態度を理解することができ、私たちにとって

とりわけ重要な機会であった。そのあと私は参事官に、私たちは日本で12日間しか滞在できないこともあり、見ることの

できた事物は表面的かもしれないので、日本にはまだどのような問題があるのかたずねた。律参事官は、日本は先進

国であり、先進国に普遍的に存在する問題を抱えており、その問題の解決は時間がかかると思われる。しかしながら、

日本はそれでも多くの分野で努力し、良い成果を上げていると述べた。

最後に律参事官は、彼の見た日本や中国と日本が協力すべき点などについて30分も話をされた。私たちはそこか

ら外交官の魅力、そして中日関係についてより多くを知り、とても大きな収穫があった。

午後、私たちはJX日鉱日石エネルギー株式会社根岸製油所を見学した。私たちは石油関係が専門ではなく、石

油製錬、抽出などの知識についてはさほど分からなかったが、見学ではここの清潔さや秩序性、そして規模の大きさ

を感じることができた。同社は今回わざわざ二人の北京支社の職員を呼び、私たちに同社の紹介をしてくれた。その

心配りに私たちはとても感動した。

日　付： 6月3日（火）10日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 劉夢瑶

訪日もすでに10日間の日程をこなした。いつの間にかあと2日で帰国である。この10日間の訪日体験は皆に強い印

象を与えた。

早朝ホテルを出発し、中国駐日大使館を表敬訪問した。程永華大使は多忙の中、団員たちを接見し記念撮影を

してくれた。バスが中国駐日大使館に着いたとき、車上の団長や先生方はうれしそうに「ついにわが家にたどりついた

ぞ」とみんなに話しかけたので、みんな感激がこみ上げてきた。大使と記念撮影をした後、六つの大学の代表がそれ

ぞれ訪日での印象や感想を報告した。その後、皆で中日関係や日本社会の調和性、日本社会にはどのような問題が

存在するのかなどについて参事官の見解を拝聴したが、皆それぞれ印象深かったようだ。

昼は居酒屋で食事を楽しんだ後、JX日鉱日石エネルギー株式会社根岸製油所を見学した。これまでは製油所の

環境というものはかなり悪く、汚染も相当ひどいと思っていた。しかし到着してみると、根岸製油所の環境はとてもよく、

緑化対策も十分にされていた。このほか、作業そのものは厳しいものだが、たとえばロゴのデザインなどの工夫で、ス

タッフたちにリラックスした作業環境を提供していたのは、日本企業の大きな特徴だと思った。バスの中では団員の石

油大学の学生に精油に関する問題や製油所に対する見方について教えてもらい、皆大いに参考になった。

日　付： 6月3日（火）10日目
大学名： 国際関係学院
氏　名： 陶浩博

今日、私たちはうれしいことに中国駐日大使館を表敬訪問し、尊敬する大使にお会いすることができたが、公務多

忙のため、私たちとの交流活動には参加されなかった。そのため律参事官が私たちとの会議に出席された。まず、私

たちはこれまで10日間の感想などをそれぞれ報告した。そのあと律参事官が私たちの質問に対し見解を述べられた。

その中で律参事官は、中日両国は戦争してはならない隣国であり、大部分の日本の人々は平和を愛し、中日交流を

望んでいるが、過激で悪意を持った日本の右翼がいまだ存在していると述べられた。私は、正にこうした右翼が第二

次世界大戦を否定し、中国脅威論を公然と振り撒いていることで、中日関係が硬直した局面に陥っているのだと思う。
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また同時に、間違った認識、デマ、無理解が日本の人々にわが国に対する悪印象を抱かせているのだと思う。そして

障壁をなくす最大の武器は自ら体験し、自ら観察することである。したがって、両国の相互交流を強化し、相互理解を

図ることこそが問題解決のカギである。次に律参事官は、彼が数十年前に日本に来た時、日本の現代的社会の清潔

さや便利さを感じたが、私たちが今回日本に来た時にも、やはり同様の感想を持ったことについて、実に悲しいと述べ

られた。中国はわずか数十年という短期間に大きな変化があったが、それでもまだ日本には追い付いていないのだ。

私は残念に思うと同時に、律参事官のお話のとおり、将来日本を訪れた中国の学生が如何なる驚きも感じないように

なってほしいと願っている。

午後は、根岸製油所を見学した。彼らの技術そのものはよくわからないが、製油所と周囲の環境の融合性には驚か

された。製油所は汚染度が高い企業だが、それでも従業員たちは彼らなりの社会貢献をしていた。私はこれこそ彼ら

の社会的責任感の現れだと思った。他所の先端技術を学ぶことは、ある意味表面を学ぶことに過ぎず、物事を曖昧に

せず究める態度や社会に対する責任感といったものを学ぶことこそが、最も大事なことだと感じた。

日　付： 6月4日（水）11日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 趙栖沢

今日の午前、東芝未来科学館を見学した。これまでの日程は自分の専門とは関係なかったが、今日はコンピュータ

ーのハードウエア関連の内容を多く見ることができた。東芝はここでRAMとMEMの2つの特性を結び付けたハードデ

ィスクを展示しており、コンピューターのデータ保存面でこれまで解決できなかった問題を解決したものである。しかし

東芝に対して私が感じていた疑問は、東芝がどのようにして発明と利益のバランスをとっているのかということである。

なぜなら新技術発明のサイクルは比較的長いため、東芝は何を頼りに発明をサポートしているのだろうか。時間に限り

があり、質問できなかったが、いずれ回答が得られるよう願っている。

昼は松本楼で食事をした。小坂文乃さんは梅屋庄吉のひ孫にあたり、現在でも中日友好のために尽力されてい

る。梁さんはバスの中で一つの問題を出した。それは第4代目にあたる彼女が中日友好に奮闘しているのは、どのよう

な力によって支えられているのかということである。私は自分なりの回答を考えてみた。それは一種の2国間関係に対

する正しい見方であり、最も重要な点である。中日関係に対しては冷静な認識が必要で、平和は永遠の基本概念で

ある。これは小坂さんの最も基本的な判断であると信じている。第二は家族の夢に対するこだわりである。梅屋先生と

孫中山先生の故事は私たちを感動させただけでなく、同様に小坂さんをも感動させ、梅屋先生の遺志を引き継ぐこと

を願ったのだろう。最後に最も重要な点は、平和に対する願いである。誰も戦争は望んでいないのである。以上は個

人的見解である。

午後、ディズニーランドへ行った。童話の世界である。ディズニーランドでいくつかの問題について考えた。①なぜ

皆行儀よく並んでいるのか、通路は2人並べるのに、なぜ誰も割り込まず、押し合ったりしないのか？　②今日は水曜

日なのに、ディズニーランドはなぜこんなに人が多いのか？　③なぜどのアトラクションも長い行列ができているにも関

わらず、比較的早く遊べるのか？　④環境がよく、ゴミが落ちていない、そしてスタッフもとても優しい。①と④は答える

までもない。②は答えが分からない。③はアトラクションが多く、魔法のじゅうたんにより人とアトラクションの移動スピー

ドを同じくする事で、アトラクションを止めることなく次の乗客が乗ることができるため、回転が速い。

日　付： 6月4日（水）11日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 杜岩

いつの間にか日程のほとんどを終え、あと二日で我々の訪問の旅もつつがなく終了である。そう考えると、今日の訪
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問日程が一層大事に思えてきて、全ての触角をいっぱいに広げてより多くの経験を吸収し、日本での最後の日々を

心に刻みたいと思った。 

午前、東芝未来科学館を訪問し、東芝の歴史と現在そして未来を見学した。東芝の名前は中国でもよく知られて

いる。おそらく最近は十数年前ほどの勢いがないせいか、私の印象の中では東芝が苦境に陥っているというような主

観的な印象があった。しかし未来科学館の見学後は、東芝がここ数年決して停滞していたのではないと分かった。日

本の工業と同様、マーケティング面などで多少の問題があったのかも知れないが、科学技術の発展に関しては、全く

停滞していなかったのだ。例えば、私が個人的に興味を持っている超伝導リニアのデモンストレーションについていえ

ば、この技術が何年後に普及するのかはわからないが、東芝が研究開発を推進している技術は自社の営利目的以

外に、人類社会の発展を積極的に促進するものだと確信している。

昼は日比谷公園の松本楼で昼食をとった。ここは当時、梅屋庄吉先生と孫中山先生の友情と革命運動の舞台とな

った場所で、多くの重要な会議がかつてここで開催されている。ここはまた中国辛亥革命の海外拠点でもあり、後に江

沢民、胡錦濤、温家宝ら中国の指導者もここを訪れ、しかも私たちと同じ部屋で食事をしたということで、非常に光栄

に感じた。　  

午後の日程は比較的楽で、皆が一番期待していたディズニーランドへ行った。ここは老若男女だれもが楽しめるテ

ーマパークである。東京ディズニーにはさらに「ディズニーシー」もあるが、私たちは今回ディズニーランドでの活動で

ある。ディズニーランドは大きくはなかったが、楽しさいっぱいで、閉園前の花火と千葉の海風は忘れられない思い出

になった。 

日　付： 6月4日（水）11日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 鄭子茂

かつて国家指導者の鄧小平氏は「科学技術は第一の生産力である」と述べたことがある。科学技術のイノベーショ

ンを保障してこそ絶えず効率を高めることができる。今日、私たちは東芝未来科学館を訪れ、科学技術が日本の発展

過程の中でどのような役割を演じてきたのかを知ることができた。

明治維新以降、日本は次第に開国し、西側の進んだ生産性と科学的思考、技術を学習し改良した。著名な発明

家の田中久重氏と藤岡市助氏は、先進的な技術を通して世界をより便利に変えるという理念に従って、万年自鳴鐘

や電球灯を相次いで発明した。そして彼らのこの精神は代々伝えられ、さらに彼らの後継者が二相交流発電機という

世界に先駆ける製品を発明した。現代社会は人口増加、エネルギー不足、環境破壊など多くの問題に直面している

が、科学はもう人々の生活に利便性を提供するだけの手段ではなく、新しい時代は科学技術に新たな意味、即ち私

たちの未来を豊かにするという目標を与えたのである。私たちは科学技術意識の育成と科学技術人材の育成を重視

し、科学技術を国のソフトパワーにおける最も重要な部分と理解しなければならない。そうしてこそ、先進国との格差を

縮小させることができ、単に経済的なデータだけではなく総合的国力において世界的大国に発展することができるの

である。

昼は日比谷公園にある松本楼へ行き、小坂文乃さんから当時の孫中山先生が中国革命に果たした貢献および彼

と梅屋庄吉先生の友情についてのお話を伺った。「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す」という約束に基づ

き、梅屋庄吉先生は全財産を孫中山先生の革命事業につぎ込んだ。彼らの何の利益のためでもなく、ただ志を同じく

して生まれた生死の交わりの話に私は深く感動した。私たちは中国の未来の開拓者として、このような精神を備え、如

何なる利益のためでもなく、ただ中日両国の友好のために自分の全てを捧げ、自分の学んだことを基に両国の優れ

た文化を伝え、両国の民間交流を積極的に促進し、そして次世代の青年たちの平和に対する初心をしっかりと育てて

いかなければならない。
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日　付： 6月5日（木）12日目
大学名： 北京科技大学
氏　名： 李慧

瞬く間に帰国の日がやってきた。午前中2時間ホテルニューオータニを見学して、私たちはホテルの電力システム

が自給自足であることや、生ゴミを処理して肥料に変えた後、付近の6箇所の農園に供給し新鮮な野菜を育てた後、

再びホテルに供給するといったシステムでホテルのエネルギーと資源利用の最大化を図っていることを知った。 

見学の後、同じホテルニューオータニで盛大な歓送会が行われた。日中経済協会の代表者、そしてトヨタ、三井物

産、三井住友銀行、全日空、東芝など私たちが訪問した企業の代表者が見送りに足を運ばれた。そしてまたホストフ

ァミリーの方々も大勢見送りに駆けつけてくれた。見慣れた皆さんのお顔を見ると、私たちが訪問した時の様々な場面

が思い起こされ、正に感無量だった。

特に感動させられたのは、東芝未来科学館と私のホストファミリーである。東芝の代表者は入場するとすぐに私を見

つけ出し、書類を差し出した。それは訪問した日に私が出した質問に対する回答があまり具体的でなく不十分だった

ので、回答を補足したものだった。その時私は何気なく質問を口にしたのだが、東芝のスタッフがこのように気にかけ

ていてくれた事に本当に感動させられた。そして私のホストファミリーだが、彼らからは私たちの写真の入ったUSBをい

ただいた他、お菓子と中国語で書いた手紙もいただき、その手紙を読みだすと涙があふれた。私たちは抱き合って別

れの挨拶をし、互いに感謝を表し、そして次回の互いの招待とともに慰め合ったが、私の涙は止まらなかった。日本で

の数日間、日本の友人たちにはとても感動させられた。彼らの親切さや友好的態度など、全てが皆を感動させ、感謝

させ、そして互いの理解を深め、私たちの友情を深めたのである。遠くない将来、中日両国はより親密さを増し、互い

の行き来はより密接になると信じている。

さようなら、日本。

日　付： 6月5日（木）12日目
大学名： 北京交通大学
氏　名： 陸沢臻

今日のキーワードは感動的な名残惜しさである。昼の歓送会で、私たちはホストファミリーとの再会を果たした。一

緒にいた時間は短かったが、お互いに対する情を直接的に感じることができた。

『時の流れに身を任せ』を歌った後は、多くの団員たちが涙していた。その涙には親愛なる日本の友人たちとの別

れを惜しむ気持ちがにじみ、各学校の代表の発言にも、今回の旅行中私たちのお世話をしてくれた日本の皆さんへ

の感謝の気持ちが表わされていた。

空港へ向かうバスの中で、私を含む多くの団員たちがそれぞれの感想を発表したが、皆感謝と別れを惜しむもの

ばかりだった。私たちは随行の先生方の細やかな心配りと指導に感謝するとともに、団員たちが互いに理解し助け合

い、旅行中、笑いあり涙ありだったことにも感謝した。

12日間の日本訪問は今日ピリオドを打つが、この12日間に生まれた友情は永遠に残ると私は信じている。

日　付： 6月5日（木）12日目
大学名： 北京語言大学
氏　名： 買居旦·尼加提

今でも頭の中では鄧麗君（テレサ・テン）の「時の流れに身をまかせ、あなたの色に染められ・・・」という歌詞が繰り

返されている。最も思いがけなかったのは皆がバスで楽しく唄ったこの歌に、今日は送別会の舞台であのように涙を
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誘われたことである。

私は今、ホストファミリーの貴子さんが撮ってくれた、私の初めての檜舞台での母校の同級生との日本語による発表

の映像を見ている。

今日は朝から荷物整理を行ったあと、宿泊したホテルの環境対策を見学し、今回の訪問最後の学習が無事終了し

た。私たちが宿泊したホテルニューオータニは日本で3本の指に入るホテルで、50年の歴史がある。かつて中日国交

正常化の時期には、中国駐日臨時大使館がホテルニューオータニ内に開設されたという。私たちを案内してくれたス

タッフの中にも勤続49年の方がおられた。まさにホテルニューオータニの成長の生き証人ということができる。

私たちはホテルの廃水処理場、ゴミの分類処理場、発電施設などを見学した。ホテル地下の作業場で、私たちは

普段は気にも留めない部屋のスイッチや廊下の照明灯のコントロールの仕組みをこの目で見て、巨大なホテル内のあ

らゆるエネルギーの供給と循環の原理を理解することができた。複雑なパイプラインや電気ケーブルの配線は、シス

テムの発達したホテルが顧客に対してなぜ一貫して最上のサービスを提供できるのかを物語っていた。

慌ただしい作業場でも、あらゆる修理道具、たとえば、ペンチ、ハサミなどが全て厳格な配置方法で指定された位

置に置かれている。道具類の下にはスタッフの靴や衣服が置かれ、靴は皆揃えられ、同じ方向に向けて置かれてい

た。これもまた日本人の仕事へのひたむきさが現れた小さな一例だと思う。

日　付： 6月5日（木）12日目
大学名： 北京第二外国語大学
氏　名： 許舒園

訪日の最終日は、企業や観光地へは行かず、1週間宿泊したホテルニューオータニのゴミ処理施設を見学した。

豪華な五つ星ホテルであるこのホテルでは、毎日水や電気の消費以外に、大量のゴミが発生する。そのためここで

は、地下に小型の汚水処理場を建設すると同時に、ゴミ処理時に焼却して出る熱で発電も行っている。このようにし

て、ホテルは必要な電力の50～70％を自ら賄っている。今回の旅行で、長期にわたって安定して発展している会社は

どこも、目の前の小さな利益にとらわれず、必ず目を未来に向け、長期的な持続可能な発展計画を打ち出しているこ

とが分かった。

そして最後に、ホテルで歓送会が行われ、各方面の代表者が参加された。この12日間にお会いした方々を見かけ

ると、喜びとともに感慨もひとしおだった。楽しい時間は早くたつという。この12日間に色々なことが起こり、楽しいことも

不愉快なこともあったが、この12日間に自分の多くの希望が叶えられたので、全く後悔はなかった。ただ一つ残念だっ

たことは、この日私のホストファミリーの坂本さん夫婦にお会いできなかったことだが、帰国後も連絡を取っていきたい

と思う。

今回の『走近日企・感受日本』の訪日活動は無事終了した。個人的に言えば、これは楽しく充実した活動だった。

団体の立場から言えば、今回の訪問は私たちに真実の日本を見せてくれただけでなく、私たちはこの隣国をより好き

になったと信じている。私たちを受け入れたくださった日本の方々も同様の感想を持たれるよう願っている。最後に近

い将来、この美しく優しさに溢れた国を再び訪問したいと思う。
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学生たちの観た日本

大学名： 北京科技大学
氏　名： 黄新

テーマ： 4. 日中間の交流     　　　

今回の訪問で最も重要だったのは交流であり、交流を通じてこそ理解ができるのである。そうした交流を通じて、私

たちは嵐山、金閣寺、清水寺などの名所の中に伝承された文化を理解し、そして茶道、座禅などの文化が中国から

日本に伝わったことを知った。従って交流とは多様化した、またどこにでも存在するものなのである。

小さな面での交流では、例えばコンビニで買い物をした時、人に道を聞いた時、店員に頼み事をした時の交流な

ど、ちょっとした一言二言の会話だが、このような交流を通じて、一般の人々の生活態度を理解でき、両国の店員のサ

ービスレベルや態度の面での違いを比べることができる。そうしたミクロ面からマクロ面を総括すると、まさに店員の親

切で行き届いたサービスから彼らの仕事の厳格さを感じ、彼らがこのような真剣さ、積極性、厳格さにより、世界でも一

流の製品を造り出していることが分かる。

大きな面では、例えば各業種の企業の従業員や経営陣との交流だが、交流を通じて私たちは彼らの心のこもった

事前準備、苦労を惜しまない各種手配など以外にも、企業の成功の道のりと歴史を目の当たりにし、彼らの先進的な

経験、管理方式とハイテク技術を理解できた。百聞は一見に如かずで、例えば多摩川のゴミ清掃工場は、本当に自

ら現場に足を踏み入れてはじめて、巨大なゴミの貯蔵、撹拌場を見ることができ、またその周囲は決して不快な悪臭

がないことがわかる。ホームステイでの交流もそうだ。自ら宿泊し、生活し、そして交流することで、互いに相手の実際

のライフスタイルと習慣を理解することができ、そして深い友情を育むことができる。同様に、大学生との交流でもその

意義は英語や日本語の練習だけでなく、更にそれぞれの考え方や将来についての希望などが本当の意味で理解で

き、これらはいずれもお互いに参考にできる重要な意義を持っている。

まさに参事官が言ったように、中日間には違いがあるだけでなく隔たりもある。そしてこの両者は交流を通じてのみ

相互理解ができ、さらに違いについての相互理解と隔たりの埋め合わせができ、最終的に誤解を減らして共に友情を

育むことができるのである。今回の訪問が中日間の交流に貢献したことは、私たちにとって光栄であり、また誇りでもあ

る。

大学名： 北京科技大学
氏　名： 李閩

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり

日本に着くと、ガイドの中島さんが私たちに、「日本人は小さいときから他人に迷惑を掛けないように教育されてい

る」と教えてくれたが、その時点では私はあまり理解できていなかった。しかし日本人との交流が増えるに従って、私は

日本人のマナーや他人に対する配慮を重視するといった点にとても感心するようになった。

市街で道路を横断する時、運転手は横断歩道のかなり前の位置から減速し始め、そして車を横断歩道の手前で停

めて、通行人が渡り終わってから引き続き走行する。この点が日本人のマナーと他人に対する配慮を示している。

それから、日本人は見知らぬ人が歩いて来た時も、自発的に頭を下げて挨拶する。外出時やレジでの精算時な

ど、笑顔は難しいことではないが、それは人に心地よさと活力をもたらすことができる。調和のとれた社会は各人の努
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力が必要である。いつの日か中国でもこのような和やかな雰囲気が形作られることを願っている。

今回の訪日で私が最も印象深かったのはホームステイ先のホストファミリーで、私が滞在した2日間で家族の間でも

調和がとれていることが分かった。夫は仕事をして家族を養い、妻は専業主婦だが、夫と妻の間にはいわゆる地位の

違いというものはなく、彼らは尊敬し合い、家庭の雰囲気は和やかであった。私がホームステイした家庭では2人が中

国語を話せ、彼らと話している中で中国に言及した時、彼らは「貴国」と言うなど彼らの配慮を感じた。

今回の訪日で触れあった日本の人々は皆いつもマナーが良く、それによって人々の生活の調和がとれていること

に、私と仲間たちは皆強い印象を持った。中国の社会も更に調和のとれた社会になるよう望んでいる。

大学名： 北京科技大学
氏　名： 馮

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり

マナーについて言及する時、私たちは常に「中国5千年の文化と礼儀の国」と言うが、しかし今回のプロジェクトを通

じて、私の心に深く刻み付けられたのは、礼儀とは文化の蓄積ではなく、国民の素養の現れであるということだ。私た

ちの訪日前には、大声で騒いではいけない、地下鉄内で携帯電話を使わない等々の注意が主催側からあった。その

時私は「中国の大学生として、出国後に自分たちの言行に気をつけるのは当たり前だ」と不快に感じたものだった。し

かし今になって、私は研修の意味は一時的なものではなく、私たちの今後の生活のためだったことを悟った。私は、

私たち中国人がそのマナーで世界から賞賛されることを願っている。

案の定、空港から地下鉄まで、人の流れの多い場所でもすべて然るべき静けさが維持され、互いに礼儀正しい、

というのが私の最大の印象だった。日本の人たちは一般的に他人に軽々しくお願い事をしないが、しかしいったんお

願いを受けた場合は、たとえ見知らぬ人だとしても必ず可能な限り手助けをする。このような感情（社会、友人間の）に

はとても敬服させられるし、また私たちが学ぶべきものだ。別れる時には両手を振って見送り、会った時はお辞儀をす

る、これらはすべて私たちも身につけるべき習慣である。「細部が勝敗を決定する」と言うが、おそらくこれらの日常の

小さな事柄が日本というこの神秘的な国の成功をもたらしたのかも知れない。

おそらく12日間の生活では日本人がどれほど他人へ気配りするのかを完全には体験できないのかも知れないが、

ホストファミリーについてだけ言えば、他人への気配りという点を私はとても強く感じた。私が散歩に出かけて帰って来

るたびに、ご主人は私に先ず入浴するかどうかを尋ねたが、こんな生活の中の平凡で小さな事にも、私はとても感動

した。

私の個人的な観点かも知れないが、これらは私が実際に感じた日本で、日本人のマナーや他人への配慮は本当

に私たちが学ぶべきで、それは自分だけではなく、社会も前進させることにつながると思う。

大学名： 北京科技大学
氏　名： 武文兮

テーマ： 1. 国民性についての理解   

国民性とは何か。『百度百科』では、「国民が共有し、繰り返し現れる精神的特質・性格の特徴、内在的感情、価値

観、思考方式と行動方式などの総和であり、一種の比較的安定した心理や行為の構造である」と説明している。ちょっ

と見ただけでも、このテーマはとても大きく、その含む範囲はとても広く、社会生活の各方面に関わるのだが、この12日
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間の日本での見学を経て、そのうちいくつかの細部からその国民性の現れを観察でき、わずかだが目的に達した。

1． 最も一般的な現象として、歩行者が道路を渡る時は、東京でも、京都でも、小田原市でもすべての人々がいず 

 れも赤信号では停まり、青信号では歩くという規則を厳格に守り、路上に車が見えないからと言って赤信号でも 

 渡るという現象は全くない。

2． 地下鉄の乗車と下車では、すべての乗客は皆一致して「先ず下車、その後乗車」の規則を守り、誰かが誘導す 

 る必要はなく秩序が維持され、地下鉄の運行時は話をする人はなく、とても静かだ。

3． 日本の家庭では小さいときから子供に自分の事を自分でするように、できるだけ他人に迷惑をかけないよう教育 

 され、自律、自治、自己管理を身に付ける。

4． 日本の街路は清潔で紙屑はなく、一部の家の入り口には鮮やかな草花が植えられ、街路にちょっとした活力を 

 与えている。

これらの点が私が感じる日本と中国の違いである。おそらくこれらの小さなディテールが正に日本人の文化的特性

と性格的特徴を形成し、彼らを先進国の一員としたのかも知れない。これらは私たちが少しずつ学ばなければならな

いものであり、おそらくかなり長い期間が必要だろうが、私は中国という古い歴史を持つ国が必ず新たな活力を生み

出すだろうと確信している。

大学名： 北京科技大学
氏　名： 梁璟暉

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり  

日本に来る前に、すでに日本人はとても礼儀正しいとは聞いていたが、彼らのマナーへの重視がこれ程までとは思

いもよらなかった。

商店でもレストランでも、また地下鉄の車内でも、私の行った所のどこでも、日本人が大声で騒いでいるのを耳にし

たことはなかった。彼らは非常に他人の気持ちを重視し、自分が周囲の人々の邪魔をすることを望まず、従っていつ

でも小さな声で話し、しかも物腰は柔らかい。どんな地位の人でも皆紳士淑女を感じさせる。最も代表的なのはサービ

ス業の従業員たちで、いつも笑顔でお客を迎え、とても自然な親切さを感じた。

ディズニーランドで私は無作為に、何人かの外国の観光客に彼らの日本に対する印象を尋ねると、とりわけ多い反

応は「People here are really polite and friendly.（ここの人々は本当に礼儀正しく親切である）」だった。私は観光客で

触れ合う人が限られているためにそう言っているのだろうと思っていたが、何人かの日本で数年暮らしている外国人も

みな日本人のマナーと素養はとても素晴らしいと言うのを聞いて、彼らの態度は国民的な現象であることがわかった。

この12日間で、最も多く耳にした言葉は「すみません」と「ありがとう」だった。日本人は常にこの言葉を言うが、お客

あるいは友人に対して言うだけでなく、とても近い関係の人に対しても同じだ。私は心からの他人への尊重、お詫びあ

るいは感謝といったものはすでにこの民族の習慣になっていると感じた。マナーは彼らにとっては愛想ということでは

なく、一種の生活態度、つまり真剣な生活態度なのだ。彼らは傲慢でも卑屈でもなく、礼儀正しく、世界各国からの来

客に一種のしっとりとした玉の輝きを示す。日本で最も美しいもの、それは正にこれらの友好的な日本人なのだ。

大学名： 北京科技大学
氏　名： 李慧

テーマ： 2. 集団帰属意識の強さ   　　　
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   3. マナーのよさと思いやり  

日本訪問の12日間で、私たち一行は日本の各種企業、一般家庭そして観光スポットで様々な交流を行った。その

うち最も印象深かったのは企業従業員の集団意識と日本の民衆の接待ぶりと礼儀正しさだった。

トヨタ自動車の生産ラインを見学した時、同社の工場では各種部品が秩序正しく整然と並べられ、巨大な生産ライ

ンでは、各従業員は自分の作業を決められた時間内で完成させている。トヨタが一貫して実践する「ジャスト・イン・タイ

ム」の理念も終始徹底され、部品などの資源の浪費をもたらさず、そして生産ラインの周囲には「アンドン」と呼ばれる

生産状態報告システムが設置されている。いかなる生産過程でも問題を発見すると、アンドンを作動させその場で直

ちに解決し、生産ライン全体を止めてでも問題が次の生産段階に入るのを阻止する。すべての従業員が自由時間の

中では親交があり、上下関係の制約はなく、一つの大家庭の中の一員同然なのだ。その他に、オムロンや三井物産

などの企業でも私たちは従業員間の家族的な和やかさと打ち解けた雰囲気を感じることができた。

そしてホームステイの2日間で、皆はいずれも一般家庭の親切なもてなしを受けた。私個人について言えば、私が

滞在した家庭には2人の小さい女の子がいた。しかも夫妻は二人とも中国の大学に留学した経歴があるため、皆中国

語が話せ、私はとても安心した。交流においては、彼らは私が和食に馴染めるか、遊びに行きたい場所はあるかなど

を常に気遣ってくれた。私の好みに合わせるため、特に料理では食べ物を温めたり炒めたりしてくれた。朝晩は皆あ

いさつし、終始微笑みを絶やさず接してくれ、また親切な2人の女の子は、中国語はしゃべれなくても私と一緒にゲー

ムをしたり、一緒に太平洋の海辺で綺麗な貝殻を拾ったりして遊んだ。彼女たちはまた一瓶の綺麗な貝殻をプレゼン

トしてくれた。一緒の時も非常に礼儀正しく、利口で可愛く、食事の時は自分で食器を並べたりできて自立心もかなり

強かった。

この12日間で日本について一定の理解が得られたと思う。良好な社会の雰囲気は印象深く、ソフトパワーの面で私

たちは学ぶ余地がある。今後、中日両国がより友好的になるよう願っている。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 董耀聡

テーマ： 1. 国民性についての理解   

日本と中国は文化の上ではとても深い根源を持つが、実際にはそれほど多くの共通点はない。それは日本が島国

で、島国の持つ特徴が閉鎖性だからだと私は考える。中国では隣近所の人々の間の付き合いは非常に打ち解け、皆

でよく一緒に食事したり、世間話をしたり、祝日を祝ったりしているが、日本人は皆一定のプライバシーを持ち、彼らは

皆自分のプライバシーが必要と考え、最も親密な人でもお互いに自分のプライバシーを尊重しなければならないとし

ている。しかしは中国では、多くの親友や両親と子供の間にはいずれもプライバシーは存在しない。この点から見れ

ば、中国はより開放的で、日本はある面ではより閉鎖的だ。

それからいくつかの文化的に遺留されて来た害毒という点から国民性について語れば、中国人には昔から強烈な

民族的欠点があり、いくつかのものは骨にまで浸み込んでいる。しかも現在の中国は経済発展と社会の全体的建設

をより重視しているため、文化的な発展面では確かにいくらかの軽視があり、しかも市場経済の急速な発展は富の不

均衡という現象をもたらしている。日本では、日本政府が毎年社会保障に投入している予算は35%近く、これも日本と

中国の国民の経済的実力にやはり差がある事を物語っている。したがって多くの面で、現在の中国は先ず利益の問

題をより考慮するが、日本人はこの問題を先に考慮することはあり得ない。よって両国は文化の発展という問題への対

応でも、上から下まで、政府から庶民まで、採る政策と態度が異なるのである。これはまた、何人かの学友が日本を訪

れた後に中国の文化保護などの行動について、ひどく心を痛めていることにも現れている。しかし両国の根本的な違
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いがあるため、私は決して比較できるものだとは考えていない。

従って両国の国民性にはやはり非常に大きな違いがあるのだが、しかし私にこれついては遠からず質的な飛躍が

あるものと確信している。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 陸沢臻

テーマ： 1. 国民性についての理解   

12日間の見学と訪問の中で、私は日本民族とその国民性について新たな認識を持った。

厳格さ。日本人は厳格な民族であることを認めないわけにはいかない。時間の遵守と製造した製品についての品

質要件の中に永遠にこの点を見ることができる。わが国の社会と比べて、日本社会では多くの「いい加減」さが許され

ない。

細部への重視。日本人の生活や仕事における細部への重視は驚嘆に値する。街中の小さな居酒屋であれ、また

三井物産のようなビジネスの巨頭であれ、また個人の日常生活であれ、経営、仕事、生活の中における日本人の細

部に対する重視は随所に見られる。農業栽培の科学研究について言えば、日本人は至る所で異なる環境と栽培方

式が農作物にもたらす影響の研究に留意し、すべての細部を技術推進の出発点に転化する。

自己規制。日本人は幼少から自己規制の教育を受けている。しかもこのような規制は日本人の社会の中で至る所

に見られ、これも自殺率の高さの一つの重要な原因になっている。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 徐哲宇

テーマ： 1. 国民性についての理解   
 2. 集団帰属意識の強さ
 5. アニメなどのソフトパワー       　　　

この3つのテーマを選んだことには理由がある。私は幼いころから家庭内の政治的な影響を受け、国民全体のイデ

オロギーについて非常に興味を持ち、同時にこの問題を探求したいと考えているためで、先ず日本の国民性につい

て一定の理解を持ち、また日本人の思考を深くシミュレーションして、ソフトパワーの問題を見たいと考える。したがっ

てこの3つを選んだ。

今回の訪問を通じて、私は日本の全体的な国民のイデオロギーは完備され豊富だが、モノクロのようで、面白みに

欠けると思った。その原因は3つあると考えるが、個々に説明する。

1． アニメ・漫画のソフトパワーがやたらと発展しているが、実は私はビジネスによる文化に対する侵略だと考えてい 

 る。現在、世界で日本の漫画の販売量はナンバーワンで、主にわが国の青少年に向けられ、そのうち多くが日 

 本の伝統的な情報の紹介であり、また一部の作家は知らず知らずのうちにそれらに感化されている。私はこれが 

 日本文化の対外発展における重要な手段だと考える。

2． 日本の国民的な素養はとても高い。その国民性は政治を基礎とし、生活の中では公平で譲り合い、マナーは非 

 常に行き届いている。これは伝統によるものと考える事ができるが、その国民性を保証しているのは公民の信頼 

 であり、信頼の前提としては「小康生活（ゆとりのある生活）」が考えられる。これらを前提とすると、もしどこかの部 
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 分で矛盾が発生した場合、それらが揺らぐおそれがある。

3． 日本の全体的なイデオロギーの形成は1970年代以後、次第に経済が発展した後に今日の状態に形成されたも 

 のだと考える。それはトヨタ、東芝未来科学館の中でも何度も言及され、しかも三井物産に見られるような発展 

 形式は日本の多くの形態の一つであり、従ってイデオロギーの全体性が国民的意識のカギである。

以上の三点に基づき私の結論を導き出したのだが、もし誤りや不足があれば先生方や学友のご批判やご叱正をい

ただきたい。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 趙栖沢

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり  

日本で私がとても印象深かったのがマナーだ。5月25日に全日空便に乗って関西国際空港に向かってからの、日

本の客室乗務員の一挙一動は私に深い印象を残した。ワゴンを押して通る際には、ひっきりなしに「すみません」と声

をかけるのだが、それは一方では通る時に乗客の身体が道を遮っているため、もう一方ではワゴンが通る時に乗客

に面倒を掛けるため、済まないという気持ちを表している。その後の日本での12日間で、私たちと触れ合った日本の

人々は皆友好的に接してくれた。別れの際は手が疲れるほど手を振り、ホームステイ先の奥さんのユウコさんも、外出

時常に私に休憩しなくて良いか、喉が渇いていないかなど尋ねてくれ、日本人はとても他人の気持ちを察していると

思った。中島さんの紹介によると、日本人は幼い時に、自分の手の届く範囲内の事は自分の事であり、他人に頼らず

自分ですべてやり遂げるよう教育されるのだという。

まさに他人の気持ちを重視するために、通行する時は左側を歩き、自分で出したゴミは自分で家に持ち帰り、食事

の後は片付けてから立ち去る等々、多くのディテールが体現されている。これらを中国と比較すると、本当に何をどう

言って良いのか分からない。そしてこれらすべてが幼い頃からの教育の産物であり、同時にまた生存環境がもたらし

たものでもある。私のホームステイ先には2歳の女の子がいたが、ケイさんとユウコさんの彼女への教育からもそれが見

て取れた。ミオは食事もすべて自分で食べ、もし食べなければお腹を空かせたままである。そして幼い時から自分の

事は自分でする。そして環境面では、周囲の人々が皆同じ事をしている時には、自分も自然と同じ事をするようにな

る。例えばJRの電車に乗る時、皆が静かにしていれば、自分も大声で騒ぐことはない。

以前から日本の人々はとても礼儀正しいと聞いていたが、国民全体の範囲で、しかもこれ程までだとは日本に来る

以前には予想もできなかった。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 趙汝豪

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
   4. 日中間の交流     　　    

1. マナーのよさと思いやり

日本人は非常にマナーを重視し、お辞儀をしてお礼を言うのは不可欠で、しかもこれらは日本人の脳裏に深く刻ま

れているが、日本人はまた外国人のこれらマナーに対してはとても寛容である。日本の多くのマナーは日本人自身に

とっても煩雑かもしれないが、彼らはそれをしっかりと守っており、外国人の日本のマナーにそぐわない部分に対して
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は十分に尊重し固執しない。これには私はとても好感を持った。

2. 日中間の交流

私から見て、中日間の交流はとても順調というわけではない。この数年中日関係の緩和により、多くの日本人あるい

は中国人が相手の土地に足を踏み入れ、その風土と人情を体験しているが、大部分の国民にはこのような触れ合い

の機会はない。日本の大学生にとって中国はあまりなじみがなく、その理由は一方では中国には日本で幅広く発信さ

れるような文化的商品がなく、若者の注意を引くことができないからで、もう一方ではメディア上であまり真実の中国が

伝えられていないからである。そして中国の若者は多くが書籍やアニメ・漫画から日本の情報を得ているが、一般の日

本人についてはあまり理解していない。両国間の長期にわたる発展のために、青年交流の強化は必然的な流れだと

思う。

大学名： 北京交通大学
氏　名： 楊暁宇

テーマ： 4. 日中間の交流     　　  

12日間の訪問日程が間もなく終了するが、この12日間で私たちは多くの日本企業の従業員、大学生、それから日

本の家庭と友好的な交流を行い、中日間の交流に関して私は次の2つの実感を得た。

第一には中日間では人々が友好的で深い交流を行うことができることで、私は学生からホストファミリーのお父さん

やお母さんに至るまで、皆興味のある話題について交流ができ、しかも私たちが互いに相手と友達になりたいと思っ

ており、それは両国の大部分の人々が非常に友好を願っていることを物語っている。

第二の実感は中日両国の民間交流を妨げているのはお互いへの理解不足であり、いくつかの誤った情報あるいは

不適切な比較が、私たちと日本の人々に思い違いをさせていることである。例えば日本の子供は中国にはマクドナル

ドがないと思っていたり、またあるいは私たちが日本に来る前には日本人は比較的冷淡だと思っていたりしたことで、

事実は私たちが考えていたのとは違っている。私は中日間の交流は、お互いの理解促進に重きを置いた上で行うべ

きだと思う。双方にはいずれも交流の願望があり、理解を深め、誤解を取り除きさえすれば、必ずやより良い交流の成

果が得られるはずである。

先生の、「私たちが見たのは日本の全てではないため、私たちは全身の触角を立てて、理解し、吸収そして交流し

なければならない」という一言には特に感銘を受けた。

大学名： 中国石油大学
氏　名： 朱悦

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり     　　  

日本に着いた初日に、私は日本の人々の礼儀正しさに驚かされた。空港を出て私たちは自分で荷物を持って大型

バスに乗ろうとすると、荷物はきちんと並べておくだけで後は運転手さんが私たちの荷物を積み込んでくれると知らさ

れ、正直言って非常に驚いた。なぜなら中国では、自発的に荷物の積み込みを手伝ってくれる運転手に出会うことは

ほとんどなく、タクシーでさえ基本的には自分で荷物を積み込まなければならない。あるいはこれは日本では見慣れ

た光景で、運転手さんはこれを自分の仕事と見なしているだけなのかも知れないが、それでも私はやはり日本の人々
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の他人への思いやりの深さを感じた。しかも私たちが毎朝乗車する時、運転手さんは必ず私たちに挨拶し、毎日運

転手さんの笑顔を見ると、その日一日中気分が良くなる思いがした。私たちの運転手さんだけがそうなのではなく、私

たちが企業見学で出会った従業員たちも皆そうだった。私たちが企業見学に訪れた際、彼らは私たちを丁寧に出迎

え、また自分の持ち場で働いている従業員たちも、私たちが通り過ぎる時には皆仕事の手を休めて立ち上がり、私た

ちに歓迎の気持ちを示すのである。少し大げさに言えば、その時の気持ちは本当に「身に余るもてなしに驚き喜ぶ」と

形容して良いものであった。そして私たちが出発する時には、彼らは車の後ろに立ち、私たちが見えなくなるまで手を

振って見送ってくれた。

交流した訪問企業の従業員たちだけでなく、私たちが毎日出会う人々も皆そうだった。コンビニの店員はたとえ閉

店時間になってもお客さんが退店するのを待つ。デパートの従業員たちは会話に不便が生じた時には、すぐに英語

ができる人を探して私たちと意思疎通し、全く焦ったりしない。また駅にいる人々は常に整然と秩序を保ち、列に割り

込んだりしない。そして人の多い車両でも静かである。こうした些細な点にも私は日本の人々のマナーと気配りを感じ

た。一体何が人々の素養をかくも高いレベルに統一したのか、これこそ私たちが考えるべき問題だと思う。

大学名： 中国石油大学
氏　名： 王浩

テーマ： 1. 国民性についての理解
   2. 集団帰属意識の強さ  　　　         　　  

日本に来る前に、私はいくつかの日本に対する先入観に捉われた認識があった。それは余りにも多く日本人の素

養を称賛する話を耳にしていたからで、自分の中での印象は日本人がとても礼儀正しく、とても自然環境を大切にし、

またとても他人のために配慮をするというものだった。

それらは日本に来た後にすべて実証され、日本人はやはり伝え聞いたのと同じだったが、私は今回日本人と全面

的な触れ合いができたとは言い切れない。なぜなら私たちが出会ったのはそのほとんどがサービス業の人々であり、

しかもホームステイもわずかに一家庭と触れ合えたに過ぎず、自分の見方がどれほど客観的かは言い難い。しかし私

から見て日本人のこのような礼儀正しさは少々過剰で、どこでも見られる同じような礼儀正しさは、まるで訓練されたか

のようである。私は彼らが幼い時からパターン化された教育を受けているのだと感じた。これは中国人が挨拶に「ニー

ハオ」と言うようなもので、とてもぎこちなく感じる。本来気ままにおしゃべりすればとても親しみを感じるのである。多く

の人々は、日本人は表面上は穏やかだが実は冷淡だと考えている。彼らの穏やかさは政府が大量の財政支出を使

った社会保障維持の基礎の上に成立しており、いったん国の経済に問題が生じると、社会保障チェーンが崩壊し、お

そらくとても深刻な社会問題が発生するだろう。そして彼らの集団に対する認識は中国人と異なり、私たちの集団は各

人の個性、各人の優位性を発揮するが、彼らは各人が皆同じであることを強制し、そうでなければ集団から駆逐される

が、これについてはとても理解し難く、私は中国のように多くのものを包容する集団の方がより好きだ。

戦争に関しては、私は両国の人々は誰もその発生を望んでいないと感じるし、しかも発生することはあってはならな

い。少なくとも私が見た日本の民間では、中国人に対してはとても友好的なので、私は両国の人々が共に両国友好の

ために努力するよう願っている。

大学名：中国石油大学
氏　名：黄兆鑫
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テーマ： 3. マナーのよさと思いやり    　　  

マナーはその国の国民の素養の現れである。周知のように日本はマナーを非常に重んじる国で、今回の訪日の旅

で私は視野の広がる思いがした。

マナーは公共の場で体現される。日本に着いたばかりの入国審査でも、またホテルのロビー、レストラン、街中で

も、大きな空間が非常に静かなのである。それはまるで他人のひそひそ話の内容まではっきり聞こえるほどだ。公共の

場は皆のものであり、誰も他人の静寂を破る権利はなく、公共空間で小さな声で話をするのは他人に対する最も基本

的な尊重である。決まりがなければ何事も上手く行かず、社会は強力な制度の管理監督の下でこそ、秩序立った正し

い発展を維持できる。どんなに混み合った階段でも皆左側を歩き、どんなに人の流れが多くても皆規則正しく列に並

ぶ。誰もが一時的な利害にこだわらなければ社会全体が便利になるが、こうした便利さは経済で維持するものではな

く、幼い時からのしつけを通じて、思想や文化に深く浸透している。これは良い習慣であり、身につける方法はとても

明白で、教えられる側が根気よく続けるかどうかである。

マナーは些細な部分に現れる。もし公共の場のマナーをマクロなものとすれば、些細な行為のマナーはすなわちミ

クロ的なものだ。日本料理が有名な理由は味が素晴らしいだけではなく、更に味わう時の視覚的な要素にある。入念

な盛り付け、バランスの取れた組み合わせがすべて制作者の考えを体現しており、これは賓客に対する一種の食卓

の礼儀だといえる。手を振って別れの挨拶をする、お辞儀をして謝意を表す、すべてが自然なマナーであり、相手が

見えなくなるまで手を振り、相手より更に低くお辞儀をするのは、いずれも主人の客人に対する一種の心の底からの

尊敬を体現している。マナーはありふれたものだが、極致までの微細さというのは容易ではない。

毎回の企業見学後、従業員が必ず親切に貴重品を忘れないよう注意してくれる。道路を渡る時はいつも、走ってき

た自動車が事前に減速し、通行人の安全な横断を確認した後再度走行する。会計時はいつも、店員は目の前で紙

幣を数え、少なくとも2度確認する。このように様々な形で体現された日本人の他人への配慮は尊敬に値するものだ。

大学名：中国石油大学
氏　名：丁柏昕

テーマ： 1. 国民性についての理解       　　  

私は他人の観点から離れて、自身で考えた日本の国民性に対する個人的観点について少し語りたいと思う。

まだこの日本の土地に足を踏み入れる以前に、私はすでに書籍を通じて日本人の謙虚さと忍耐強さを知っていた

が、日本に来て数日が経ち、あらためて日本の人々の素養の高さに驚かされた。

日本の街頭ではゴミ箱をあまり見かけないが、街路は至る所清潔で、人々が出会うと互いに挨拶をする。そして規

則や紀律を重んじる。また自分の事は自分で行い、他人に迷惑を掛けない等々、すべてが国民の素養の高さを示し

ている。もし米国が全世界の優秀な人々を集めた国だと言うなら、日本は天才を育てることで世界の上位に立ってい

る国であり、科学や教育による国興しの面で私たちが学ぶ価値がある。

私が語りたいと思う二つめの国民性は緻密で深いということだ。わが国の国民性は豊かだが、日本は緻密で深い。

私はこれが地理的に決定付けられたものだと思う。日本は資源が比較的乏しいために、日本民族は一定の資源に絞

って開発することしかできない。そのため彼らはリサイクルを重視し、そしてハイテク製品を作り出すことでしか生存でき

ないのだと思う。よってすべての日本から来た伝統文化も皆、茶道、禅道、華道等々の「道」になり、そして日本人の緻

密さと深さはまた日本の電子機器を世界一にし、世界の精密電子製品の舞台を育て上げたのである。

今は総括するには時間がまったく足りないが、私はこれから先総括を蓄積し、自分を変えることで祖国と世界を変え

たいと思う。
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大学名：中国石油大学
氏　名：劉珈源

テーマ： 1. 国民性についての理解       　　  

日本の国民性について、私は以下の理解をしている。

1． 日本の国民はとても強い職業精神を持ち、彼らは皆が自分の仕事に対して極めて真剣である。それはそれぞれ 

 のディテールから見ることができる。先ず彼らは仕事時、すべての人に対して微笑みを絶やさない、しかもそれ 

 は心からの微笑みで、皆が仕事に対してとても情熱に満ち溢れている。しかも日本の人々は自分が仕事を持っ 

 ていること、自分が納税できることに心から誇りを持っている。そのため彼らは仕事を持った場合、極めて真剣に 

 仕事と向き合う。これはオムロン京都太陽株式会社でも見られたことだ。

2． 日本の人々はとても高い環境保護意識を持っている。これは日本の路地ではゴミをめったに見掛けず、しかも 

 街のすべての人がゴミを捨てる時は、すべて分類して捨てることにも見受けられる。この点で私が非常に驚いた 

 のはホームステイ先で、日本の一般家庭のゴミは分類されて置かれ、しかも花や樹木を大切にしている。こうした 

 些細なことからも日本の人々が非常に高い環境保護意識を持っていることが見受けられる。

3．日本の人々はとても礼儀正しく、それは飛行機を下りた瞬間から見受けられた。空港から出て来た時も全く騒音 

 は無く、至る所がすべてとても静かであった。それ以外に、彼らが他の人と挨拶する時の態度と作法からは彼ら 

 がとても礼儀正しいことが分かった。彼らはしばしば相手に向って頷きながら挨拶し、しかもフレンドリーで表情 

 には微笑みがあるなど、こうした小さな部分から日本人の礼儀を垣間見ることができた。

以上のように、この数日の交流訪問を経て、私は日本国民にはとても強い職業意識、環境保護意識と礼儀があると

思う。これらは私の私見だが、まだ体験できていない多くの事があり、将来再び体験する機会があるよう願っている。

大学名：中国石油大学
氏　名：張亜茹

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり    
   5. アニメなどのソフトパワー    　　  

私たちが常に耳にした言葉のように、私たちが見て、知って、そして感じたものは、すべて真実の日本ではあるが、

それが日本のすべてではない。この12日間で、私は私の意識の中にあったのとは違う日本を見た。第二次世界大戦

からはすでに70年近くが過ぎており、すべての日本人が軍国主義者であるわけではなく、日本の庶民も被害者であっ

たのである。平和と発展をテーマとする今日、私たちは友好的な態度で平和を愛する人々を見なければならない。再

び偏見と極端な目で日本を見てはならないのである。

日本は礼儀を重んじ、他人を尊重する国だということを早くから聞いていたが、「百聞は一見にしかず」だ。生活レベ

ルはともかくとして、日本人には人や物事に接する態度の面で本当に私たちが学ぶべきところがある。どんな時でも、

彼らは常につつましく礼儀正しい姿で私たちの目の前に現れ、互いに挨拶することは言うまでもなく、私たちが立ち去

る時は、彼らは私たちが見えなくなるまで手を振り親切に見送ってくれる。最も印象深かったのはホームステイの時、

私のホストファミリーは私が行きたがっていたドラえもん館（藤子・F・不二雄ミュージアム）の場所が分からなかったが、

私を楽しませるために、彼らはインターネットなどのあらゆる方法で調べてくれた。しかし残念ながら週末だったために

私たちはチケット予約ができなかったが、彼らのこのような態度に心からの思いやりを感じた。

もう一つの面では、日本は中国から多くの伝統文化を学んで来たが、こうした文化は現在まで日本で伝承され、そ
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して世界に名を轟かせている。しかし中国では伝統文化は私たちからますます遠くなり、更にはその影さえ見つから

ない。私たちは伝統文化の発揚ということを一貫して強調しているが、伝統文化をいかに継承し発展させるかという点

で日本に学ぶ意義は大きい。

大学名：北京語言大学
氏　名：劉華南

テーマ： 1. 国民性についての理解       
   3. マナーのよさと思いやり    　　  

私は日本人の国民性は以下の数点にまとめることができると思う。

①　他人の考えを重視し、周囲の人の気持ちを気に掛ける。この点は日本での随所に体現され、例えば路上にゴミ 

 を捨てない、公共の場所での声の大きさに注意する、他人に手間を掛けることを好まない等々だ。

②　距離感。常に他人と接近し過ぎることを好まず、自分で安全と考える距離を維持したがる。特に親密な人であっ 

 ても、自分の世界をすべてさらけ出すことはあり得ず、近寄ったり離れたりで、表面的には親切だが内心は多少 

 冷たいという感じがする。

③　集団意識。自分を集団の中に帰属させることを好み、外来者を排斥する。集団の栄誉を重視し、そしてそれを 

 個人の栄誉の上に置く、これは多くの中国人にはできないことだ。

日本のマナーとサービス面には確かに感服させられる。店員のサービス態度は確かに顧客を神様のように扱う。常

に微笑み、かつ一種の敬意を込めた態度で顧客にサービスする。中国ではおそらくこのような「顧客本位」のサービス

を目の当たりにすることはほとんどないであろう。

以上が今回の日本訪問の主な感想である。

大学名：北京語言大学
氏　名：買居旦·尼加提

テーマ： 2. 集団帰属意識の強さ  　　　    　　  

私はオムロン京都太陽工場の見学から、「集団意識と個人価値の実現」をテーマに簡単な感想を書こうと思う。

1．集団意識と個人の価値の実現

1） 整理、整頓、整然

これは実地見学の前にオムロン太陽工場の説明の中で紹介された「3つの“整”」の原則だ。更に詳しく実際に

見学した時に私たちが見たものは、説明で聞いたものと全く同じで、工場自らが紹介の中で自らの行動を誇張し

て説明していたわけではない。第一に工場の運営がこのような「3つの“整”」の原則に従っている気力に感動し

た。第二に工場ではビデオでの説明通りに完全かつ厳格に実施されていることに敬服した。

特に工場のロッカー上には確かに三角形の紙が立てられ、その目的は皆が使う物品は直ちに整理し、元の場

所に戻すよう注意を促すためである。

2） 個人の価値の実現

周知のように、一つの工場の大部分が障がい者の従業員で運営されていながらも、依然として高品質の製品

を生産しており、尚且つ工場が守るべき規則と理念を有している。これだけで十分にこの企業、この工場で働く
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人々が心から誇りに感じ、より自分の仕事に努力することができるのである。

個人的には、障がい者は完全に国の資金援助を得て、自分の半生を過ごすこともできる。しかし感動的なの

は彼らが仕事の中で努力し奮闘する姿で、私たち健常者からすればとても学ぶべき、そして敬服すべきことであ

る。

2．中国と日本の青少年及び若者のスポーツ参加の比率から見たギャップ

日本に来ると、郊外の路上や野球場でも、至る所で学生あるいは大人がスポーツやトレーニングをしているのを目

にし、東京ではビルの間でも頻繁にスポーツをしている人々を目にする。

中国では逆に、公園でスポーツやトレーニングをしている老人の比率が高い。しかし若者は仕事のプレッシャーあ

るいは客観的に存在する大気汚染問題のために、長期のスポーツやトレーニングをしている人はとても少ない。

スポーツと言えばオリンピックで、オリンピックの精神は「より高く、より速く、より強く」だが、個人にとっては日頃のス

ポーツやトレーニングそして気力の育成ということだけではなく、ひいては社会、そして一国の青年の身体と精神状態

を反映したものである。

もしある国の若者が毎日インターネットばかり見ていて、気分が落ち込んでいては、社会の活気はすでに大半失っ

ていると言って良く、スポーツは社会の活力を増す一つの手段なのだ。

中国と日本の若者のこのようなスポーツやトレーニングの面での差も、私にとって比較的印象深い点であった。

大学名：北京語言大学
氏　名：孫萌

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり  　　　    　　  

日本に来てから私が最も驚いたのは、日本人の他人に対する配慮だ。日本人は他人の気持ちを非常に気に掛け

るが、これが彼らを自律的にしているだけでなく、思考もより細やかにしている。私は日本でこれまで気にかけた事の

ない多くの問題を発見した。例えばオムロン工場の障がい者の火災避難用の滑り台、そして芦ノ湖の海賊船の弱者

層用のエレベーター、また東京タワーの展望台にある点字の説明板などである。これらは一見するといずれも些細な

事のようだが、これは日本人の性格、すなわち他人に対する尊重を非常に大きく体現している。

私は日本の街を歩くのがとても好きだ、それは日本の店員は絶対に、買うか買わないか、またはどれだけ買うかで

接客態度を変えることが無いからだ。私が日本語が解からなくても、彼女たちはいらいらした様子を見せない。もし誰

かが日本人の礼儀正しさと謙虚さが偽りだと言うなら、それはその人が日本のサービスを体験したことがないからに違

いない。店員たちは皆心を込めて働いており、顧客の気持ちを考えているのである。

私は今の中国には正にこのような精神が欠けていると思う。中国の「笑顔のサービス」には全く失望させられる。私

たちはこの点で日本に学ばなければならず、心から他人を思いやり、他人の世話をし、他人をもてなさなければならな

い。こうしてこそ平等が実現され、皆が真心と誠実さをもって互いに接し、本物の調和の取れた社会を作ることができる

のだ。

大学名：北京語言大学
氏　名：熊夢玥

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり  　　　    　　  
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日本人は常に他人に面倒を掛けない事を行動の規範としているため、彼らはいつも礼儀正しく互いに譲り合うが、

日本人は常に敢えて他人と一定の距離を置くということも聞いたことがある。日本に来てからの12日間で私たちは多く

の日本人と触れ合い、私たち自身の視点から日本人の生活を体感した。まさに先生がおっしゃるように、私たちが触

れたのは真実の日本ではあるが、日本の全体像ではない。しかし私たちは例えそれらが全てではないとしても、可能

な限り日本の家庭、日本の人々を体感しようとした。

日本の人々は常に勤勉で、仕事に対する情熱に満ち溢れている。企業見学時には、従業員たちは皆非常に親切

で気配りが行き届いている。私たちの見学を担当する従業員たちだけでなく、一般の従業員たちも通り過ぎる時には

とても礼儀正しく、受付の従業員たちも皆親切でとても礼儀正しい。

電車や地下鉄では大部分の人は話をせず、ましてや携帯電話を使って話している人は見かけず、私は本当に驚

いた。エレベーターでもとても礼儀正しく譲り合う。

ホストファミリーと一緒に生活した2日間で、私は日本人は皆とても冷淡だという印象を改めた。来日前にホストファ

ミリーのお姉さんが私とメールでスケジュールを確認してくれ、実際に来た後も私に様々な気遣いや配慮をしてくれて

本当に感謝している。

大学名：北京語言大学
氏　名：劉夢瑶

テーマ： 2. 集団帰属意識の強さ  　　　
             3. マナーのよさと思いやり  　　　    　　  

「走近日企・感受日本」の12日間の訪日は私に多くの新たな体験と深い感銘をもたらした。そのうち、私は日本国民

の「集団帰属意識の強さ」及び「マナーのよさと思いやり」について自らの見解を述べたいと思う。

先ず、今回の訪日活動では多くの有名なリーディングカンパニーを見学したが、日本企業の精神とはすなわち日

本国民の「集団帰属意識の強さ」の最良の現われだと思った。皆が訪日中にしばしば言及した内容の中の一つが、

日本人の仕事探しは他の国々とは違い、彼らの仕事探しは家探しに似ているということだ。私はまさに日本企業のこ

のような団結力と日本人の集団への帰属感という要素が、日本にこれほど多くの世界的先進企業が現れた原因でも

あると思う。また企業は従業員に帰属感をもたらし、従業員を満足させてこそ、本当の意味で企業の進歩と発展を成し

遂げることができるのだと思う。

その他には、中国は古来より「礼儀の国」だと言うが、実はこの点を非常に良く実現しているのは日本だ。笑顔での

挨拶からお辞儀といった礼儀作法まで、日本人は非常に良く身に付いている。しかも生活の各方面にまで浸透してい

る。日本人は幼小の頃から他人に迷惑を掛けないように教育されている。例えば自分の手の届く範囲の事は自分で

管理し、可能な限り他人に不必要な面倒を掛けない。この点から、日本人が生活の各方面で他人に十分配慮する習

慣が見て取れる。

総じて言えば、12日間の訪日では毎日が自分に多くの新しい体験と感銘をもたらした。これらの感銘が蓄積するこ

とで自分の日本に対する認識が次第に豊富になり、それはもう地図上の座標や他人の見方といったものではなく、自

分のリアルな感触が積み重なった日本になっていった。

大学名：北京語言大学
氏　名：杜岩
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テーマ： 4. 日中間の交流     　　    　　　　　　    　　  

中日両国は隣国ではあるが、いくつかの客観的原因から現在の両国民間の相互理解が不足し、双方の印象につ

いては政治的宣伝ツール、ドラマ、インターネットから偏見を含んだ内容だけを頼りにしているために、両国民の互い

に対する理解にはいずれも多少の偏向がある。12日間の日本の人々との交流を通じて、私は中日の人々の相互認

識という側面について私個人の感想を述べたいと思う。

まず日本の人々の現在の中国についての印象だが、往々にして時代の変化に対応していない。例えば一部の人

の話の中では、中国に対する印象は明らかに少なくとも20年前で止まっていて、中国人は電車に乗ったことがなく、自

動販売機を使ったことがなく、都市建設はひどく、果物さえ食べられないと思っているが、これらはすべて事実ではな

い。しかもこのように考えている日本人は私の知る限りは皆中国に行ったことがなく、中国を理解しておらず、ただ印象

だけで話をしている人である。確かにこれには国情の違いがある。例えば、日本では値段がとても高く毎回数個しか

食べられないようなイチゴでも、中国では皆一皿単位で食べることなど、多くの日本人は知らない。そしてまた多少偏

見の根強い人がいて、例えば中国のいくつかの沿海都市が急速に発展していても、彼らは皆東京に比べれば本当に

立ち遅れていると考えている等々。これらの観点はどれも真実ではなく、でたらめでさえある。中国の大学生が日本に

訪問に来ることができるのだから、逆に日本の大学生もたくさん中国に交流に訪れ、2つの隣人が互いに友好を深め、

お互いを正しく認識することが、双方の関係をより良くする第一歩だと思う。

他方では、中国人の中でも多くの人々が日本を正確に認識していない。私が以前に中日友好協会での説明会に

参加しに行った時、タクシー運転手は私たちが日本に行くと聞くと、すぐに「小日本のどこが良いんだ。日本に行って

どうするんだ」と言った。これは明らかにまだ歴史の中に浸り、その後数十年の相手の変化を全く受け入れようとしない

考え方である。このような観点は客観性に欠け、交流不足の結果、相手を正しく認識していないことの表れである。

すでに根強く固定したものを私たちは変えることはできない。しかし思想的にまだ固まっていない若者たちに自らの

目で真実の世界を認識させ、独自に思考させることが中日交流の目的ではないだろうか。

大学名：国際関係学院
氏　名：柏旭

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
             4. 日中間の交流     　　    　　　　　　    　　  

中島さんは最後にバスの車中で、「皆さん、私の名前を覚えていて下さいね」と言った。この一言が私の目頭を熱く

した。今回の訪日で、私たちは真実の日本を見たが、しかしそれらが日本のすべてではない。私たちと日本の皆さん

との交流が、今後の中日交流において多少の役に立てることを願っている。

日本の人々に対する最大の印象は、他人に迷惑を掛けず、常に他人の立場に立って物事を見るということだ。例

えばほとんどのトイレに障がい者専用の個室があり、また子供のために小さな腰掛けが準備され、子供が洗面台で手

を洗うことができる。日本人は他人に対してとても親切で、毎朝、私たちのバスの運転手さんは車の外で私たちを出

迎え、一人一人に丁寧にお辞儀しながら朝の挨拶をする。そしてどの企業でも、見学を終えてバスでその場を離れる

時、見送りの人たちは見えなくなるまで私たちに向って心を込めて手を振る。こうした行為は単に礼儀であるだけでな

く、更には彼らの生活の中に内在化した本質的なものなのである。

今回は日本企業が出資し、私たち6校の学生が日本を訪問し日本の企業を見学する活動であり、両国の人々の相

互理解に重要な役割を果たしたと言える。政治的には摩擦が絶えないが、それでも両国民はとても友好的だ。この

活動を通じて私たちは日本を理解したが、より重要なのは日本の人々に中国を、そして中国の現在の大学生の様子
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を理解してもらったことだ。大使館での見学時に参事官が言っていたように、中日両国は必ず友好的でなければなら

ず、共にアジアそして全世界の平和と発展を促進していかなければならないのである。

大学名：国際関係学院
氏　名：黄馨蔚

テーマ： 4. 日中間の交流
                  　　    　　　　　　    　　  

今回の日本訪問では真実の日本を体感し、非常に多くのものを学ぶことができた。自分で体験してこそ、自分独自

の考えや感想が得られるのである。この12日間で私はガイドや運転手さんから企業の従業員まで、そして大学生から

早稲田大学の教授まで多くの日本の友人と触れ合ったが、私は彼らの中で中国の実情について理解している人が実

はあまり多くないことを強く感じた。実際には、私たちと同年代の中国の若者にとっては、インターネットの発達により、

相当数の若者が皆多かれ少なかれ日本社会や日本文化について興味を持ち、比較的客観的に理解しているが、逆

に中国の実情は外国の人にはそれほど幅広く理解されていない。今回交流した日本の友人たちの多くが、私たちと

おしゃべりした後に、「ああ、中国って実はそうなんだ」と言う。ここから私が感じたのは、今回私たちが日本に来て、日

本から成熟した先進的な理念を学ぶと同時に、私たちも中国の実情を日本に紹介する責任があり、双方が互いに交

流を深めて誤解を取り除いてこそ、確固とした友好と協力関係が確立できるということである。

このような交流は1回だけで見ればとても小さいかも知れないが、しかしこれを契機に、中国人と日本人が出会い、

知り合い、友達になり、相互に理解し合い、多くの素晴らしい思い出を共有することで、皆の心の中に一粒の種が残さ

れる。そして私たち一人ひとりが他の人と交流することで、さらにその種を身の回りの多くの人の心に撒くことができる。

そしてこうした交流が続くことによって、いつの日か大きな成果を出すことができると思う。

また、日本の大学生たちも私たちのように中国に来て、中国を体感できる機会がある事を心から願っている。今回

の旅で私は民間交流の重要性を実感し、また今後中日友好交流に関連する職業に就く決心を固めた。

大学名：国際関係学院
氏　名：陶浩博

テーマ： 2. 集団帰属意識の強さ
             5. アニメなどのソフトパワー    　　　
                  　　    　　　　　　    　　  

日本の教育には「他人に迷惑をかけない」という思想があり、日本人は幼少時から一種の自律性を持っていることが

わかる。また日本の社会と企業は、全員ができるだけ同一の歩調をとるという協調性を重視する。今回の企業訪問の

中で、私は皆が同じ身なり、同じやり方と口ぶりである事に気付いた。私は日本の小学校、中学校ではいじめの現象

が非常に深刻なことを知っているが、高度な文明社会では秩序は正に一つの戒尺であり、この社会を高度に安定さ

せると同時に、人の精神に巨大な圧力と相違性への抹殺を引き起こしている。同時に日本人のあいまいな性格が円

滑に矛盾を処理する時、また誠意を示す機会も取り除かれる。様々な性格がこの世界で一、二を争う安定した国と世

界で一、二を争う自殺率を生み出した。そして中国社会にあっては、人々は比較的集団意識に欠け、公共の事物が

私物化されやすく、公共の秩序と利益が損なわれている。

しかし文化面では、日本の流行文化は非常に強大で、特に日本のアニメ・漫画は年齢の制限を打ち破り、構想の

上でも極めて高度なレベルに発展した。産業の発達には必ず原因がある。私は日本のブックオフに行ったが、書店と
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してそこで販売されている書籍は様々なものが含まれ、テーマ、方向性もそれぞれに大きな差がある。書店は深夜11

時まで営業し、しかも来客は多く、日本人が書籍や知識と文化に対して極めて強い興味を持っていることがわかる。し

かも地下鉄の中で本を持ち無心に読んでいる人の数も少なくない。こうした事から本や漫画への極めて大きなニーズ

が、自然に文化産業の発展を促進していると考えられる。同時に日本政府の著作権に対する保護、文化産業に対す

る支援も文化が発展する要素の一つである。振り返って中国を見ると、多くの書店は赤字で倒産し、海賊版が横行し

出版業の落日を招き、同様に音楽や映像の面でも、海賊版が溢れ、剽窃現象が業界を衰えさせている（映画産業の

形勢は比較的良いかも知れない）。従って流行文化の面では全体的に混乱状態で、生命力については言うまでもな

い。同時に中国の伝統文化も、本当の意味では海外に紹介されていない。結論として、私は中国ではソフトパワーの

育成は市場秩序の整備、業界環境の改善から始めるべきで、構造の整備こそが根本だと考える。

大学名：国際関係学院
氏　名：楊蒨

テーマ： 4. 日中間の交流     　　    　　　
                  　　    　　　　　　    　　  

今回の交流の経験から分かったのは、やはり中日間にあれこれの原因があるために、双方間の交流が不足してい

るという事だ。特に民間交流の面では、双方のお互いの国に対する理解はやはりまだまだ浅いと感じる。

ホームステイでホストファミリーのおばあさんと雑談していた時、彼女の理解している中日関係はやはり戦争にまつ

わるものだった。戦争という歴史的問題は、確かに中日間ではこれまで越え難い障害になっている。私たちは一衣帯

水の二つの国なのに、双方の関係を強化せず、逆に常に歴史問題に拘っていれば、中日両国の国民を永遠に「戦

争」というこの固定した概念の中に留めてしまうだけだ。しかし私が出会った中日両国の多くの人々はやはり交流を渇

望している。例えば私たちは日本の先進技術を学びたいと願っており、日本の企業も私たちのこの交流訪問団を一

緒に支援し、そして中日両国間の若者の交流を絶えず支援している。問題を解決しようとすれば、まず問題に向き合

い、そして大同につき小異を残してこそ、問題解決の方法を見つけることができる。もちろん私たちが問題解決に苦し

む必要はなく、両国政府間が交流を絶えず深め、そして両国の民間交流を絶えず深めるべきで、このような交流があ

れば両国は更にお互いに不可欠で重要なパートナーになるだろう。

「精力も誠意もなければ、人を感動させることはできない」、今回の日本訪問で私は主催者側の誠意を深く感じ、ま

た日本をいっそう理解し、中日間の「相違」を理解した。私は、私たち若い世代こそが絶えず中日両国間の交流を推

進する必要と義務があると思う。

大学名：国際関係学院
氏　名：呉珂

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
                  　　    　　　　　　    　　  

飛行機に乗るとすぐに日本人の礼儀正しさを感じた。客室乗務員は皆微笑みながら私たちに挨拶し、しかもその語

気はとても優しく、機内サービスも至れり尽くせりであった。その後、企業を訪問した時には、すべての席上に飲用水

が準備され、また私たちへのプレゼントもあり、しかも企業説明の時間が少し長引く場合は、間に休憩時間を入れてく

れた。そしてお別れの時には、ずっと私たちに手を振って別れを告げる。そして時には私たちの接待担当でない社員

たちも立ち上がって、私たちにお辞儀し挨拶をする。
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またホテルでは、朝の外出時に出会った従業員たちは皆私たちに「お早うございます」と言い、レストランで食事を

する時には、いつも私たちを席に案内してくれる。実は最も不思議に感じたのは日本のバスの運転手だ。私たちのバ

スの運転手は毎回私たちの荷物をすべて並べ終えると車への積み降ろしをしてくれるのだが、これは中国ではとても

不思議な事で、しかも乗車時には運転手もドアの脇に立って私たちに朝の挨拶をしてくれるなど、私はこれにとても感

動した。

ショッピングの時は更に言うまでもなく、買った品物をすべてしっかりと包装し、それから私たちにお礼を言ってくれ

る。洋服の場合はきちんと畳んで袋の中に入れてくれる。そのため私は日本人が礼儀の面では「礼儀の国」の中国よ

りもよく実践していると思う。ホームステイの時、私が辛い物が好きで日本の淡白な食物があまり口に合わなかったが、

朝食の時にホストファミリーの奥さんは私に、もし好きでなかったら残しても構わないと言ってくれた。以前に日本では

食事を残すことは失礼にあたると聞いていたので、私は全部食べるように努力していたのだが、奥さんはずっと私に、

もし口に合わなければ食べずに残しても大丈夫と言ってくれ、彼らがとても私に配慮してくれていることを感じた。

日本では本当に日本人の礼儀正しさを感じることができた。

大学名：国際関係学院
氏　名：王海玲

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
                  　　    　　　　　　    　　  

日本語を学んでいる私は、これまでは書籍を通して日本を理解し、日本人は特にマナーと他人への配慮を重んじ

ることを知っていた。日本人は常に他人に対しては礼儀正しく、しかし同時にまた他人と一定の距離感をおき、他人に

不快な思いをさせないよう配慮している。初めのころは日本の概況の一つとして覚えていただけだったが、この小さな

事柄について、私は今回の12日間の旅で思いをより深くした。

日本人のこうしたマナーは、小さなものでは生活の中の習慣から、大きなものでは企業や社会の中での行動様式ま

で様々な面に現れている。例えば日本では人々が食事で箸を使用する時は常に箸を上下に割り、自分の行為が他

人に影響を及ぼさないよう配慮している。これは中国人が箸を左右に割るのとは違う。また企業見学の際、従業員た

ちはいつも別れの時にひっきりなしに私たちに向って手を振って別れを告げる。私たちもまた彼らのこうした心を込め

た行為から、「ガラス拭き」という独特の別れの気持ちを告げる方法を学んだ。これらの点が私に伝えたものはいずれ

も真実の日本、マナーを重んじる日本、他人の気持ちに配慮する日本である。

その国の民族的特性を理解する場合、私たちに必要なのは書籍のようなマクロ的な視点からの観察と理解だけで

はなく、それ以上に深く日本の社会と日本人の生活の中で体感し、自らの本当の認識と考えを導き出す必要がある。

大学名：北京第二外国語大学
氏　名：鄭子茂

テーマ： 4. 日中間の交流
             5. アニメなどのソフトパワー         　　  
                  　　    　　　　　　    　　  

高台寺で座禅と茶道を体験した時、浄因大師は「これらはすべて中国から日本に伝わったもので、日本はこれらを

保存し伝承して来たのである」とお話された。私はこの言葉を聞いて、とても胸が痛くなる思いがした。文化は国の根

本であり、それが浸透してこそ文化は発展することができる。私たちの経済は急速に発展し、国際的地位も日増しに
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上昇しているが、私たちの文化は次第に消え去ろうとしている。逆に隣国の日本では、私たちの当時の文化が継承さ

れ更に発展しているのだ。

日本人はとても聡明で、世界に自らの自然風景と伝統文化を紹介することに非常に長けている。小説では、川端康

成の『古都』、『雪国』、『伊豆の踊り子』にどれほどの人々が日本に引き付けられ、日本の美しい景色の鑑賞に訪れた

だろう。テレビドラマでは、『東京ラブストーリー』、『ロングバケーション』でどれほど多くの人々が日本の都市の華やか

さを見ただろう。アニメーションでは、『名探偵コナン』、『一休さん』、『ドラえもん』が多くの子供たちの心の中に一粒の

種を植え、その後彼らが日本に赴き日本を学ぶよう引き付けている。わが国は国家レベルでは日本に肉薄し、オリン

ピックと万博の開催に成功し、多くの外国人観光客を中国に招き、彼らに本当の中国はいかに優秀かを理解してもら

うことができた。だがそれだけでは駄目で、上述のように、私たちは多くの小さな分野を利用できておらず、私たちの優

れた文化を発信できていない。世界に自らを十分理解してもらってこそ、自らの良いイメージを確立することができる

のである。これが日本の文化やソフトパワーの発展過程から私たちが学ぶべき点である。

今回自ら日本を訪れ、かつて書籍やテレビ、そして授業の中で理解していた日本を自分の感覚で体験し、本当に

「百聞は一見にしかず」と思った。そして私は改めて中日の民間交流はまだまだ少ないと感じた。歴史や政策などの

多くの要素から両国間の民間交流が不足し、現在では観光や留学などに限られている。中日間でも他国のようにワー

キングホリデーを導入し、両国の青年が学習とアルバイトをしながら、相手の優れた文化を体験できるように願ってい

る。同様にまたこのような大学生訪問団を増やし、双方の若い世代が十分に相手を理解できれば両国の未来は明る

い。しかしその道は平坦ではなく、各世代の努力があってこそ両国の恒久的平和と友好が実現できるのである。

大学名：北京第二外国語大学
氏　名：楊雨辰

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
                  　　    　　　　　　    　　  

日本人の礼儀については、おそらく誰でもいくつかの例を挙げることができるほど日本人の他人に対する配慮はと

ても行き届いている。今回私はこの点について強く印象に残っている。私たちは今回日本で多くの「日本式マナー」を

見た。例えば日本人は道を譲ってもらう場合、常に前の人に対して小さな声で「すみません」と言い、前の人もそれに

対し「すみません」と言い返し、体を横にしてその人を通す。ここで日本人のこの一連の行動について分析してみる。

先ず、道を譲ってほしい側の人から見れば、自分の行為は他人に迷惑をかけている。次に、道を譲る側の人から見れ

ば、自分も他人の道を遮っており、後ろの人に迷惑をかけているので、それについてお詫びをするのである。以上の

分析から、日本人には普遍的にマナーと他人に配慮する要素が存在し、日本人にとっての基本的マナーは他人に迷

惑をかけないということであり、この点にも日本人の他人に対する尊重が現れている。こうした例は日本ではとても多い

ため、ここではこれ以上の紹介は控えたいと思う。それでは日本人のこうしたマナーと思考方式はどのように形成され

たのだろうか。観察と訪問を通じて、私はこのようなマナーがすでに日本文化の中に根付いていることがわかった。茶

道の例では、茶道の礼儀作法の中には茶器の模様を客に向けることで尊敬を示し、相対する客は茶を味わう際に茶

碗を回し模様を主人の側に向けることにより、茶をたてた人に対する尊敬を示すという作法がある。

このような文化に根差した行為と思考方式が知らず知らずのうちに日本人を感化している。これが日本の国民性の

体現であり、日本の古代文化の中に包含された貴重な財産なのだ。

日本だけではなく、私たち中国にもこのような文化に根差したマナーがある。例えば、長幼序あり、師を尊び道を重

んじる等々で、私たちは絶えずその中に包含された教育的価値を見つけ、自らのマナーと考え方を形成しなければ

ならない。
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大学名：北京第二外国語大学
氏　名：王禹童

テーマ： 3. マナーのよさと思いやり
   4. 日中間の交流     　　  
                  　　    　　　　　　    　　  

今回の訪日を通じて、私にとって印象深かった2つの点は日本人の「他人に面倒をかけない」という考え方と、中日

の民間友好交流がとても密接だということだ。はじめは日本人の他人との距離感については、彼らは自分のプライバ

シーを守るため、至る所に門を設けているようだと一方的に考えていたが、今回私は、もしかすると彼らはただ他人に

迷惑を掛けたくないだけなのかも知れないと思った。

日本語には「お世話になりました」という言葉があるが、実は多くの場合、他人に迷惑を掛けたとは言えないのだ

が、それでも感謝の意思を示すということである。日本人の礼儀作法は数多く、例えば茶道では、客への尊敬を示す

ため茶碗の模様は最初自分に向けられるが、自分が茶を味わう際は模様を主人に向ける。またホームステイの時、ホ

ストファミリーのお父さんとお母さんは何かをする前、あるいは食事で料理を注文する前に必ず私の意見を尋ね、私の

好みを聞き、それからメニューを決める。犬の散歩に出かける時も、霧吹きとゴミ袋を持って、愛犬が用を足した後は

すぐにきちんと掃除する。日本人は皆自分のすべき事をしっかりと行う。こうした厳格な自己管理があるからこそ、調和

の取れた日本があるのだ。

日本の大学生との2回の交流で、私は中日の青年の互いへの興味や友好的態度、そして心から交流を願う気持ち

を感した。グループ討論の中では、おそらく中国側の学生たちが少し緊張していることを考慮し、日本の学生はいつも

積極的に「友好の手」を差し出し、中国の学生たちも次第に打ち解け、共に討議し方法を考えるなど、その過程はとて

も楽しく、双方はいずれも各意見には真剣に耳を傾け、そして様々な意見を発表した。その他に、三井物産の室長と

の交流時も、また同じ印象を受けた。室長は私たちが大学生だからといって私たちの質問に対しおざなりな対応はせ

ず、逆に率直な意見を述べ絶えず私たちの感想を尋ねるなど、日本人の高い素養を体現していた。その他には外出

の時、私たちが中国人だと知った日本人は皆微笑みを返してくれた。私は中日間の民間交流は途絶えておらず、両

国間には必ずより明るい未来があると信じている。

大学名：北京第二外国語大学
氏　名：席涵沛

テーマ： 6. 今後ますます中国でニーズが高まる技術    　　  
                  　　    　　　　　　    　　  

今回の訪日では、私たちが宿泊したホテルニューオータニを含め全部で10社の企業と工場を見学したが、これらの

企業や工場のうち6割以上がいずれも環境保護技術と資源の有効利用に関わりがあった。そして残りの企業は三井

物産や三井住友銀行など環境に危害を与える商品は生産しない企業であるが、これらの企業も社会貢献の面で環境

の緑化に取り組んでいる。

彼らの環境保護上の技術にも驚きを禁じ得ず、なんと発生する廃棄物の100%リサイクルが可能であり、また風力、

太陽エネルギー、火力発電の利用とともにゴミ処理工場のゴミ処理技術はほぼ完璧に近く、これらは現在の中国が学

び普及させなければならないものである。

現在中国では水や大気などの汚染が日増しに深刻になり、更には人体に有害なスモッグまで発生している。これら

の中国の発展に影響を及ぼす環境問題をいかに解決するか、中国は正に日本のこれらの技術を必要としている。ま

た日本のトイレで一般的に使用されている水に溶けるトイレットペーパーのような技術も、中国の将来の環境保護及び
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環境美化に不可欠である。こうした技術そのものについては詳しくは知らないが、しかしそれがもたらすトイレの清潔さ

や環境への保護は軽視できない。

中国の汚染処理には日本の技術が必要である。経済の発展のために人と自然の調和を実現してこそ、中国の未

来は明るくなるのである。

大学名：北京第二外国語大学
氏　名：許舒園

テーマ： 5. アニメなどのソフトパワー      　　  
                  　　    　　　　　　    　　  

アジアで最も発達した国である日本は、人々が羨みそして感心する点がたくさんある。私が日本に興味を持った引

き金は日本の支柱産業の一つであるアニメ・漫画産業である。

多くの友人と知り合った後、私は私と同じような考え方を持っている人が少なくないことを知った。そして私が日頃よ

く見る欧米のウェブサイトでも日本の漫画産業の人気が非常に高い。そのため、日本の漫画のスタイルはすでに世界

的に高く評価され、その地位は安泰であると言える。

アニメや漫画、ドラマなどのソフトパワーの発展においては、日本人はそれを極限にまで発展させている。今回のホ

ームステイ期間中、私は自分のホストファミリーにアニメや漫画関連商品が集中している有名な秋葉原に連れて行っ

て欲しいとお願いした。そこは完全にアニメファンの天国であった。アニメや漫画そのもの以外にも、その関連商品は

生活用品の隅々にまで拡大している。ペーパーホルダー、しおり、キーホルダー、ポスター、抱き枕、シール、洋服か

ら食品に至るまで、何でも揃っている。秋葉原のアニメイトは7階建てで、各階ごとに異なるアニメや漫画関連商品が

販売されている。確かに多少大げさかも知れないが、それでも自らのソフトパワーをこれほどまで発展させ、ハードパワ

ーにまで転化させている日本には敬服せざるを得ない。

12日間の訪問を通して、日本人は物事を極限にまで発展させることを好むという印象が、私の脳裏に深く刻まれ

た。どんな事柄であろうと、自分にできることであれば、必ず完璧と言えるまで発展させる。それぞれの国が強大である

理由は異なるかも知れないが、もし日本が強大な理由について言うとすれば、私はこのような民族的特性が理由だと

思う。
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関西国際空港に無事に到着。

全日空の機内サービスに感激。喧騒のない空港ビル

に驚き。

オムロン京都太陽

身障者が元気に働く姿に感動、企業と社会の関わりにつ

いて考えさせられました。

大阪大学①

すぐに仲良くグループ討論。選択テーマは「日中学生

生活の相違」が多かった。

大阪大学②

構内の「匠」で学生同士の懇親交流。

さすが大阪、「たこ焼き」もありました。

トヨタ自動車

「トヨタ生産方式」を目の当たりにし、トヨタ会館で最新

の展示を見学。

静岡県農林技術研究所

果樹・花卉から芝生までニーズに即した栽培研究に感

心しきり。

学生たちの撮った写真
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三井物産

「総合商社」、中国での事業展開、意思決定などの紹

介、夜は懇親会がありました。

全日空訓練センター

操縦訓練シュミレーターには全員が大感激、安全第一

を実感。

東京都多摩川清掃工場

ゴミ処理場とは思えない綺麗さに驚き、質疑応答は大

幅に時間オーバー。

三井住友銀行

特別に地下金庫も見学し感激。歴史や業務、中国事

業展開をしっかり学習。

早稲田大学①

白木ゼミ生とのグループ討論、テーマは「キャリア形成」

で夢を語りあいました。

早稲田大学②

大隈講堂前で偶然出会った「怪獣同盟」のキャラクター

も交えての記念撮影。
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（04东丽）

中国大使館

程永華大使との記念撮影。交流には律参事官が長時

間にわたり応対。

JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ根岸製油所

安全への取組み、環境保全など石油化学工場のイメ

ージが大きく変わりました。

東芝未来科学館

からくり人形をはじめ、国産一号機、世界初の情報機

器などを見学。

超伝導の実演には興味津々。

日比谷松本楼

梅屋庄吉の孫文支援の御縁が今日までも受け継がれ

ていることに感動しきり。

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆｴｺｾﾝﾀｰ

自分たちが泊まっていた老舗大型ホテルのウラ側での

地道な努力に敬意。

歓送会

訪日団全員で「時の流れに身をまかせ」を大合唱。会

場は名残を惜しむ声と涙。
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（04东丽）

ホームステイ

ホームステイ1　

協会事務所の前での記念撮影。可愛い子供と一緒で

気持ちが和みます。

ホームステイ2

鎌倉まで連れて行って貰いました。

大仏様の大きさにビックリ。

ホームステイ3

日本で初めてのすき焼き、すっかり家族の一員です。

ホームステイ4

妹になったような気持ち。大切にして貰いました。

ホームステイ5　

「元気でね」「頑張って」「さようなら」お互いのメッセージ

の交換です。

ホームステイ6

ご夫妻でホテルまで連れてきて頂きました。楽しく「ピー

ス」。



-100-

日本点描

京都嵐山で周恩来総理の記念石碑「雨中嵐山」の前

で揃って記念撮影。

京都高台寺でお茶文化伝来の話を伺い茶道体験のあ

と、座禅に挑戦。

大阪大学の交流を終え、名古屋に向けて日本の新幹

線に初めて乗車。

箱根湯本の天成園で温泉文化を体感。 宴会では盛り

上がりました。

今回が初の箱根周遊。芦ノ湖になぜか海賊船。 東京ディズニーランドは私服で最後のお楽しみ。時間

延長で嬉しさ倍増。


