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第 24 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

本書は、中国日本商会が実施する 「走近日企 ・ 感受日本」 事業の第 24 回訪日団の報告書です。

本事業は、当会が会員からの寄付金を原資として、中国人大学生を訪日視察に招待派遣するもので、2007 年から

年に 2 回実施しており、今回までに 33 大学 740 名の学生に参加頂きました。

本年は日中青少年交流推進年であり、本事業もその記念事業の一つとしての認定を受けて実施されました。次代

の中国を担う若者に日本の実像に触れてもらう機会を提供する本事業は、日中両国民の相互理解の増進に大きく貢

献しているものと自負しております。

第 24 回訪日団は、2019 年 5 月 28 日から 6 月 4 日までの 8 日間、6 大学から選抜した 29 名で編成され、各訪問

先において貴重な交流と体験をし、無事に終了いたしました。

このたびの訪日では、京都、東京で会員企業 5 社を訪問させていただいた他、京都大学、一橋大学における日本

の大学生との交流、中国大使館訪問、京都の名勝や日比谷松本楼の視察、一泊二日の日本の家庭へのホームステ

イ体験など、多彩なプログラムを実施しました。ホームステイの受入れにご協力いただいた企業数は 17 社にのぼって

おります。

このように本事業は、寄付金のみならず中国日本商会の会員企業の多大なる協力と貢献のもとに実施されていま

す。これまでにご協力いただいた視察先は 64 機関、交流大学は 10 校、ホームステイのホストファミリーは 543 家族

にのぼります。また、共催団体である中国日本友好協会に全面的なご協力を頂くとともに、一般財団法人日中経済協

会、中国友好和平発展基金会と公益社団法人企業市民協議会 （CBCC） に適切な寄付金の管理を行って頂いて

おります。改めて、本事業実施にご支援、ご尽力を頂いているすべての関係者に厚くお礼を申しあげます。

本事業は日中関係が厳しい環境にある時にも敢えて継続して参りました。本事業に参加した大学生たち、あるいは

彼らが交流した日本の学生たちが、将来、日本との交流の懸け橋となり、さらに強固な日中交流関係の促進の為に貢

献してくれる事を、我々、中国ビジネスに関わる企業としても心より期待しております。

中国日本商会としては、今後も、本事業を通じて次代の中国を担う若者の日本との交流と理解促進を図って参る所

存でございますので、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

中国日本商会　会長　小野元生

２０１9 年 6 月
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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】1万円以上～100万円未満

1 日本農林中央金庫有限公司

2 AGC（中国）投資有限公司

3 宝酒造株式会社

4 東レ株式会社

5 あいおいニッセイ同和損保

6 大和証券株式会社　

7 凸版印刷株式会社

8 豊田汽車金融（中国）有限公司

9 日立租賃（中国）有限公司

10 高橋修三  （個人・長富宮飯店）

11 武田勝年   （個人・元三菱商事）

12 熊琳　（賛助会員）

13 株式会社ブリヂストン

14 米原佳彦  （個人・阪和商貿）

15 世達志不動産投資顧問（上海）有限公司　

16 JA 全農　

17 日中経済協会

18 今村浩 （個人・NTT DOCOMO China Co., Ltd）

19 コクヨ家具（中国）有限公司

20 ヤマハ発動機株式会社

21 稲葉雅人 （個人・NTTデータ （中国）投資）

22 茶山秀一、岩城拓 （個人・日本科学技術振興機構）

23 陳言　（賛助会員）

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

1 アサヒグループホールディングス株式会社

2 伊藤忠商事株式会社
伊藤忠（中国）集団有限公司

3 日本製鉄株式会社

4 住友商事（中国）有限公司

5 東芝（中国）有限公司

6 トヨタ自動車株式会社

7 丸紅（中国）有限公司

8 みずほ銀行（中国）有限公司

9 三井物産（中国）有限公司

10 三菱商事株式会社

11 三菱 UFJ 銀行（中国）有限公司

12 三菱電機（中国）有限公司

13 日本航空株式会社

14 全日本空輸株式会社

【寄付金】250万円以上～600万円未満

1 キヤノン（中国）有限公司

2 アルプス（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 中外製薬株式会社

6 テルモ（中国）投資有限公司

7 豊田通商株式会社、豊田通商（中国）有限公司

8 松下電器（中国）有限公司

9 三井化学株式会社

10 三井住友銀行（中国）有限公司

11 三菱化学控股管理 ( 北京 ) 有限公司

【寄付金】600万円 【寄付金】100万円以上～250万円未満

1 旭化成株式会社

2 株式会社 I H I

3 岩谷 ( 中国 ) 有限公司

4 株式会社資生堂

5 JTB グループ（新紀元 /JTB）

6 JXTG エネルギー株式会社

7 双日（中国）有限公司

8 東京海上日動火災保険株式会社

9 野村ホールディングス株式会社

10 北京電通広告有限公司

11 三井住友海上火災保険（中国）有限公司
三井住友海上火災保険公司　駐中国総代表处

12 匿名希望

合計60社名

＊個人の方は寄付当時の所属（企業名）を記入しています。
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2019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 小野　元生 三井物産 専務執行役員　東アジア総代表

2 副会長 福田　祐士　 伊藤忠　
副社長執行役員　東アジア総代表　アジア・大
洋州総支配人

3 副会長 塚本　武 NEC 中国総代表　総裁

4 副会長 小澤　秀樹 キヤノン
副社長執行役員、キヤノンアジアマーケティン
ググループ社長、キヤノン（中国）社長

5 副会長 川下　竜一郎 北京凱迪迪愛通信技術 董事長

6 副会長 高橋　望 日本製鉄 執行役員　中国総代表　北京事務所長

7 副会長 御子神　大介 住友商事 常務執行役員　東アジア総代表　

8 副会長 伊藤　伸一 凸版印刷　 北京事務所　首席代表

9 副会長 前川  智士 トヨタ(中国)投資 総経理

10 副会長 岩永　正嗣 日中経済協会　 北京事務所　所長

11 副会長 米澤　章 日本航空 執行役員　中国地区総代表

12 副会長 堂ノ上　武夫 日本貿易振興機構 北京事務所　所長

13 副会長 平澤　順 丸紅 執行役員　中国総代表

14 副会長 菅原　正幸 みずほ銀行 常務執行役員

15 副会長 川本　善幸　 三井住友銀行（中国） 北京支店　支店長

16 副会長 平井　康光 三菱商事　 執行役員　中国総代表

17 副会長 小原　正達 三菱ＵＦＪ銀行（中国） 副董事長

18 理事 亀倉　隆志 岩谷産業 常務執行役員　中国総代表

19 理事 西村　康 双日 常務執行役員　中国総代表

20 理事 近藤　隆弘 豊田通商 専務執行役員、東アジア地域統括兼総代表

21 理事 藤塚　正彦 阪和興業 執行役員　中国総代表

22 理事 陶　履徳 日鉄住金物産 北京事務所　所長

23 理事 村山　龍太郎 IHI 北京代表処　首席代表

24 理事 上田　敏裕 AGC 執行役員　中国総代表　

25 理事 青山　傑 コスモ石油 北京事務所　首席代表

26 理事 市川　正人 クボタ 北京事務所　首席代表

27 理事 池松　克紀 ＪＦＥエンジニアリング（北京） 総経理

28 理事 西村　伸吾 JXTGエネルギー 執行役員　中国総代表

29 理事 日比　賢二 東京電力 北京代表処　首席代表

30 理事 今井　正志　 アルプス(中国)　 総経理

31 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

32 理事 宇平　直史 NTTデータ 執行役員　中国総代表

33 理事 本間　雅之 NTT DOCOMO China通信技術 董事長

34 理事 高橋　洋 ソニー 執行役員、ソニー（中国） 董事長＆総裁

2019年6月19日現在
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35 理事 宮崎　洋一 東芝 中国総代表

36 理事 横尾　定顕 パナソニックチャイナ 董事長

37 理事 高澤　信哉 富士通(中国) 董事長兼総経理

38 理事 小原　弘嗣 マルチメディア振興センター 北京代表処　首席代表

39 理事 富澤　克行 三菱電機 執行役員　中国総代表

40 理事 椋野　貴司 旭化成 上席執行役員　中国総代表

41 理事 西山　寛 アステラス製薬 高級顧問

42 理事 山田 江樹 衛材（中国）薬業 薬政本部長

43 理事 栗山　博通 資生堂（中国）投資 技術本部　本部長

44 理事 安藤　洋 住友化学投資（中国） 総経理

45 理事 寺師　啓 東レ 北京事務所　所長

46 理事 松崎　宏 三井化学　 理事　中国総代表

47 理事 小林　義和 三菱化学控股管理(北京) 董事長 総経理

48 理事 趙 克非 第一生命ホールディングス 北京事務所　首席代表

49 理事 東　善明 日本銀行 北京事務所　首席代表

50 理事 山田　圭介 日本財産保険（中国） 北京分公司　総経理

51 理事 米坂　樹紀 農林中央金庫 北京駐在員事務所　首席代表

52 理事 李 京華 三菱UFJ 証券ホールディングス 北京事務所　首席代表

53 理事 三宅　英夫 全日本空輸　 上席執行役員　中国統括室長兼北京・天津支店長

54 理事 杉山　龍雄　 日本通運　 常務執行役員　東アジア地域総括　　

55 理事 高泉　宏康　 日本郵船 中国総代表

56 理事 今井　誠 イトーヨーカ堂(中国)投資 董事長

57 理事 中井　大祐 交通公社新紀元国際旅行社 董事　総経理

58 理事 小金井　英生 スターツ北京 華北地区統括　総経理

59 理事 谷口　利英 全日空国際旅行社 総経理

60 理事 高橋　修三 長富宮中心 常務副総経理　ホテル総支配人

61 理事 馬場　章正 北京電通広告　 董事　総経理

62 理事 益田　太平 北京首開野村不動産管理 董事　総経理

63 理事 浅田　隆司　 日中経済貿易センター　 代表理事 理事長

64 理事 田中　雅教 日本国際貿易促進協会　 北京事務所　所長・首席代表

65 理事 厚谷　禎一 KPMG パートナー

66 理事 喜多羅 和宏 国誉家具（中国） 北京分公司　総経理

67 理事 小久保 憲一 日立製作所　 執行役専務　中国総代表

68 理事 越智　博通 北京博通行商貿 董事長・総経理

69 理事 篠原　康人 三井住友海上火災保険（中国） 北京分公司　総経理

70 理事 田中　保成 北京必愛喜食品営銷 顧問

71 監事 三浦　智志 監査法人トーマツ パートナー

72 監事 越智　幹文　 国際協力銀行 首席代表
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2019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 福田　祐士　　　（伊藤忠　副社長執行役員　東アジア総代表　アジア・大洋州総支配人）

委員 塚本　武　　　　 （NEC（中国）　中国総代表　総裁）

委員 小澤　秀樹　　　（キヤノン　副社長執行役員、キヤノンアジア総代表、キヤノン中国　社長）

委員 川下　竜一郎　 （北京KDDI通信技術　董事長）　

委員 高橋　望   　　　（日本製鉄　執行役員　中国総代表　北京事務所長）

委員 御子神　大介 　（住友商事　常務執行役員　東アジア総代表）

委員 伊藤　伸一　　　（凸版印刷　北京事務所　首席代表）

委員 前川  智士　　　（トヨタ自動車（中国）投資　総経理）

委員 岩永　正嗣　　　（日中経済協会　北京事務所　所長）

委員 米澤　章　 　　　（日本航空　執行役員　中国地区総代表）

委員 堂ノ上　武夫　  （日本貿易振興機構　北京事務所　所長）

委員 平澤　順　　　　 （丸紅　執行役員　中国総代表）

委員 菅原　正幸　　　（みずほ銀行　常務執行役員）

委員 川本　善幸　　　（三井住友銀行（中国）　北京支店　支店長）

委員 小野　元生    　（三井物産　専務執行役員　東アジア総代表）

委員 平井　康光　　　（三菱商事　執行役員　中国総代表）

委員 小原　正達　　　（三菱ＵＦＪ銀行（中国）　副董事長）

委員 三宅　英夫　　　（全日本空輸　上席執行役員　中国総代表　北京・天津支店長）

委員 中井　大祐　　　（交通公社新紀元国際旅行社　董事　総経理）

2019年6月現在



-6-

会社名 氏名 役職

【社会貢献委員長】 福田　祐士
伊藤忠　副社長執行役員　東アジア総代表　アジア・大
洋州総支配人

【ＷＧ座長】 岩永　正嗣 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 向　萌々子　 東アジア経営企画グループ　中国人事・総務部　部長助理

キヤノン(中国)有限公司 福井　穂高 コーポレートコミュニケーション戦略本部副総経理

日鉄諮詢（北京）有限公司 濱崎　由基 部長

交通公社新紀元国際旅行社有限公司 石毛　二郎 董事　総経理

住友商事(中国)有限公司
中原　誠   人事部　部長

米　健 中国総代表助理

全日本空輸株式会社 片桐　稜太 銷售部　

東芝（中国）有限公司　 薬丸　法之 副総裁

トヨタ自動車(中国)投資有限公司 栗田　弘毅 渉外部主査

日中経済協会 澤津　直也 副所長

日本航空株式会社 永島　大地 営業担当

日本貿易振興機構   北京事務所 日向　裕弥 副所長

日立（中国）有限公司 岩見　健太郎 副総経理

丸紅（中国）有限公司 澤田　健太郎 中国総代表助理

みずほ銀行（中国）有限公司　北京支店 中上　有美 営業1課

三井物産（中国）有限公司 古川　健太郎 戦略企画部　総監　

三菱商事（中国）商業有限公司 李　征 総務法務CSR部　副部長

三菱電機（中国）有限公司 王  蕾 経営企画室　主管

三菱UFJ銀行（中国）有限公司　北京支店 張　婷 企画部　北京本部

【オブザーバー】 菅原  孝介 日本大使館　広報文化センター　一等書記官

【オブザーバー】 田中　麻美子 日本大使館　経済部　一等書記官

【訪日中のアテンド等】 横山  勝明 日中経済協会　（東京）　参与

2019年度社会貢献委員会ワーキンググループ委員名簿
2019年6月現在
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第 24 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

2019 年 5 月 28 日から 6 月 4 日にかけて、第 24 回 「走近日企 ・ 感受日本」 中国大学生訪日代表団一行 32 名

は 8 日間の日本訪問を行いました。

今回の代表団は清華大学、中国人民大学、対外経済貿易大学、北京第二外国語学院、国際関係学院及び北京

建築大学の優秀な学生により構成されています。日本滞在期間中、団員らは積水ハウス、日立製作所中央研究所、

みずほ銀行、三井物産、ホテルニューオータニといった日本企業 5 社への訪問、京都大学や一橋大学の学生との友

好交流、高台寺や箱根温泉等での日本の伝統文化体験の他、周恩来詩碑及び日比谷松本楼では偉人の足跡をた

どり、中国駐日大使館では日中関係の歴史や発展の現状について学び、日本の一般家庭においてはホームステイ

を体験いたしました。代表団は 「日本企業を知り、日本を体感し」、日中友好の種をまきました。今回の訪問は学ぶ旅

である以上に、理解や友好を深める旅であると言えます。

日中両国は一衣帯水の隣国であり、両国の関係はこれまで幾度も苦労や紆余曲折を経ながらも平和や友好につ

いては常に両国の人々の願いでありました。昨年以降、中国日本商会、日中経済協会等を含む両国各界の取り組み

の下、日中関係は正常な発展の軌道に戻りました。今年中国は建国 70 周年を迎え、日本は 「令和時代」 に入りま

した。G20 大阪サミット期間中、習近平主席は安倍晋三首相と会談し、日中双方が発展における新たな時代に入り、

双方共通の利益や関心事が日に日に増えており、両国関係は新たな発展のチャンスを迎えている。そのため両国は

新時代の要求に合った日中関係を共に構築すべきであるという点で共通認識を得ました。

青年は国家や民族の希望であり、日中関係の未来を担っています。両国の青少年交流を強化し、両国の若者世

代の相互理解と信頼を高めることは、日中関係の将来的な発展にとって重要な意味を持ちます。両国政府は今年を

日中青少年交流推進年と定め、今後 5 年以内に双方は 3 万人規模の青少年の相互訪問交流を行います。こうした

新たな情勢の下、中国日本友好協会は日本の各界の皆様と共に両国の青少年交流を推し進め、様々な交流活動を

実施することで両国の民間交流において最も活力ある存在として日中の代々の友好に貢献をしていく所存でござい

ます。

最後に、今回の代表団の日本訪問に際して多大なご支援を頂いた中国日本商会、日中経済協会に改めまして心

より感謝申し上げます。

第 24 回 「走近日企 ・ 感受日本」 中国大学生訪日代表団　団長

中国日本友好協会副秘書長

朱丹
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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、２０１９年６月末日現在、市内法人会員５５２社、市外法人会員６２社、個人会員１２名、賛助会員１２名の

合計６３８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24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 朱　 丹 女 中国日本友好協会 副秘書長

団　　員 文藝林 男 清華大学 電機工程・応用電子技術系 電気工程と自動化

団　　員 鄧佳怡 女 清華大学 新雅書院
CDIE 

（スマートエンジニアと創意設計）

団　　員 葛霄飛 女 清華大学 生命学院 生物科学

団　　員 胡鈺彬 男 清華大学 信息学院電子工程系 電子信息科学技術

団　　員 李　厳 男 清華大学 物理系 数理基礎科学

団　　員 劉瑩瑶 女 中国人民大学 経済学院 経済学

団　　員 易楚妍 女 中国人民大学 理学院心理系 応用心理学

団　　員 張悦洲 女 中国人民大学 信息学院 経済学数学二学位取得

団　　員 楊昊翰 男 中国人民大学 理学院 物理学

団　　員 陳瑞斉 男 中国人民大学 理学院 物理学

団　　員 鄔可馨 女 対外経済貿易大学 英語学院 翻訳

団　　員 申李潔 女 対外経済貿易大学 英語学院 翻訳

団　　員 馬伊彤 女 対外経済貿易大学 英語学院 翻訳

団　　員 王誉欽 男 対外経済貿易大学 国際経済貿易学院
国際経済貿易

（国際機関人材基地班）

団　　員 王琪琦 女 対外経済貿易大学 外語学院 日本語

団　　員 邵剣博 男 北京第二外国語学院 日本語学院 日本語

団　　員 楊璐玥 女 北京第二外国語学院 日本語学院 日本語

団　　員 李澤茗 女 北京第二外国語学院 日本語学院 日本語

団　　員 陳　雪 女 北京第二外国語学院 日本語学院 日本語

団　　員 鄒　敏 女 北京建築大学 土木・交通工程学院 無機非金属材料工程

団　　員 郭伊寧 男 北京建築大学 土木・交通工程学院 土木工程（建築工程領域）

団　　員 梁慶慶 女 北京建築大学 土木・交通工程学院 土木工程（建築工程領域）

団　　員 孟昭昕 女 北京建築大学 土木・交通工程学院 土木工程（建築工程領域）

団　　員 張　堯 男 北京建築大学 土木・交通工程学院 地下工程

団　　員 孫　帥 男 国際関係学院 外語学院日本語系 日本語

団　　員 黄　蘇 男 国際関係学院 外語学院日本語系 日本語

団　　員 陳錦儀 女 国際関係学院 外語学院日本語系 日本語

団　　員 張　会 女 国際関係学院 外語学院日本語系 日本語

団　　員 戴泳豪 男 国際関係学院 外語学院日本語系 日本語

引    率 王麗華 女 北京第二外国語学院 講師

事務局 沈海婷 女 中国日本友好協会 職員

事務局 李博寰 女 中国日本友好協会 職員
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日次 日　付 日　程　 宿　泊

1
5/28
（火）

20:18北京→23:57　関西　（NH980便）
0:15　関西国際空港着　

01：15～02：30　関西空港～ホテルへ移動
02：30　ホテル着

京都
アリストンホテル京都十条

京都市南区上鳥羽
勧進橋町２３

TEL:075-681-6600　

2
5/29
（水）

8：30　ホテル発
09:15～11:45 ●企業訪問  ① 積水ハウス　総合住宅研究所
12：30～13：30　昼食：京都市内レストラン
14:00～19:30 ◎大学交流  ①（含む懇親会） 京都大学
20:15 ホテル着

京都
アリストンホテル京都十条

3
5/30
（木）

8：15　ホテル発　　
★ソフト文化視察 ①京都
9:00～11:00　高台寺　茶道及び座禅体験
11:30～12:30　嵐山（周恩来記念碑）　　
13：00～14：00　昼食：京都市内レストラン
14：32京都→16：35小田原　ひかり524　（新幹線体験）　
17：30　箱根湯本温泉着　
★温泉体験
夕食：温泉旅館内にて和食会席料理

箱根湯本温泉
天成園

神奈川県足柄下郡箱根町
湯本６８２

TEL:0460-83-8511

4
5/31
（金）

8：15　ホテル発
10:15～13:15 ●企業訪問  ② 日立製作所中央研究所（含む昼
食） 
13:45～19:15 ◎大学交流  ②（含む懇親会） 一橋大学
20：00　ホテル着

東京
ホテルニューオータニ

東京都千代田区紀尾井町
４－１

TEL:03-3265-1111

5
6/1
（土）

終日　学生ホームステイ
学生：ホームステイ

東京
引率者：ホテルニューオータニ

6
6/2
（日）

夕方まで学生ホームステイ
夕方　ホテル集合、東京都内自由行動　

東京
ホテルニューオータニ

7
6/3
（月）

9：15　ホテル発
9:30～11:30  ●企業訪問 ③みずほ銀行
12:00～13:30  ★ソフト文化視察  ② 日比谷松本楼（含む昼食）
14:00～15:30  ●中国大使館訪問　　　
16:15～19:30  ●企業訪問  ④三井物産（含む懇親会）　
20:30　ホテル着

東京
ホテルニューオータニ

8
6/4
（火）

9:30～11:30 ●企業訪問  ⑤ ホテルニューオータニ  エコ視察
12：00～13：45　歓送会　（ホテルニューオータニ）　
14：00　ホテル発　羽田空港へ移動　
15：00　羽田空港着　
17：25羽田→20：35北京　（NH963便）
20：35　北京首都国際空港着　（到着後、自由解散）

第24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24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. 積水ハウス　総合住宅研究所　納得工房
吉田　泉 国際事業部　中国事業統括室　　　　　　 課長

吉井　文英　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上

王　上　　　　　 国際事業部　総務・法務グループ

納得工房スタッフ

の皆様

2. 京都大学
川添　信介  副学長　理事（学生・図書館担当）

韓　立友 国際高等教育院　　　　　　　　　　　　 准教授

山本　淳司　　　 国際戦略本部　　　　　　　　　　　　　 担当部長（兼）副本部長

梶　佐和子　　　 教育推進・学生支援部　　　　　　　　　 国際教育交流課　課長

林　和彦　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上　課長補佐

上木　正博　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上　海外留学掛員

城野　真衣　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上　海外留学掛員

Kreshchenko Anna 　京都大学PUKU実行委員会

Mironova Anna        同上

川原　夢果　　　　    同上

藤本　結月     同上

高吉　慧     同上

京都大学生  倪楠君他

の皆様

山田　圭則　　　 京都府国際課　　　　　　　　　　　　　 課長

山口　紳　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 副主査

斉藤　健一 コーディネーター

吉田　浄 同上

3. 日立製作所　中央研究所
山本　義道 人財統括本部　総務部　総務ユニット 主任

後藤　絵梨子 同上　　　　       総務部　庶務ユニット

新原　敏夫 研究開発グループ　技術戦略室　技術統括センタ　

下瀧　美奈子 同上

安部　元幸 同上　技術戦略室　戦略統括センタ 主任技師

王　夢如　　　　 同上　テクノロジーイノベーション統括本部

　　　　　　　　 デジタルイノベーションセンタ 研究員
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孫　慶華　　　　 同上 主任研究員

池田　貞一郎　　 同上　ヘルスケアイノベーションセンタ 主任研究員

武　文晶　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研究員

劉　珊珊　　　　 営業統括本部　中国事業支援室

4. 一橋大学
山田　淳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副学長（国際交流、広報、社会連携担当）

青木　人志　　　 大学院法学研究科　　　　　　　　　　　 教授・中国交流センター代表

王　雲海　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 教授

小池　史麻　　　 総務部研究・社会連携課　　　　　　　　 課長

原　誠一　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 課長代理

星野　有紀　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 係長

中山　リカ　　　 同上　　　　　　　　

小林　直子　　　 教務課　　　　　　　　　　　　　　　　 留学総括専門職員

一橋大学生　メルシュダンさん、谷口真珠さん他　18名

志波　幹雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国交流センター顧問

井田　武雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国交流センター顧問

瀬川　拓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NEDOスマートコミュ二ティ部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 統括主幹　如水会北京支部　元会長

5. みずほ銀行
橋本　泰彦　　　 グローバルコーポレート部門長　　　　　 執行役員

中西　正一　　　 中国営業推進部　　　　　　　　　　　　 部長

白井　和樹　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 次長

安井　正明　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　 調査役

劉　蕾　　　　　 同上　　　　　　　　　

葉　嵐　　　　　 同上

稲富　まな美　　 同上

湯　進　　　　　 法人推進部国際営業推進室　　　　　　　 主任研究員、経済学博士

胡　楠　　　　　 グローバルプロジェクトファイナンス営業部　 調査役　　

劉　婷婷　　　 中国営業推進部

黄　穂冰　　　 同上

6. 日比谷松本楼
小坂　文乃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長

吉本　信義　　 営業本部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次長

千葉　晃弘　　 宴会部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部長

7. 中国大使館　
張　亜強　　　 政治部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参事官
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付　博　　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二等書記官

王　暁瑩　　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アタッシェ

8.三井物産
白江　喜美子　 サステナビリティ経営推進部　　　　　　　　　 部長

小林　幸生　　 同上　グローバルソーシャル事業室 室長

細川　勝徳　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次長

門平　隆子　　 同上

古賀　篤　　　 経営企画部　グローバル業務室 次長

新谷　大輔　　 三井物産戦略研究所　国際情報部

　　　　　　　 アジア・中国・大洋州室　　　　　　　　　　　 室長　主席研究員

八ッ井　琢磨　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主任研究員

高橋　海媛　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研究員

塩谷　和久　　 金属業務部　企画業務室　　　　　　　　　　　 主管

松永　洋輔　　 金属資源本部　製鋼原料部リサイクル事業室　プロジェクトマネージャー

水谷　天郎　　 流通事業本部　ファッション・繊維事業部 （株）ビービーエフ取締役

藤井　健太　　 ニュートリション・アグリカルチャー本部

　　　　　　　 事業開発部　投資推進第三室　　　　　　　　　

田中　信吾　　 流通事業本部　マーチャンダイジング第一部

　　　　　　　 ロジステイクスシステム室

国嶋　瑞希　　 流通事業本部　マーチャンダイジング第二部

　　　　　　　 事業開発室

山下　由希子　 内部監査部　監査業務管理室

9. ホテルニューオータニ
山川　剛　　　 関西営業所　　　　　　　　　 所長

平野　力也　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副所長

田島　浩一　　 宿泊営業部　宿泊営業二課 セールスコーディネーター

山田　聡　　　 料飲営業部　料飲営業一課　　 シニアセールスマネージャー　

大高　恵太　　 ファシリティマネージメント部

　　　　　　　 ファシリティマネージメント課　　　　　　　 課長

内藤　洋介　　 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 係長

逆井　剛司　　 （株）シービーエス

　　　　　　　 ホテルニューオータニ管理所　　　　　　　　 副所長
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直観 ・ 対比による販売の観念
          北京建築大学学生代表

見学日時：2019年5月29日（水）9:15-11:45
見学場所：積水ハウス総合住宅研究所

見学概要 

日本訪問の二日目、私たちは積水ハウス総合住宅研究所の 「納得工房」 を見学した。同研究所は日本でも一流

の住宅技術研究所であり、日本の住宅建築分野において名声を博している。研究所内に設けられた 「納得工房」 は、

さまざまな住宅部材や、コンセプトを表現する空間モデルが展示されており、ユーザーが見学 ・ 体験することができる

施設である。

「納得工房」 の 「納得」 という言葉は、中国語で言うところの 「理解、明白、領会」 の意味で、同工房は人の住宅

環境における様々な生活行為の体験をシミュレートそして統計することで、住宅の各種技術性能と人の生理 ・ 心理と

の因果関係を分析また研究している。そして多くの居住対象の生理 ・ 心理的体験を通じて、それらに適する普遍的

意味を持つビッグデータを獲得することで住宅設計に科学的な依拠と合理的な解決方法を提供している。

建築を学ぶ学生である私たちは 「納得工房」 の見学において、沢山の素晴らしい設計を目の当たりにした。太陽

光発電コーナーの 「屋根と一体式のオリジナルソーラーパネル」 は、クリーンエネルギー利用とともに、従来の屋根 

+ パネルよりも重量が低減されることで、建築コスト削減のメリットがあること。構造コーナーでは、地震が多い日本では

地震対策が重要であること、展示されていた 「オリジナル制振フレーム」 は、地震の揺れエネルギーを吸収して熱エ

ネルギーに転化するオリジナルダンパーを鉄骨造の壁内部の鉄骨フレームに用いることで、地震の揺れによる建物の

変形が低減されること。また、窓コーナーの 「遮熱断熱複層ガラス」 は、室外側のガラスの内側にコーティングされた

特殊金属膜により、暑い日差し （日射熱） を抑え、紫外線対策にも効果があること、等々である。

感想
納得工房において私たちは、積水ハウスが力を入れている 「UD（ユニバーサルデザイン）」 のコンセプトの説明を

受け、高齢者の身体機能の疑似体験を行った。高齢者体験は、利用者が将来的な身体機能について事前に体験す

ることで、必要とする住宅の機能を把握し、住む人の身体的特徴に応じた住宅設計を行うことを目的としている。配色

ガラスによる白内障の体験、スピーカーによる高齢者の聴覚の体験、装具をつけて 「関節が動きにくい高齢者」 を疑

似体験し、段差移動時に有効な手すり位置を選んだり、車いすに乗って移動に適切な廊下幅の認識するなど、これら

すべては 「直観的」 という言葉にまとめられる。

新たな断熱ガラスをアピールするために、異なるガラスを取り付けた部屋で実際に温度を体感する、空気環境を説

明するために、人の一日の呼吸量を、飲料瓶を大量に並べて直観的に表現する、これらの体験 ・ 対比型の販売手法

に秘められた制御変数の考え方について私たちは中学生の頃に学んでいるが、なぜ中国ではこれを活用する企業

がほとんど存在しないのだろうか。

今回の活動に参加した団員の中には大学生創新創業コンテストに参加し良い成績を獲得した二名の学生がいる。

上記のマーケティング戦略については建築関連知識以外に私たちが学べたものであり、とても感謝している。
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学風が自由な一流大学
         北京第二外国語学院学生代表

見学日時：2019年5月29日（水）14:00-19:30
見学場所：京都大学

見学概要 

悠久の歴史と伝統文化を持ちながら政治の中心や大都市から離れた京都は、学者にとっては学問や研究に没頭

できる最も理想的な場所である。私たちが交流に訪れた最初の大学は京都大学である。キャンパス内の建築物は古

典的な様相を多く残しており、穏やかさと厳粛さが感じられた。またここには優れた実験室もあり、古典と現代が共存し

た学校だと言える。

韓准教授からの紹介を聞いた私たちは京都大学の歴史

や特徴について初歩的な理解を得ることができた。その中

で京都大学の 「自由の学風と創造の精神」 という理念が

印象深かった。学校側は学習や生活面において学生に過

度な負担を与えることはせず、ここでは学生は学習におけ

る自由さを最大限満喫すると同時に自らの能力を思う存分

発揮している。ガンの免疫療法であれゴリラの繁殖であれ、

京都大学はすべてを歓迎している。

紹介が終わった後、私たちは京都大学の学生らといくつ

かの話題について約一時間のグループ討論を行った。そ

れらの話題は日中両国ひいては世界全体における男女の平等、仕事の負担、環境、食品の安全等の内容に関わる

ものであった。討論の際、京都大学の学生はこうした討論に慣れている様子で、各問題について適切な討論時間を

決めた上で掘り下げていった。こうした手法を活用することで私たちの討論における目的が明確になり、また理路整然

となるなどとても効率的であった。

討論が終わった後、すべての学生が講堂に移動し討論結果の発表会に参加した。ここでは各グループから討論結

果の発表があった。各グループの代表者も彼らの優れた総括能力、論理的思考力そして言語表現能力を示し、会場

の学生らは日中両国の社会問題について一定の理解を得るなど多くの収穫が得られた。    

発表会終了後、私たちはレストランに移動し懇親会に参加した。懇親会では中国と日本の学生らが共に美食に舌

鼓を打ち、交流を深めていった。皆は話題が尽きることなく、会場はとても活気に満ち、とても楽しい夜を過ごすことが

できた。
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なぜですか？
京都大学には学生宿舎が存在するが、私たちの知る学生宿舎との違いは、彼らの宿舎は学生が自ら管理をし、そ

の管理の結果の如何に関わらず、学校側は関わらないということである。ここでは学生らは自分たちがしたいことを何

でもすることができる。またここでは学生らは完全な自由と自主を享受している。これが名高い京都大学の吉田寮であ

る。

吉田寮は 1913 年に建てられ、今日まですでに 105 年の歴史を有する日本に現存する最古の宿舎で、今でも 200

名余りの学生が住んでいる。敷地内には鶏が一羽放し飼いされ、孔雀や山羊の姿も見かけることができる。また小説

家の故 ・ 梶井基次郎、ノーベル物理学賞受賞者赤崎勇等の個性豊かな文化人や学者がここで育っている。

「立場の平等」 を実現するため、吉田寮内には 「上下関係を作らず、敬語を使わない」 との文化がある。この他最

も魅力的なのはその極めて安い生活費であり、吉田寮の家賃は水道 ・ 電気料金を含めても毎月約 2500 円 （約 150

人民元） となっている。吉田寮は京都大学に籍を置く学生であれば誰でも入寮資格がある。

吉田寮はまた文化の発祥地である。新築された吉田寮の食堂では演劇や音楽の実況録画、映画上映等のイベン

トを行っており、寮生以外の多くの人が集まっている。こうした理由からか、学外でも 「吉田寮存続」 を支援する声が

多い。

京都大学の学生にとって吉田寮は 100 年以上の歴史を持つ建築物であるというだけでなく、何世代もの京都大学

の学生が積み重ねてきた個性を維持している存在でもある。

感想
京都大学の見学では多くの収穫が得られた。韓准教授からの紹介により私たちは京都大学の自由の学風に衝撃

を受けた。それは完全な自由で、学生らはこうした自由を享受すると同時に学校側もまた学生らのこうした自由の権利

を保護している。こうした自由はまた京都大学の教授や学生らの研究への取り組みにも表れていて、彼らの多くは自

身の興味もしくは人間社会の発展への思いから自身の研究を行っている。こうした純粋さに私はとても驚かされた。学

風の自由さに感銘を受けると同時に、私は京都大学の人々の本当にしたいことを続ける姿勢に頭が下がる思いであ

った。名声や利益のためではなく単純に興味から研究を行うという点こそ京都大学がノーベル賞受賞者を多く輩出す

る理由の一つだと思った。同じ大学生である私たちもまた私たちがこの社会に何をもたらすことができるのか、自分の

能力がこの社会にどんな影響を与えることができるのかを積極的に考え、努力をしていく必要がある。京都大学にお

いて私たちはただの感想に止まらない色々な思いが得られた。
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未来からのインスピレーション
         清華大学学生代表

見学日時：2019年5月31日（金） 10:15-13:15
見学場所：日立製作所 中央研究所

見学概要 

日立製作所は 1910 年の創業以来、 「優

れた自主技術 ・ 製品の開発を通じて社会

に貢献する」 との企業理念を今日まで受け

継いでいる。そしてこの理念をベースに日

立は現在 「社会イノベーション事業」 を推

進し、世界規模での日々複雑化する社会問

題の解決に貢献をしている。

中央研究所の研究開発は常に顧客のニ

ーズをベースとしており、顧客との提携を活

用し共にソリューションを見出している。顧

客と共同で 「提携型革新」 を行うリーダー

である中央研究所は、顧客との提携、技術

開発と土台の模索の三つの側面からビッグデータ分析をベースに顧客や社会に適応したイノベーションを実現し続け

ている。

日立の研究分野は多岐にわたっているが、そのいずれの分野においても日立は人工知能の応用を重視しており、

例えば生産現場のスマート化における複数の AI による共同制御、会議内容の管理をサポートしさらに発言者の発言

内容を踏まえその次の要点を示す会議 AI の他、金融分野においては個人のローン希望者に対して AI によりその返

済可能性を審査することで極めて高い信頼性を実現している。

研究所の見学では日立の医療機器の開発の様子も目にすることができた。

超音波診断装置。従来の B モード画像では、診断の際にユーザーが検査部位の深度によりその都度異なるフォ

ーカス位置に手動で設定する必要があったが、日立が開発した超音波診断装置はすべての深度に対してオートフォ
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ーカスを実現する。一回の超音波送信において多数の受信ビームを同時に生成し、それらのデータを合成すること

で、すべての深度において鮮明な画像の獲得を可能としている。これにより検査の手間と時間を節約している。

この技術の原理はカメラと非常に似ている。従来の B モード超音波は一点のピント合わせで一枚の写真を作るの

に相当し、開発した B モードは現在の多くのカメラにおいて数回のピント合わせと数枚の写真撮影の後の合成を実現

していることと近い。

また，従来の B モード超音波デバイスのほとんどは圧電セラミックスでできており、空間分解能にも限界があった。

しかし現在では半導体技術によって作製された小さなセルで構成されるデバイスとなり、より鮮明な画像を実現してい

る。しかしながら、半導体材料は温度等の製造条件にとても敏感であることから、その内部のセルの規則的配列を高

精度かつ安定的に作製することが技術的な課題であったが、日立はこれを克服した。

心臓検査技術。従来の心臓検査では、決められた六つの断面を撮影し、種々の計測を行うことで、心臓機能の正

確な診断が可能であるが、その撮像データの取得や計測に要する時間は約二分半であった。しかし日立の開発した

リアルタイム 3D 撮像技術と AI 技術により、一回の撮像で心臓全体をカバーする 3D 画像の形成が可能となり、また

そのデータから瞬時に六断面の抽出と必要な計測を行うことが可能となった。その結果、わずか 25 秒で心臓検査が

可能となった。

なぜですか？
問 ： 自然言語処理における難点は何か？

答 ： 自然言語は非構造的なデータです。他の非構造なデータとしては、画像や音声などがあります。コンピュータは

従来、表形式で整理されたデータ、すなわち構造的なデータの処理を得意としてきました。非構造データは、き

れいに構造化されたデータと違い、あいまいな部分を含むため処理が難しくなります。そのため自然言語のあい

まいな部分を、どのようにコンピュータに処理させるかが自然言語処理研究における重要課題と言えます。

問 ： 翻訳における難点は何か？一般的にどのように解決するのか？

答 ： 翻訳における難点は、言語は不規則ということである。例えば、cheese cake はチーズケーキと訳すことができるが、

rice cake はもちと訳さなければならず、一つの規則の枠組みを当てはめることができず、また時には前後の文脈

により一つの同じ単語でもその状況に最も相応しい翻訳をしなければならない。現在は大規模なパラレルコーパ

スを利用した翻訳が比較的優れており、一つの単語についてもう一つ別の単語が出現する確率、その単語につ

いて異なる意味となる確率等を総合的に判断することで、確度が高い翻訳結果を導き出すことができる。

感想
日立製作所中央研究所は常に顧客の使用体験に着目し、顧客との共同開発や三位一体でのソリューションを実

現するなど時代と共に歩み続け、十年ひいては二十年後の目標について考えているため、斬新で実用的さらにユー

ザー体験が優れた製品を生み出すことができている。これは多くの中国企業が学ぶべき手本である。



-20-

都市にある社会科学の楽園
          清華大学学生代表

見学日時：2019年5月31日（金） 13:45-19:15
見学場所：一橋大学  

見学概要 

一橋大学は東京都にある国立大学である。その前身は 1875 年に創設された 「商法講習所」 で社会科学を専門

とする総合大学であり、 「Captains of Industry」 を理念としている。また日本の産業界をリードする人物を多数輩出し

ている。

メインキャンパスがある東京都国立市は

「文教都市」 に指定されており、環境は

静かで美しく、研究や学習に適した場所

である。一橋大学の学部には商学部、経

済学部、法学部、社会学部、そして大学

院には経営管理研究科、経済学研究科、

法学研究科、社会学研究科、言語社会

研究科、国際 ・ 公共政策大学院がある。

学生総数は約 6400 人で、中国人留学生

は約 450 人在籍している。

一橋大学において私たちはロマネスク様式の講堂、図書館、学生食堂、書店やグラウンドを見学した。

講堂はロマネスク様式の建築物で、門の前には立柱がありドーム形の天井をしていた。最も特徴的だったのは、建

築士自らが作った二十数種類の怪物であり、それらはこの講堂のあちこちに彫られていた。柱を持ち上げる力士、窓

の下に隠れる恥ずかしがり屋の怪物、さらに柱に彫られた十二支もあるなどそれぞれ特徴が異なり、またそのいずれも

活力に満ちていて印象的であった。

暫しの見学の後、私たちは教室を訪れ大学側から一橋大学の歴史や学部についての紹介を受けた後、一橋大学

の学生らと共に 「大学入試制度と試験勉強」、 「大学生の休日の過ごし方」 そして 「参加したいインターンシップ」

等のテーマについて交流をした。その後私たちは懇親会に参加し、互いにお礼の品を送り合うなど深い友情を育ん

だ。

なぜですか？
問 ： 中国と日本の大学入試制度や試験勉強における共通点と相違点は？

答 ： 共通点 ：

試験科目はいずれも似ていて文系と理系に分かれ、主に数学、英語、理科 ・ 化学 ・ 生物、歴史 ・ 地理 ・ 政

治等の科目の内容である。高校の形式も似ていていずれも三年制で公立高校と私立高校に分かれ、公立高校

は管理が比較的緩く、私立高校では試験対策が比較的充実している。試験勉強についても似ていて、両国の

高校生は往々にして課外の補習クラス （日本では学習塾もしくは予備校と呼んでいる） で勉強をしている。

   相違点 ：

試験の時期については、中国は 6 月 7 日と 8 日、日本は毎年 1 月から 3 月にかけて行う。答案用紙につい

ては、中国は地域毎に異なる答案用紙を使うが、日本で実施している大学入試センター試験では全国共通とな
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っている。願書の提出については、中国の学生は点数が発表されてから願書を提出し、複数の公立大学へ願

書を提出することができる。一方日本の学生は、大学入試センター試験を利用している大学に願書を提出する

場合、点数が発表される前に願書を提出し、限られた数しか提出することができない。合否判定の形式につい

ては、中国の大学は全国統一試験の点数及び特定の加点により判定を行い、日本の大学入試センター試験を

利用している大学の場合は大学入試センター試験の点数及び大学毎の二次試験の点数で判定を行っていると

ころが多い。

問 ： 中国と日本の大学生の週末の過ごし方の違いは？

答 ： 中国の大学生の自由時間は比較的少なく、日本の大学生

の自由時間は比較的多い。

中国の大学生については、週末の多くの時間は勉強や

研究を行っており、残った時間にサークル活動もしくはボ

ランティア活動、さらにはアルバイトやインターンシップなど

に参加しているため、中国の学生は週末でもとても忙しい

状態である。これらの活動は自由意志での参加とはいえ、

その自由意志はサークル / ボランティア組織に加入する

時だけであり、加入後は組織に従わなければならないた

め、往々にして大きな負担となっている。

日本の学生は特定の時間帯に勉強をすることが多く、さらにサークル活動により多くの時間をかけている。一

橋大学のサークルの多くはスポーツ ・ 文化系であり、こうした活動を通じて学生らは身も心も十分にリラックスす

ることができる。それに対して中国において皆が言う 「サークル」 は往々にして一部の学生の業務組織であり、

沢山の事務的な作業をしなければならず、リラックスすることはできない。

感想
一橋大学は非常に優れたキャンパス環境を有しており、こうしたリラックスした雰囲気や環境は間違いなく学生がイ

ンスピレーションを育むことのできるものである。一橋大学の学生との交流では、彼らから理性とロマンを兼ね備えた独

特な気質を感じ、彼らの考え方や認識から私たちは日本についてより深く知ることができた。
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みずほ銀行
          中国人民大学学生代表

見学日時：2019年6月3日（月）9:30-11:30
見学場所：みずほ銀行

見学概要 

2019 年 6 月 3 日午前の 9 時半から 11 時半にかけて、第 24 回 「走近日企 ・ 感受日本」 全団員はみずほ銀行で

の見学を行った。そこではまずみずほ銀行側から歓迎のあいさつがあり、その後みずほ銀行の事業内容、企業文化、

イノベーション等についての紹介があった。次いでの質疑応答では団員らは積極的に質問をし、丁寧な回答を頂くな

ど、多くの収穫が得られた。その後団員らはみずほ銀行の中国人行員と交流を図り、記念写真を撮影した。

なぜですか？
問 ： みずほ銀行のビル周辺の景色は？

答 ： みずほ銀行本社ビルは皇居周辺の高層建築

可能区域内で最も皇居に近い場所にあり、ビ

ルや皇居など周囲を一望できる。

問 ： みずほ銀行はなぜ中国で個人業務を行って

いないのか？

答 ： 個人業務の実施にはキャッシュカードや ATM

機など高額の設備投資及び幅広い顧客資源

が必要となる。加えて中国の銀行業務はすでに発展しており、海外の銀行が個人業務を行っても良い結果は限

定的である。その他、みずほ銀行が海外事業を始めた当初の目的は、日本企業の対外投資に伴い海外におい

て日本企業に投資関連サービスを提供するためであり、当面はホールセールバンキングを中心とした業務展開

が中心となる。

問 ： 日本のモバイル決済業界の現状は？

答 ： 日本の現在のモバイル決済業界はとても雑然としていて、10 社以上がモバイル決済サービスを提供していること

から、消費者はその都度異なる二次元コードを使う必要があるなど使い勝手が良くないため、中国ほどモバイル

決済は普及していない。その中でみずほ銀行もモバイル決済サービスを行っており、今後機会があれば中国の

ペイメントサービス会社との提携可能性も追求していきたい。

問 ： 日本の銀行はなぜ中国の銀行よりも事業範囲が広いのか？

答：中国では中国人民銀行が基準金利を設定し、銀行は基本的な預金・貸出業務で利益を獲得することができるが、

日本は現在マイナス金利であるため、日本の銀行は産業分析やビジネスの橋渡し等より多くの事業を行うことで

利益を獲得する必要がある。

問 ： 日中両国の企業におけるプロジェクト実施方式の違いは？

答 ： 中国企業は主にスピード重視の方式をとっており、まずプロジェクトについて実施するかどうかの決断をし、実施
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のプロセスにおいて速やかに問題を発見し解決していく。対して日本企業は安全重視の方式をとっており、まず

緊急時対応プランについての論証を行い、それからプロジェクトについて実施するかどうかの決断をする。緊急

時対応プランにかかる時間は長いが、ひとたびプロジェクトが実施された場合、その遂行力は非常に高い。

感想
みずほ銀行の中国人行員による自己紹介の際、文学専攻だった黄女史からは、自身が就職面接の際に面接官に

対し自身の専攻と銀行での業務との不一致についての不安について述べたところ、多くの金融に従事する人のキャリ

アはいずれもゼロから始まっており、実際の業務に

おいてより多くの重要な職業技能を習得することが

できると面接官から励まされた出来事の紹介があ

った。この事から私は、日本企業の 「業務におい

て学ぶ」 との従業員育成理念と新入社員への研

修制度の堅持というものを感じ、またこうした一つの

形式に固執しない人材選抜や従業員への戦略的

育成により、従業員が日々学ぶ中で業務能力を高

め、それと同時に従業員の会社への思いが保たれ

ているのだと思った。また黄女史は当初、中国事業

関連の部署では勤めていなかったが、彼女は中国

事業の促進に関する業務において日中の業務交

流促進の架け橋となることを希望していた。そしてみずほ銀行の柔軟な人事異動制度と人材への重視により黄女史は

チャンスを掴み、中国営業推進部において自身のより大きな価値を発揮することになった。みずほ銀行を代表とする

日本企業は、企業による従業員の育成について従業員が価値を発揮することと同様に重要なものと認識しており、こ

れは様々な分野の人材により広い窓口を提供すると同時により大きな発展の機会をもたらすものである。 「996（朝 9

時出勤、夜 9 時退勤、週 6 日勤務）」 業務制が流行している中国において、従業員を大きな発展を望む独立した個

人としてではなくただの雇用契約下の労働ツールとして見ていないか、また従業員の能力の育成を疎かにしていない

かについて、一部の企業は自身の従業員への態度を再認識すべきではないだろうか。みずほ銀行に対する考察を

通じて、私は正にこうした先を見通す人材育成理念と成熟した管理システムの下でこそ、従業員は企業の発展と従業

員個人の幸福感をリンクさせることができ、従業員の業務能力と素養が高まることで、みずほ銀行は世界をリードする

金融機関となり、多くの日本企業が国際市場を開拓する上での最良の金融パートナーとなっていると感じた。
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日比谷松本楼：承前啓後、先人の跡を引き継ぎ、将来の道を開く
          中国人民大学学生代表

見学日時：2019年6月3日（月）12:00-13:30
見学場所：日比谷松本楼

見学概要 

2019 年 6 月 3 日の午後、第 24 回 「走近日企 ・ 感受日本」

代表団は日比谷松本楼を訪れ、美食を堪能した他、梅屋庄

吉氏の曾孫である小坂文乃女史からの梅屋庄吉氏と孫中山

氏の歴史的関係性についてのお話と共に、日中の青少年は

両氏の友情と思いを受け継いでいってほしいとの願いを受け

取った。そして最後に代表団は日比谷松本楼において記念

写真を撮影した。

なぜですか？
問 ： 昼食で食べたカレーライスにはどのようないわれがある

のか？

答 ： 松本楼は西洋建築であり、創立当初は西洋レストランと

して経営されていた。その当時、松本楼のカレーライス

はとても高い評判を受け、各界の名士がこぞって堪能し

た。そして現在においてもカレーライスは松本楼を代表

するメニューとなっている。松本楼はまた本場のフランス

料理でも有名である。2008 年には胡錦涛主席が福田

元首相同行の下で松本楼を訪れ食事もしており、その

際に堪能したのがここのフランス料理とのことである。そ

のため私たちの昼食と当時の胡錦濤主席の食事には

同じルーツが受け継がれている。

問 ： 孫中山氏と宋慶齢女史はどこで結婚式を挙げたのか？

答 ： 孫中山氏と宋慶齢女史の婚姻は中国では広く知れ渡っている美談だが、彼らがどこで結婚式を挙げたのかにつ

いては知る人は少ない。小坂女史の説明によると、二人の結婚式は梅屋庄吉の自宅で行われたとのことである。

当時、この婚姻には多くの人が反対していたが、梅屋夫人の仲介のおかげで二人は結ばれることになった。

そして孫中山氏は梅屋夫妻への感謝を示すため梅屋庄吉氏の錦織に 「賢母」 の二文字を揮毫し、梅屋夫人

への賛美の気持ちを表した。

松本楼は当時において非常にお洒落な名士が集う場所であり、孫中山氏と宋慶齢女史も松本楼を訪れていた。

問 ： 孫中山氏亡き後、梅屋庄吉氏は中国のために何をしたのか？

答 ： 孫中山氏が亡くなった後、梅屋庄吉氏は 「非常に悲しく、悲痛 ・ 哀悼の極み」 であった。彼は宋慶齢女史や

孫科氏に、孫中山氏は 「中国の革命における大恩人、そして世界の偉人」 であり、孫中山氏の死去は 「貴国

の将来の見通しが立たなくなるだけでなく、日本にとっても不幸である」 と伝えた。
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そして梅屋庄吉氏は中国において孫中山氏の事績を広め、より多くの中国の人々に孫中山氏の偉大さを知

らせる決心をした。そこで彼は様々な妨害を克服し、資金を集め孫中山氏の銅像を四体作成し中国に送り、そ

れらは後人の見学や参拝用に南京孫中山故居記念館、広州黄埔軍事学校、広州中山大学、マカオ国父記念

館に置かれた。梅屋庄吉氏はさらに 『大孫文』 というタイトルの映画の撮影を計画していたが、1931 年の満州

事変の影響で頓挫した。

「大アジア主義者」 であった梅屋庄吉氏は、中国の独立革命運動に心からの同情と大きな注目をし、それら

への資金援助を行った。満州事変の後、日本は中国への侵略を始めたが、梅屋庄吉氏はそれに強く反対し、

中国へ赴き平和斡旋活動を計画したが、残念なことにその出発を待たずに梅屋庄吉氏は 1934 年 11 月 23 日

にガンで亡くなった。

感想
私たちは孫中山氏と梅屋庄吉氏との友情にとても感銘を受けた。両氏は国や出身が異なっていても同じ志によっ

て強い友情を結んだ。両氏は出会ってすぐに中国、アジアそして世界について語り合うなど意気投合した。そして梅

屋庄吉氏はその場で 「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す」 との約束を交わし、その約束は生涯守られた。

両氏は日中友好交流の先駆者であり、現在では梅屋庄吉氏の曾孫にあたる小坂文乃女史が曽祖父の精神を受け

継ぎ、日中友好事業に尽力されていることに感動と尊敬の念を覚えた。

私は彼らの想いに感動した。孫中山氏と梅屋庄吉氏はその生涯において常に探求を続け、アジアの開放事業に

尽力した。孫中山氏と梅屋庄吉氏が出会ったのはそれぞれ 29 歳と 27 歳の時であり、丁度立つべき年であった。彼

らは人生の目標を国家やアジアの大地に打ち立て、人々の幸福と地域の平和事業のために奮闘した。そして正に彼

らのように両国の平和への努力を続けた代々の若者たちのおかげで、私たちの今日の平和が存在するのである。現

代の中国の若者である私たちは、より幅広い視野とともに広い心を持つ必要がある。視野を現実や生活から逸脱した

ものに限定するのではなく、承前啓後そして先人の跡を引き継いで将来の道を開き、日中の友好交流に積極的に関

わり、共に平和を構築していくべきである。

孫中山氏の言葉に 「人は皆平等であり、危難の際に互いに助け合うことこそ人としての正道である。もし世の中が

そうなれば、平和な世界はすぐそこである。」 というものがある。この思想についてはその後 『永大日記』 において 「世

の中が世界は皆兄弟との文化的境地に達した日がつまり偏見のない日々の到来の時だと私は確信している。」 とさ

らに発展している。彼らを模範として日中両国が友好的に交流し、偏見がなくなり、友情が結ばれ、共に平和を構築

できることを願うと同時に、私たち自身もまたその実現のために微力を尽くしたいと思っている。
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日本にあるその「家」
          国際関係学院学生代表

見学日時：2019年6月3日（月）14:00-15:30
見学場所：中華人民共和国駐日本国大使館

見学概要 

2019 年６月 3 日、中国日本友好協会の朱丹副秘書長を団長とする第 24 回 「走近日企 ・ 感受日本」 中国大学

生代表団は中華人民共和国駐日本国大使館を訪れた。そして、大使館を代表して張参事官から私たち代表団の訪

問への歓迎をいただいた。

その後、6 大学の代表者が日本滞在期間中の

感想についてそれぞれ発言した。清華大学の葛さ

んは、 「大学で日本人の大学生と交流した後、日

本と中国の文化の違いを実感した。そしてホーム

ステイの際、日本人のご家族と一緒に和やかに過

ごした」 という感想を述べた。中国人民大学の陳

さんは、週末に横浜美術館に行った際に日本と中

国の美術館を比較し、中国にある美術館は展示テ

ーマや展示品についてより深く考えるべきであり、

また政府も美術館の建設をサポートすることが必

要だと感じたとの感想を述べた。対外経済貿易大

学の鄔さんは、「一言で感想を述べるとすれば 『心

が奮い立った旅』」 とまとめた。鄔さん、そして同じグループの王さんは京都大学を訪れた後、京都大学への留学と

いう思いが芽生えた。そしてホストファミリーと一緒に経文を書き、書道を体験したことを通じてやっと日本での生活を

実感できたとの感想を述べた。そして最後に今回の活動について総括する形で 「素晴らしさを見つける目を持って

こそ、他者の長所に学ぶことができる」という意見を述べた。北京第二外国語学院の邵さんは、積水ハウス訪問の後、

日本の建築の細部へのこだわりを感じ、また茶道や座禅を体験してからは、中国も自国の文化の継承を重視すべき

との認識を持った。そしてさらにこの数日間の日本訪問を通じて、一中国人として社会的責任感と環境保護の意識を

持つ必要があると感じたと述べた。北京建築大学の鄒さんは、日本独特の栽培方式を体現する積水ハウスのナチュ

ラルキッチンを気に入ったとの感想を述べた。その他、鄒さんはまた地震や海洋環境に応じた設計と特殊な人々のた

めの設計が非常に大切であり、中国が日本に学

ぶべき点であると感じたと述べた。そして最後に

国際関係学院の孫さんは、 「日本の建物は単に

美しさのためではなく、少子高齢化や地球温暖化

そして省エネ排出削減の問題を解決するために

設計されている」 との感想を述べた。

6 大学の代表者による発言終了後、日本の地

理や経済、そして資源や社会問題などを含めた

日中関係の現状について張亜強参事官から紹介

をいただいた。その中で張亜強参事官は 「中国

と日本は海を隔てて向き合っていることから、多く
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の中国人は日本を旅行先にしている。日本は経済

と科学技術が発達していて中国と緊密な連携を保

っている。したがって、中国と日本の経済貿易協

力をさらに推し進め、友好と相互の信頼を促進す

ることが大切である」 との見解を示された。

そして最後に、代表団全員が大使館前で記念

写真を撮影した。

なぜですか？
中国と日本は一衣帯水の隣国であり、グローバ

ル化の波の中で、協力して経済発展を図ることを

必要としている。みずほ銀行や積水ハウスなどの企業はいずれも中国に支社を開設している。例えば、みずほ銀行

の場合は中国での事業規模が最も大きいとのことである。また日本企業には多くの中国人が在籍している。日本と中

国の経済協力には発展のチャンスが多く、大きな将来性を有している。つまり日中両国は世界経済の成長を推進す

る上でより大きな役割を発揮することができる。

感想
張参事官の 「大使館に来ることは自分の家に帰ることと同じ」 という一言が最も印象的だった。大使館は海外に

いる中国人の強い後ろ盾であり、国のこうした保護に応えるために、私たちは日中友好に向けて何らかの貢献をする

べきだと感じた。

「他者の美を美とし、自他の美を共に美とすること」 を継続するとの観点は非常に重要である。今回、企業や大学

への訪問そしてホームステイを通して多くを学びそして胸に刻んだ。そして、それらを自分の日常生活において実践

したいと思っている。例えば、ごみの分別がそうである。また日本語を専攻する学生であっても、日本企業についての

認識にはズレがあるかもしれない。そのため今後の学習においては、言葉の勉強だけでなくさらに多方面に学ぶ必

要がある。青少年は両国の未来を担う存在である。これから先、青少年交流を通して時代の流れに合った新たな日

中関係が構築されることを願っている。



-28-

オールラウンドのビジネスイノベーション
          対外経済貿易大学学生代表

見学日時：2019年6月3日（月）16:15-19:30
見学場所：三井物産

見学概要 

三井物産は日本最大の総合商社である。16:30、私たちは三井物産のビルを訪れた。ビルの一階は広々として明る

く、また巨大な石が置かれていた。そして私たちは

同社のスタッフによる説明会に参加し、三井物産

のパンフレットや日中の経済交流及び中国の訪日

観光に関する統計データを受け取った。説明会で

は三井物産の企業組織や事業内容についての紹

介と質疑応答の後、三井物産戦略研究所のスタッ

フ 2 名から二つの統計データの意味について解説

があった。説明会終了後、私たちは同社の社員食

堂での懇親会に参加した。食事はビュッフェ形式

で、三井物産側からは経験豊富なスタッフが私た

ちとの交流に参加した。会場からは美しい皇居を、

また日が落ちると賑やかな東京の夜景を眺めること

ができた。

なぜですか？
問 ： 「総合商社」 とは何か？

答 ： 総合商社とは日本特有の総合貿易会社である。その規

模は非常に大きく資金力も豊かで、様々な商品を取り扱

い幅広い業界に携わっている。貿易以外には一般的に

不動産業、輸送業、保険業、賃貸業、資源 ・ エネルギー

開発業、情報業等の業界に携わり、それと同時に海外に

も支社や子会社を設立し積極的な投資や大型プロジェク

トを請け負っている。つまり利益が見込める商業活動であ

ればそのいずれにも関わるのである。三井物産が打ち出

している 「360° business innovation」 との言葉同様に、

総合商社とはオールラウンドに発展をする貿易集合体で

あり、その資金力、マンパワー、技術の優位性を活用し、

生産型企業に向けて貿易代理、融資、倉庫 ・ 輸送、ビジ

ネス情報そして情報コンサルティング等の総合的な商業

サービスを提供している。
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問 ： 三井物産の事業内容は？

答 ： 大型総合商社である三井物産の業務は多岐にわたっており、金属 ・ インフラ ・ 化学品 ・ 食料分野等をカバー

している。懇親会の席上、松永氏からは彼らが中国で実施しているリサイクル事業及び内モンゴル ・ オルドスで

の風力エネルギー開発事業について紹介があった。その業務の幅広さに感銘を受けると共に私たちはまた同

社の環境保護や自然に親しむといった理念に魅力を感じた。最初の会社紹介においてスタッフからは三井の

360°のビジネスイノベーションというものの意味が時に分からなくなる、なぜなら 360°回れば原点に戻るからで

あるとのお話があった。しかしその事業から私の個人的な理解としては、三井の 360°に広がるビジネス開発は

常に自然との調和や環境の保護を出発点としている。これは初心を忘れず自然に順応するとの理念であり、ま

た日本の大企業の高度な社会的責任意識を示していると言える。

問 ： 貿易から身を起こした多国籍企業である三井物産の傘下に設けられた戦略研究所は主にどのような業務を担当

しているのか？

答 ： 多国籍企業の戦略研究部門は一般的に現在の世界政治や世界経済等の状況及び会社内部における業務の

運営状況や将来予測の分析を行うなど、主にシンクタンクとして企業戦略の制定を指導する役割を担う。三井

物産の見学において私たちは同社の日中貿易についての状況や日中旅行業界の発展といった二つの面の内

容について理解を得ることができた。そのためこの二つの項目から戦略研究所の研究のプロセスを見ると、まず

日中貿易の状況や日中旅行業界の発展の現状について、日中のここ数年の二国間貿易総額の変化、双方の

GDP に占める割合、世界的な順位及び貿易構造、そして日中の観光客数及び全体の海外旅行者数に占める

割合、海外旅行において購入する具体的商品、利用するサービスとその割合等の必要なデータを収集する。次

に十分なデータの収集や図表の整理を基に、例えば中国による大量の労働集約型商品の輸出と日本による大

量のハイテク技術集約型商品の輸出の現状、中国人観光客が日本において好む商品から、企業が今後どのよ

うな商品の貿易により多くの資本とマンパワーを投入するべきかを判断するなど、研究スタッフは企業の具体的

事業からどのような事業が潜在力を有し、またどのような事業に大きな課題が存在するのかを評価する。そして

最後に研究スタッフは研究報告書を上層部に提出することで企業戦略への提案を行い、企業の担当者が具体

的な実施を行う。

感想
三井物産の事業や企業としての性質について理解を得て、私は同社と私たちの学校はとても似ていると感じた。な

ぜなら、私たち対外経済貿易大学は貿易大学と呼ばれ三井物産も貿易から身を起こしているからである。日本の五

大商社の一社である三井物産については会社のビルに入った瞬間から素晴らしさと効率の高さを感じた。三井物産

のスタッフの詳細な解説により、私たちは同社の事業内容を知ったが、それは私たちに配られたパンフレットに書かれ

ている通り、360°のビジネスイノベーションで利益を創造すると同時にヒューマンケアや環境へのやさしさ等の理念が

含まれたものであった。三井物産は様々な分野から価値を創造また共有し、社会をより効率的に、そして人と自然の

共存に適したものにしている。それ以外に同社のビルの立地は非常に良く、社員食堂からは都心部の景色が一望で

き、さらに白い壁に囲まれた皇居を見ることもできた。また夜になり街の明かりがともる頃には、そこはきらめく銀河のよ

うであった。今回の見学では新たな知識を得たと同時に視野も広げることができた。
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ホテルニューオータニのエコシステム
          北京建築大学学生代表

見学日時：2019年6月4日（火）9:30-11:30
見学場所：ホテルニューオータニ東京

見学概要 

この日の朝、私たちはホテルニューオータニのスタッフ同行の下、同ホテルのエコシステムを見学した。

私たちはまず生ごみの回収から有機肥料へと変えるプロセスを見学した。ホテルニューオータニでは内部で回収し

た生ごみを有機肥料にし、それらを野菜や米の栽培用に契約農家へ提供している。また育った野菜や米はホテルニ

ューオータニに食用として供給されている。

中水処理ではまず使用済みの水を中水処理設備に集める。中水処理においてカギとなるのは水槽及び水槽内の

微生物であり、微生物は汚水中の細菌を分解し、分解できないものは沈殿池に入れられる。沈殿池の上層の水は濾

過の後トイレの洗浄用に利用される。処理後の浄水は木の樽に貯蔵される。ほとんどのホテルではステンレス製の樽

で貯蔵をしているが、ホテルニューオータニでは木の樽を浄水の貯蔵用に使用している。木の樽には殺菌作用がある

ことからホテルニューオータニは材料の使用に非常に気を配っていると言える。

次いで私たちは発電施設を見学した。発電装置は天然ガスタービン発電機で、天然ガスがタービンを動かし、羽

根車の回転により発電をしている。同プロジェクトはホテルニューオータニ内部で発電を行うことで電力の節約と電気

料金の節減につながっている。

最後に私たちはホテルニューオータニの日本庭園を見学し、滝の近くで集合写真を撮った。

スタッフによる処理後の有機肥料の紹介の様子
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なぜですか？
日本の庭園は中国の園林よりも自然の成長を重視してい

るため人為的な要素はあまりなく、中国の園林がわざと生み

出す 「移歩易景 （歩を進める毎に景色が変わる）」 の効果

とは異なっている。積水ハウス総合住宅研究所の見学の際

にスタッフからは、日本人は家を建てた後、その近くにもとか

らあった樹木を植え、本来の生態環境をなるべく壊さないよ

うにするとの紹介があった。

感想
サービスや設備また環境についてはまず置いておき、ホテルニューオータニの環境保護への取り組みという一点

だけで私はすでに感服させられた。ホテルニューオータニはごみ、廃水、発電の三つの面から持続可能な発展と再

利用を考慮し、ごみの排出を効果的に削減するだけでなく、コストの節約にもつなげるなど、環境そしてホテル自身の

発展にも配慮をしている。環境保護の需要が急激に高まっている今日、ホテルニューオータニは世界のホテルが学

ぶべき見本である。しかし最も大切なのは、こうした取り組みへの決心と勇気である。環境保護自体にもコストはかか

り、ホテルニューオータニの各施設は 20 年間操業を続けてようやく当時の建設コストを回収し、収益を生み出し始め

たのである。こうした長いスパンのプロジェクトを一体どれだけのホテルが実施することができるだろうか？この点から、

ホテルニューオータニは環境保護のためにしっかりと運営されていることがわかる。

環境保護は簡単なものではないが、現在私たちはその第一歩を踏み出す勇気が求められている。企業であれ消

費者であれ、今から環境に優しい手法を選んでも遅くはないのである。
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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 24 回訪日の記録とした。以下、

その一部を紹介する。

日　付： 5月28日（火）【1日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 鄧佳怡

日本に到着したのは深夜 12 時過ぎで、深夜の関西空港には私たちの便の乗客以外にはほとんど人がいなかっ

た。整然としたレイアウト、そろった色調は私の関西空港への第一印象であった。入国審査を待つ際、ホール内の柱

に手続きの内容を知らせるポスターが貼られていたのを見かけた。ポスターには明るい色調のアニメ風の動物が不器

用ながらも可愛らしく各手続きを行う様子が描かれていて、それはひっそりとした深夜でありながらも思わず人を楽しく

させるものであった。しかし、入国検査の際、ある職員が少しイライラし始めた。と言うのも、日本人用の通路が空いて

いて外国人用の通路が私たちの団体により長蛇の列となっていたため、日本人用の通路を開放することになったが、

私たちはおしゃべりに夢中になり職員の指示を聞いていなかった。そのため、職員の態度が多少きつくなったのであ

る。これに私は、日本社会は常に良好な秩序を保っているが、疲れた深夜、特に他人が自分の意図を理解してくれな

い時や苦労が報われない時には恐らく多少堪えきれない時もあるのだろうと感じた。これには私は尚のこと、これから

先の活動では他人の善意に対してしっかり向き合い、 「他人に迷惑をかけない」 という日本の考え方を守らなければ

ならないと思った。なぜならこれが日本の国民が数百年間互いを尊敬しあい、他人を口汚く罵ることが極めて少ないこ

との秘訣かもしれないからである。理解とは互いのものであり、愛もまた然りである。もし互いの愛や理解を日本と中国

の両国関係に波及させることができれば、長きに渡るわだかまりもなくなると思う。

その後、私たちは預入荷物の受け取り場に移動し、そこでは二人の職員がすでに皆の荷物をきれいに並べてい

た。さらに自分の荷物を取り間違えないようにとの注意喚起のプラカードを手にしていた。そして私たちが荷物を受け

取り列に並ぶと、彼らはまた疲れた身体で再び後続の荷物の整頓を始めた。その様子は、いつ何時でもその小さな

管轄スペースを守るかのようで、常に整然としていて、それはまた彼らの勤務態度を象徴していた。仕事自体は単純

でまた繰り返し作業かもしれないが、彼らは常に真面目でひたむきさが感じられた。こうした勤務態度はとても貴重な

ものであり、中国のサービス業ではこうした職員の姿を見かけることはほとんどない。

そしてバスが大阪から京都に向けて走り出した。深夜のアリストンホテル京都十条のスタッフの笑顔、お母さんのよう

な中島さんの態度は、今回の日本での旅が温かく楽しいものになることを示していた。

日　付： 5月28日（火）【1日目】
大学名： 国際関係学院
氏　名：孫帥

この日本来 14 時 25 分に出発予定だった便が天候の理由で 21 時頃にようやく出発した。だが、すでに機内にお

いて私は日本文化がもたらす独特の体験をすることができた。

まずは日本版の機内安全設備の紹介ビデオで、これは日本の歌舞伎をテーマにしたもので、日本文化を PR する

と同時に乗客の興味を引き、さらに乗客への安全事項の喚起という役割も果たしていた。私はこうした点が中国として

未だ不十分であり、日本に学ぶべきだと思った。

またこの問題について深く考えた場合、実際のところは日中両国のソフトパワーの違いであり、中国としてはこの問

題にしっかりと向き合い、早期にソフトパワー面で成果を挙げるべく学び続けると同時に自らのイノベーション能力を育

む必要がある。
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次に空港職員の態度である。28 日の午後から 29 日の未明にかけての私たちの体験や観察から、中国と日本の空

港職員の態度には大きな違いがあることがわかった。私たちが入国審査を終えたのはすでに 2 日目の深夜 1 時頃で

あったが、日本の空港職員は常に笑顔で業務を行っていた。これは私の予想を上回るものであったが、それと同時に

またある意味では理に適ったものであった。

最後にバスの運転手である。私たちが運転手のもとに荷物を運んで行った際、運転手は私たちへの感謝を口にし

ていた。だが中国では荷物は乗客自らが車に積み込む。この三つの点から、私は確かに中国と日本には差が存在

し、特に日本に学ぶという点について私たちは未だ不十分だと感じた。

日　付： 5月29日（水）【2日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 胡鈺彬

積水ハウス——緻密さと思いやり。

積水ハウスでは同社のデザインの実例を見学し、デザイン体験を行った。四階建ての建物では、毎年約 30 万円近

くの暖房用電気料金を 5 万円に引き下げる、一つの家屋における電気購入量をわずか 780kwh にする設計、三階で

は日本の最先端のシステムバスといった積水ハウスの環境保全に対する思想や実際の貢献についての紹介があっ

た。日本には統一の基準があり、建造時に適度なスペースを残すことで特定サイズのシステムバスの取付が可能で、

優れた防水機能を果たしている。この他、同社は様々な人の行動モデルを調査し、その調査結果を基準化しそれぞ

れの人に適した家具デザインを実現し、さらにフィードバックに積極的に耳を傾けている。こうしたプロセスには緻密さ

と思いやりが示されている。

和風の昼食——熱いお茶と小さな鍋料理に救われた。

この鴨川傍にある日本料理屋にはきれいな庭園そして豊富な料理があり、さらに鈴をつけて動き回る料理運搬用ロ

ボットもあった。ここで私は初めて日本のお茶を飲んだが、冷たかったため身の毛がよだった。ここではほかほかの鍋

料理が救いとなった。

京都大学——時計台に登る勇気のある同年代の人間。

京都大学では、韓立友先生から京都と京都大学の特徴についての紹介があった。東京の権利追求、大阪の利益

追求とは異なり、京都は貴族のようであり何も求めず自ら価値があると思うことだけを行う。こうした気風は京都大学に

反映され、 「自由の学風とイノベーションの精神」 を形成している。京都大学は政府の干渉を受けず、絶対的な学術

と言論の自由を有している。政府もしくは学校に何らかの不満がある度に、学生らは宿舎から梯子を持ち出し 5 階分

の高さのある時計台に登り自らのスローガンや横断幕を高々と掲げ、自身の主張やスローガンを宣伝し自由を守るの

である。これに対して警察や政府はどうすることもできない。京都大学の学生らの博学さや友好的な姿勢はとても印象

深かった。

日　付： 5月29日（水）【2日目】
大学名： 中国人民大学
氏　名： 楊昊翰

たとえ飛行機の遅れで 4 時間しか寝ていなくてもこの日私は早々と目が覚めた。と言うのも、日本を訪れたという興

奮から一分一秒も無駄にしたくないという気持ちだったからである。

この日の午前は積水ハウスの納得工房を見学した。ここの親切な従業員、さらに周囲の落ち着いた静かな環境、室

内の整然さに私は同社への尊敬の念を覚えた。またそれ以上に同社の人間本位の設計理念は各所のレイアウトに独

創的な工夫をもたらしており、より良い、より快適な居住環境の創造のための心配りに満ちていた。谷口女史の引率の



-34-

下、私たちは各デザインの実例展示を見学し、実際にその独特な設計理念を体験した。三階のリビングとレストランの

照明に関連するレイアウトや組み合わせでは、明かりを二つの動態の有機的部分としてインテリアデザインに融合さ

せたより快適な居住環境の構築の展示がされていた。次にキッチンにおける三つのデザインで、一つめは灯火同士

の連携に重きを置き、二つめはコンパクトさに重きを置き、移動する壁によって空間を最大限に利用し、三つめは自然

との連携に重きを置き、家屋と自然との中間地帯を構築していた。その後、私たちはさらに夏冬の季節における室内

での省エネ設計を見学した。それは効果的な設計により夏における熱量の進入と冬における熱量の拡散を減らし、空

気の流れを保証するという窓への設計であった。最後に私たちは高齢者 ・ 幼児 ・ 病人 ・ 障害者向けの室内デザイ

ンを見学し、さらに器具を身に着け高齢者の歩行の不便さを体験した他、同社の幅広い設計理念を体験した。これら

の体験から、同社の設計は常に進歩を続け、子どもから高齢者まで各年齢層の需要を踏まえ、且つ各年齢層に浸透

させるなど並大抵ではない苦心をしていることが分かった。

お昼に私たちは二条苑で純和風の昼食を堪能し、裏手にある日本庭園を散策した。京都大学への訪問はこの日

の活動における重要ポイントであった。まず初めに韓立友准教授から日本トップクラスの学校である京都大学につい

ての紹介があった。特に印象深かったのは、教授らの給与は十分で、論文数の影響を受けない、行政的に政府とは

独立していて学生らは独立して自由に活動に参加でき、さらには校長への反対を示す活動を組織するまたはそれら

の活動に参加することができる、吉田寮は学生自治の大本営であるといった京都大学の学術の自由、独立の精神の

学風であった。その後、私たちは日本人学生や留学生と東アジアの環境問題について討論を行った。そして懇親会

では副学長また各役員からのお話があり、私はその席上可愛らしい女子学生とシャイな男子学生と知り合うことができ

た。そして最後に私たちは記念に集合写真を撮った。

日　付： 5月29日（水）【2日目】
大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 申李潔

今日の午前に見学した積水ハウス総合住宅研究所はとても印象深かった。まずはエントランスに入ってすぐ目にし

た積水の塔である。山の中腹での貯水という知恵、会社が継続してきた努力のいずれもが同社の企業文化を伝えて

いる。同研究所が目指す人間本位、思いやり至上の理念は、見学時にスリッパを履き、生活におけるリアリティに最大

限近づける、畳式のオープンキッチンにより家庭内の交流をより便利にするなど、需要からすべての設計を行う、細

やかな思いやりや高齢者、妊婦用に特別な設計をすることで部屋をすべての人にとって住みやすいものとする、など

様々な部分に現れている。そして企業の環境に対する社会的責任感、省エネ排出削減、環境の緑化等、企業全体

がその強いヒューマンケアや高度な責任意識を示している。

昼食の懐石料理はとても上品でおいしく、日本文化の特色を体験できた。窓の外の日本庭園は優美そして静かで

食後の散策にぴったりの場所であった。

午後の京都大学での交流では大学の神髄が感じられた。独立の精神、自由の理想、これらは 100 年前の五 ・ 四

運動と図らずも一致しており感じるところが多かった。この他、学術に専念し世の中の事に気を使うことなく、科学の頂

点を極め人類に幸福をもたらすとの信念にも感服させられた。よってその後の交流における日本人学生との意見交換

もより貴重なものとなり、こうして生まれた友情もまたとても貴重な収穫となった。

日　付： 5月29日（水）【2日目】
大学名： 国際関係学院
氏　名： 陳錦儀

今日見学した積水ハウス総合住宅研究所はとてもきれいであたたかく、家のような感じがして、敷地内には会社の
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精神を象徴する積水の塔が聳えていた。同研究所の設立理念は試着のように自分の好きな家を試すことができると

いうものである。私たちはまず和式キッチン、Kitchenless Kitchen、Natural Kitchen の 3 種類のキッチンを見学した。

私個人的には、スペースを節約し、いろりや冷蔵庫、操作台を三角形の区域に設計し二歩で各区域に到達すること

ができる Kitchenless Kitchen が好きである。次いで、私たちは窓について学び、窓を通じてでも省エネや夏冬の室内

の快適な温度調節が可能なことを知った。それから照明設備を見学した。そこでは、日常の光や太陽光は上から下に

来るため人々はそうした固定観念があるが、実は光が上から当てられるのと下から当てられるのでは全く違うことを知

った。最後に私たちは障害者や高齢者用の住宅を見学し、器具を借りて彼らの日常生活における不便さを体験した。

今回の企業見学で印象深かった二つの点、その一つめはディテールへの重視で、私が普段気にかけない点 （光の

方向など） についても実は多くのこだわりがあり、室内デザインにおいても多く応用されていた。二つめはヒューマン

ケアで、個人的に何気ないと思う場所でも実は高齢者や障害者にとっては困難が付きまとうものであった。

午後、私たちは京都大学の学生と交流を行った。そこで私は初めて京都大学は国旗や国歌のない大学で、学術的

雰囲気が非常に自由であることを知った。京都大学の学生はまたとても真面目で賢く、私たちのグループの討論テー

マは仕事と生活のバランスを如何にとるかというものであったが、彼らは非常に明確な論理が示された PPT を作成す

るなど多くの準備を行っていた。最後に私と同グループの日本人男子学生が皆の前で発表を行った。私は他のグル

ープの発表内容を聞いて、皆の言語レベルはとても高く、私ももっと頑張らなければと思った。

日　付： 5月30日（木）【3日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 鄧佳怡

高台寺での座禅の際の住職について私はとてもユニークな人だと思った。住職からは、十段階の呼吸法は男性に

向いている。その理由は、男性は常に女性を待つ立場にあり、待つ際にこの呼吸法を活用することで男性は心が穏

やかになり、遅れてやってくる女性に男性の愛を感じさせることができるからである、とのお話があり、あまりに生活に

密着した共感が得られやすいこうした内容に、その場は大いに沸いた。また住職の背後には書の掛け軸が飾られて

おり、書かれている内容のおおよその意味は 「徳のない人に対して、徳のある人は責めてはならず、手助けをしなけ

ればならない」 というもので、この言葉もまた日本文化の神髄だと言える。

茶道もまた非常に有意義な礼儀であり、すべての繁雑な手順、厳しい所作への要求も最後には煩わしさが全くない

ことに気が付き、繁雑な中には極限の簡潔さが存在し、各所作には非常に工夫が凝らされていた。これもまた日本の

設計における特徴を示していた。また茶道の茶碗における正面と反対側の区別、茶碗を回す所作もまた主人と客人と

の間の尊重を示すもので、日本人の礼儀への重視について感じることができた。

嵐山で周恩来詩碑を見た時には当時にタイムスリップしたような感覚になった。国の情勢が不安定だった当時、国

を救う道は暗く入り組み、また人を尻込みさせるものだったが、雨中の嵐山は依然として緑滴り、それは暗闇から一つ

の光明を見出させるものであった。これは日本人にとっての自然の意味であり、自然はすべての希望を内包している。

新幹線で小田原に向かう際、私は人目を引かない多くのディテールを目にした。例えば各車両の入り口脇の手すり

には点字があり車両の番号を示していた。また各座席の背の部分においては中国の列車で見かける 「逸品ぞろい」

の広告は見かけず、安全に関する注意事項の説明のみがあった。これこそ人間本位の設計だと思う。

箱根温泉の天成園に到着し、私は露天温泉の景色に驚かされた。何も纏わず温泉に浸かり、そこからは周囲の連

なる山々、奥深い峡谷、小川などが一望でき、その瞬間、人は盤古が天地を創造した原点に戻り、一切の付属の物を

下ろし、また付属の気持ちを忘れ、天地の懐に帰るようであった。

日　付： 5月30日（木）【3日目】
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大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 陳雪

またも早起きの一日だった。朝食は変わらずとても豪勢で、昼食後にバスに乗ったが、今回は企業や学校ではな

く、大自然へと向かった。

高台寺では住職から仏教及び神道についての解説があった。住職からは中国の文化は日本においてしっかりと伝

承されているというお話があったが、逆に私たち自身も多くの不十分なところがあることを認識すべきだと思った。わず

か一時間の時間において私たちはさらに呼吸法を学んだ。気を丹田に集め、より多くの気力を呼吸に使い座禅をす

る。座禅の際その場は静寂に包まれ、皆は静かにこうした素晴らしいひと時を楽しんでいた。

座禅が終わった後、私たちは徒歩で近くにある茶室を訪れた。私たちに茶道の紹介をしてくれたのは熟練の優しそ

うな先生であった。彼女はまず茶をたてる手順について詳しく説明してくれて、それから茶の飲み方を教えてくれた。

手順は多少複雑だったが、二回その手順を目にして大体の手順は覚えることができた。茶を飲む際には、先生の所

作一つひとつには大自然や生命への愛と思いが示され、私もまたこうした素晴らしい茶を飲むことができ、さらにこうし

た美しい場所で生活できることへの有り難みを感じた。実際、生活においては至る所に感謝すべき点が存在している。

茶を愉しんだ後、周恩来総理が嵐山を訪れた際に残した詩碑の見学に向かった。私たちは詩碑の前で周総理がこ

こで詠んだ 『雨中嵐山』 を朗読し、その際心の中は懐かしさと感動で一杯になった。周総理は日本での留学後に祖

国に戻り、祖国の繁栄の手助けをした。周総理自身も恐らく過去を振り返った際に日本での経験について感謝をする

であろう。

午後は新幹線で小田原に向かった。出発時に駅に到着した際はとても感激した。と言うのも、これまで本で見たり、

耳にしたり、学んだものが実際に目の前に現れたからである。今回の旅は本当に来た甲斐があった。小田原に到着

後はバス移動となり、楽しみにしていた箱根に向かった。ホテルでチェックインを済ませた後はきれいな浴衣に着替

え、楽しみにしていた温泉に浸かり、さらに宴会場では私たちの懇親会が始まった。懇親会では各大学が台上で出し

物を披露し、その場はとても盛り上がった。そして音楽が流れる中、宴会もクライマックスとなり、私たちは互いの出会

いと友情に乾杯をした。

今日はスケジュールが詰まっていたが、訪れた先々、またそれぞれの環境特有の雰囲気はとても素晴らしく、私自

身心の中で常に今回の訪日の機会そして出会いに感謝していた。

日　付： 5月30日（木）【3日目】
大学名： 北京建築大学
氏　名： 孟昭昕

今日の活動は高台寺での座禅 ・ 茶道体験、嵐山の見学、新幹線での小田原への移動と箱根温泉体験である。

座禅の際、住職は私たちに 「一期一会」 という言葉について教えてくれた。これは今この時を大切にしなければな

らないことを伝えるもので、時間は戻ることはないため尚のこと大切にしなければならないという意味である。その後の

茶道体験では、中国と日本の茶道の違いについて知った。茶道の手本を示してくれた先生の解説はとても分かりや

すかった。日本の抹茶は少し苦く、また中国の茶のように何度も淹れることはできず、一度しか淹れることができない。

その後、周恩来総理の詩碑を見学したが、周総理についてまず思い起こされるのは、彼の 「中華の決起のために

学ぶ」 という言葉である。周総理は若かりし頃、国を救う道を見つけるため日本を訪れ、雨中嵐山の詩を詠んだ。詩

碑には複雑な図案などはなく、その素朴さは親しみやすいと同時にその思いの偉大さが内包されていた。

新幹線については中国の高速鉄道と似ていると感じたが、新幹線の駅での停車時間は中国よりも短かった。これは

恐らく時間厳守と他人に迷惑をかけないという日本文化と関わりがあるのだろう。結果として、その他の乗客を長い間

待たせることはない。

温泉旅館での懇親会の際、私たちは随行の団長や先生方、日本側のスタッフにお酒をすすめ、この数日間の同行
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や指導への感謝を伝えた。先生方からは私たち中国の大学生への期待と共に日本で収穫が得られること、そして楽

しい時間を過ごせることを願っているとの言葉を頂いた。私たちはさらに浴衣を体験し、それぞれ異なる浴衣の模様は

訪日団のメンバーたちをよりきれいに引き立てていた。この浴衣体験はとても目新しいものであった。日本での生活を

直に体験し、個人的に日本に対してこれまで以上に様々な角度から知ることができた。

明日の活動を楽しみにしている。

日　付： 5月31日（金）【4日目】
大学名： 中国人民大学
氏　名： 易楚妍

今日見学した日立製作所中央研究所は日本の歴史ある電気設備メーカーである。見学の際、日立の解説担当者

からは同社の歴史や DNA 検査器具、論理回路、超音波検査器具の機能や開発プロセスについて紹介があった。こ

れまで多くの日立の従業員の努力により今日の揺るぎない同社が存在している。最も印象深かったのは論理回路の

開発プロセスにおける研究者の辛抱強さや注意深さで、100 本以上の電線をそれぞれ巻き付け相応の回路に接続す

ることで、その後の高い計算能力を生み出している。

午後、私たちは一橋大学を訪れ同大学の学生と日本の大学入試制度の中国との違いについて討論及び交流をし

た。一橋大学のキャンパス建築はローマ様式を採用しており、古風な中にも緻密で優れた学風が感じられた。日本の

入試制度は中国とほぼ同じではあるが、彼らが公費の国立大学に入学するための条件はとても厳しく、暮らしが比較

的裕福な学生のみが高校時に補修授業を受けることができる。一方、一般的な家庭においては、学生の能力が特に

優れていない場合、自身の努力だけでは国立大学への入学は難しく、また私立大学の学費は高額であるという非常

に現実的な難題に向き合うことになる。対して中国の大学入試は、相対的にすべての学生に公平な競争の機会を与

えている。

日　付： 5月31日（金）【4日目】
大学名： 北京建築大学
氏　名： 鄒敏

今日は日立製作所中央研究所を見学し、同研究所が顕微鏡、半導体材料の研究開発から段階的に今日の顧客

起点、技術革新、基礎探索を柱とする三大イノベーション戦略を掲げる総合研究所に発展してきたことを知った。その

中で印象的だったのは、現在では当初の単独の学科や単独の技術による基礎探索もしくは 「一単一」 と呼ばれる研

究とは異なっており、各プロジェクトの推進や進歩においては必然的に複数の学科や技術が融合している。そのため

学生段階にある私たちにとっては、自身の専門知識をしっかり学ぶ以外にもより幅広く接点を見つけなければならな

いと言う点であり、もう一つは、当初であれ現在であれ、多くの研究は人類全体の発展と幸福のために行われていると

言う点であった。この点については多くの中国企業や若者が気付いていない部分である。この他、昼食の際に私たち

は同社の業務制度、業務要件等の状況について知ることができた。こうした交流の機会が得られたことをとても嬉しく

思う。

午後の一橋大学での交流では、日本の高校生もまたとても厳しい受験勉強をしており、その緊張とプレッシャーは

中国の学生に引けを取らないことを知った。また日本の大学生の休日の過ごし方は中国の学生とは大きく異なってい

た。報告や直接の交流を通じて私は日本の学生の生活や学習の状況について大体の理解を得ることができた。日本

のキャンパス環境は中国の大学とは異なり、雰囲気もまた異なる。今後日本に留学に来る機会があれば嬉しく思う。

懇親会ではとある先輩と交流を図った。ここ数日の活動が多かったためか、それらを完全には吸収することはできな

かったが、いつか今回の充実した時間を思い起こし、改めてそれらを噛みしめ、再出発ができるであろう。
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これまでずっとメールでホストファミリーとやりとりしていたが、明日には実際に彼らと会うことができる。とても楽しみに

している。

日　付： 5月31日（金）【4日目】
大学名： 国際関係学院
氏　名： 黄蘇

午前は二時間余りの移動の後、日立製作所中央研究所を訪れた。日立は世界に誉れ高い百年以上の歴史を有す

る企業で、世界規模での研究者は約五千人、中央研究所では四百名を超える最先端の研究者やスタッフが集まって

いる。私たちはまず日立最新の心臓等臓器の画像診断技術を見学した。その処理速度は従来の CT 等を遥かに超

えており、画像の解像度や彩度も大きく高まっている。同機械の開発者の詳細な紹介により、私たちは日立の技術の

世界の医学における貢献に感動すると同時にまた感服した。日立の歴史についての紹介を聞く中で、私たちもまた

「より良い世界の構築」、 「顧客第一」 といった企業の百年の歴史において一貫されてきた精神や信念についてより

深い理解を得ることができた。その後私たちは中央研究所の業務環境の見学を行い、ここでまた驚かされた。メインの

建物の傍には芝生が敷かれ、芝生の上にはテントを作っている人がいて、さらにパソコンやゲームで遊んでいる人が

いた。また同研究所の敷地はとても広く、敷地内にはスタッフの休息や娯楽用に大きな公園が設置されていたが、そ

れは迷子になるのではないかと思うほど大きなものであった。また彼らの勤務時間も固定されてはおらず、各人は自

身の生活面の需要により 8 時間の勤務時間を調整することができる。こうした差別化した制度設計もまた各研究者の

積極性や創造性をある程度保障している。　

午後、私たちは一橋大学を訪れキャンパスの紹介を受けると共に、間近で兼松講堂やグラウンド、レストラン、生協

等の施設を見学した。その後は法学部の学生と気軽に楽しくグループ討論をし、共にプレゼンテーションの準備を行

った。発表会はとてもリラックスした雰囲気で、私たちとしても十分な交流ができたと感じた。その後の懇親会では数名

の一橋大学の学生と知り合い、その中には一名長年中国語の勉強をしている学生もいた。もっと早くに知り合いたか

ったと思ったが、共に多くの中国文学についての話題で盛り上がり、お別れの時になっても物足りなさが残った。

日　付： 5月31日（金）【4日目】
大学名： 国際関係学院
氏　名： 戴泳豪

今日の朝はホテルを離れ、バスで二つめの訪問企業である日立製作所中央研究所に向かった。道中は一部の区

間で太平洋を目にすることができた。見渡す限りの太平洋の大きさに衝撃を受けた。研究所に到着後、私たちはスタ

ッフの引率の下、技術の紹介を受けたり敷地内の見学をしたりした。日立製作所については印象深い点が三つあっ

た。一つめは企業の理念である。それは未来を展望し、勇敢に革新し、顧客と提携し、技術により美しい大自然を守る

といったものであった。日立製作所の創立者である小平浪平氏は中国の古語 「生年不満百、常懐千歳憂 （生年百

に満たざるに常に千歳の憂いを懐く）」 を引用し未来を展望する理念を表し、技術により社会に幸福をもたらすとした。

また馬場粂夫氏が打ち出した 「己を空しうして唯孚誠を盡す」 は顧客の視点に立つことが共同の革新における出発

点であることを示しており、この点もまた重要である。二つめは外国人従業員、特に中国人がとても多いということであ

る。研究者の代表の安部さんからは、彼自身かつて中国において中国の研究者と共に機械の研究を行ったことがあ

り、その際、中国の研究者は研究能力が高いだけでなく非常に熱心であったと感じ、さらに中国もまた革新における

一つの出発点だと感じ、私たちが中国と日本をつなぐような人材になることを願っているとのお話があった。三つめは

情熱と辛抱強さであった。ある事情により同研究所での活動時間が 15 分ほど遅れてしまったため、彼らはわざわざ昼

食の際にも面と向き合ってそれぞれ私たちからの質問に回答してくれた。本当に感謝している。
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午後、私たちは一橋大学に向かい交流活動に参加した。まずスタッフと先生の引率の下、キャンパスを見学し、そ

の後交流活動の会場に向かった。私たちのグループには三人の一橋大学の学生がいて、私たちは休みの過ごし方

について語らうと共に発表用の原稿を作成した。その後私と日本人学生一人がグループを代表して発表を行った。

多少緊張したが、幸い無事こなすことができた。発表の後は懇親会となり、その席上私は 14 年間中国語を学んでい

る大学院生の男子学生と知り合った。彼の中国語の上手さに私はとても感動してしまった。私は彼に記念品を手渡す

と、彼は小走りにビスケットを取りに行きお返しとして私にくれた。彼と知り合えて嬉しかった。

日　付： 6月1日（土）【5日目】
大学名： 中国人民大学
氏　名： 劉瑩瑶

今日は私が最も楽しみにしていたホームステイの日である。私のホストファミリーはとても幸せな一家で、Kaho と

Yana という二人の可愛い女の子がいた。また井上さんと奥さんのいずれもが中国語を話せることにとても驚いたが、

後になって彼らは中国と深い縁があり、かつて中国で生活していてさらにいろいろな都市を訪れたことがあることを知

った。私は彼ら一家の開放的で自由な雰囲気をとても気に入った。彼らは文化交流が好きで、多くの外国人の友人が

いるだけでなく、これまで多くの国を訪れている。そして彼らは、文化交流は人間の視野や観点を広げ、見識の狭さを

改善するものだと考えており、私も実際にその通りだと思っている。彼らはとてもフレンドリーでまた親切に私に明治神

宮の歴史や日本の結婚の風習、誕生日の風習、天皇制等について紹介してくれた。そして百科全書のような彼らの

知識に私は感服させられた。

ただ最も印象深かったのは彼らの教育方式であった。Kaho と Yana は優しく聡明で多芸多才な女の子で、幼少期

を中国で過ごしインターナショナルスクールで学んだ。井上さんと奥さんは、子どもが何か問題を起こした場合でも怒

ったり責めたりすることなく、納得するまで丁寧に話し合いをしていた。また彼らは子どもが嫌いな事を強要することは

なく、自身の長所や興味を見つけるように促し、それらを伸ばすことで子どもの長所としていた。これは子どもの成長に

役立つ優れた教育方法だと私は思う。

この他、今日はホストマザーから日本のごみ分類制度や和食の作り方などを教わった。素晴らしい彼らに出会えた

ことにとても感謝している。

日　付： 6月1日（土）【5日目】
大学名： 中国人民大学
氏　名： 張悦洲

今日はホームステイの初日、私のホストファミリーは松原さん一家であった。松原さんの奥さんは以前全日空に勤め

ていて、現在ではホテルのアドバイザーやフードアナリストをしている。そして松原さんは伊藤忠に勤めている。彼らに

は結衣と弥衣という可愛い二人の娘さんがいる。長女の結衣さんの趣味はスキーで、週末の朝四時には松原さんは

近郊のスキー場まで結衣さんを送り届ける。さらに毎年夏には結衣さんは、同時期には冬で雪のあるニュージーランド

に 20 日間ほどスキーの練習のために滞在する。彼らの家にはまた可愛い茶色の猫もいる。

松原さんの奥さんは私を迎えに来た後、私が行きたかった浅草寺に連れて行ってくれた。浅草寺では賢くなるという

香を嗅いだ。それから私が欲しかった桃鈴をあちこち探してくれた。その日はとても暑かったが、奥さんは嫌な顔一つ

せず、伝統文化の紹介や私の疑問への回答をしてくれた。

午後、私たちは明治神宮を訪れた。本殿前ではまず手や口を洗った。その際松原さんの奥さんは手拭き用にハン

カチを差し出してくれた。私は彼女から参拝の方法を学んだが、中国の仏教とは大きく異なっていた。彼女曰く、新年

の際には参拝のために何百メートルもの行列ができるとのことであった。帰宅前、彼女はまた 100 円ショップに連れて



-40-

行ってくれた。夕食には彼らが普段食べている物を食べたいと申し出ていたことから、その後私は彼女の娘さんと一

緒に夕食の食材やスイーツなどを買いに行った。食事はとても美味しかった。

お風呂を済ませた後は結衣さんと一緒にゲームをして遊び、彼女の好きなタレントや中国の歴史について語り合っ

た。こうして一日はあっという間に過ぎていった。

日　付： 6月1日（土）【5日目】
大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 馬伊彤

今日は本当に充実した一日であった。一日中ホストファミリーと一緒にいて、日本に対する印象がより明確になっ

た。今日の朝、皆がホテルでホストファミリーの迎えを待つ時には緊張と不安で一杯だった。私のホストファミリーは若

いご夫婦で、私は三番目に迎えてもらった。私たちはその後楽しい会話を交え、電車で渋谷や周辺の原宿、竹下通

り、表参道などを見て回った。また彼らは私が洋服を買うのにも付き合ってくれた。昼食は和風のレストランで定食を三

つ頼み、お互いにそれぞれの定食を食べるなどすぐに親しくなった。午後は中目黒や秋葉原に行き、秋葉原では日

本の二次元文化を体感したが、別世界のようであった。そこではガチャガチャや女子高生が撮るようなプリクラを撮り、

カードキャプターさくらの漫画や白夜行の原書を買った。笹原さん一家と共に一日半の時間を過ごせたことは私的に

とても幸運なことであった。彼らは常に私の写真を撮ってくれたり、食事をごちそうしてくれたりと、とてもよく私の面倒を

見てくれた他、ひいては事前に地下鉄用の IC カードを準備するなど気配りが行き届き、とても親切に接してくれた。

帰宅後、彼らが切ったフルーツを出してくれた時には、実家の両親も同じことをすることを思い出し、心が温かくなっ

た。その後、自分たちで作った夕食を堪能し、東京タワーで夜景を見て、楽しかった一日が終わった。この日のカルチ

ャーショックはとても大きなもので、日本に来てから最も印象深い一日であった。笹原さんご夫婦には言葉で表せない

ほど感謝している。

日　付： 6月1日（土）【5日目】
大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 王誉欽

これまで多くの訪問や見学を行い、ついに私たちは一日半のホームステイの日を迎えた。皆はそわそわしながら待

合室で座り、ホストファミリーが早く迎えに来てよりリアルな日本の家庭生活を体験させてくれるのを、首を長くして待っ

ていた。他の団員らが一人ひとり出発していくのを見ながら、残された団員は出発した彼らへの嬉しさと同時に自分へ

の焦りを感じ始めていた。ついに 10 時近くになって私のホストファミリーである菊入さんが笑顔で私を迎えに来た。こう

してホームステイが始まった。

日本の公共交通機関はとても便利であった。地下鉄駅に入るとすぐ菊入さんは私のために IC カードを作ってくれ

た。その際私はカードの料金を渡そうとしたが、彼女は笑いながら 「私は仕事をしているけどあなたはまだ学生だから」

と言って受け取らなかった。私はこれにとても感動した。その後、菊入さんは私を東京大学の見学に連れて行ってくれ

た他、秋葉原では日本の火鍋料理を堪能し、最後に東京タワーに登った。そこからは東京が一望できた。その晩、ホ

ストファミリーは私のために焼き肉を準備してくれていた。そして私たちは日本と中国の文化的共通点と相違点につい

て紹介し合い、とても楽しい時間を過ごした。私たちは隣り合う二つの異なる国で生まれたが、互いに学ぶ中で相手

側の文化を参考としており、食物、習慣、生活においては多くの共通した好みやルーツが存在する。菊入さんはまた、

彼女自身は従来の日本女性のように結婚後に仕事を辞めることはしたくないと言っていたが、これにはまた前進を続

ける日本社会の一面を見た気がする。これからも菊入さん一家との友情を保ち、日中友好に多少なりとも貢献をして

いきたいと思う。
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日　付： 6月2日（日）【6日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 葛霄飛

昨晩は充分な休息が取れた。私と SANA はウキウキしながら地下鉄駅に向かい、その後東京駅を訪れた。東京駅

の二階と三階はホテルとして利用されている。一階の両側の頂部は教会のようなアーチ型設計になっていた。

その後私たちは屋根なしの二階建てバスに乗り観光を始めた。皇居、日比谷公園、帝国劇場を通り、 「名探偵コ

ナン ： 漆黒の追跡者」 においてヘリコプターで破壊された東京タワーに到着した。数年前から東京タワーはカラフル

にライトアップされるようになり、ライトの色は季節と関係し、点灯や消灯の時間は天気や日出、日没の時間に関係して

いる。

さらに私たちはとあるショッピングモールを訪れた。そこには各テレビ局の専門店があり、私は幼少期の自分を見た

思いがした。それから私たちは日本のラーメンを食べた。中国のラーメンとは大きく違っていたが、とても美味しかった。

その夜ホテルに戻ってから、私は他の団員と鰻重を作るお店の見学をした。それから私たちはお台場に行き、海風

に吹かれながら、そこの静けさと素晴らしさを体験した。

日　付： 6月2日（日）【6日目】
大学名： 中国人民大学
氏　名： 陳瑞斉

この日、松香さん一家は私を鎌倉に連れて行ってくれた。

私たちは鎌倉大仏や長谷寺を見学し、鎌倉市内を散策した。鎌倉大仏は 1255 年に建造され、その後数度の修繕

を経て現在でも良い状態で管理されている。大仏全体は青銅で作られ、顔つきは優しく、唐の時代の仏像の風格が

あり、大仏のわずかに閉じられた両目からは 13 世紀の鎌倉にタイムスリップしたような感覚がした。日本の古跡への管

理の素晴らしさには感服せざるを得なかった。

それから、松香さん一家から感じた日本人の文化について述べてみたい。日本の一部の年配の方からは、日本の

若者は海外留学ひいては海外旅行すらも好まないといった、中国よりも国際化が不十分な点を心配しているとのお話

があったが、松香さん一家からは日本人の外国に対する非常に開放された、また包容力のある一面を目にした。松香

さん一家はかつて中国の上海や広州で数年間生活していて、現在でも松香さんは頻繁に海外出張をしている。私的

に最も感服したのは、松香さんの奥さんと二人のお子さんはすでに中国とはさほどの関係性がないにもかかわらず、

中国語のレベルを維持するために毎週一度、中国語の先生を招いて勉強をしているという点であった。彼ら一家の国

際的な視野についてはこの語学の件から見て取ることができた。

日　付： 6月2日（日）【6日目】
大学名： 北京建築大学
氏　名： 郭伊寧

今日の午前は田中さんと浅草寺に行った。浅草寺は思っていた以上に壮観だった。日本の人々は宗教信仰にあ

つく、彼らは自身の行いやマナーを神が常に見ていると信じており、自らに制約を課しているようだった。

午後は国際関係学院の学生と原宿を散策した。原宿のおしゃれな雰囲気は日本国内のブランドのみならず世界の

有名ブランドをも惹きつけていた。洋服から感じられる日本の伝統文化はお店の内装とも相まっていた。こうしたお店

の理念と一致、また共鳴した感覚は本当に素晴らしかった。
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日　付： 6月2日（日）【6日目】
大学名： 北京建築大学
氏　名： 張堯

今日はホームステイの二日目で、朝私は 6 歳の息子さんと一緒にゲームをして遊んだ。午後は 「江戸東京たても

の園」 を見学し、午後 4 時にホテルニューオータニに戻った。

朝食を済ませた後、私は 6 歳の息子さんとオセロをして遊んだ。オセロのルールは、二人がそれぞれ白と黒を代表

し、交互に駒を置いていく。そして置いた駒が相手の駒を （縦、横、斜めに） 挟んだ場合、相手側の挟まれた駒はす

べて自分の側の色に変わる。そして毎回必ず駒の色を変えなければならず、色が変えられない場合は自分の番を１

回飛ばして相手の番となる。そうしてすべてのマスが埋まった時点で誰の駒が多かったかで勝負が決まる。その後私

はさらに 「車庫出し」 というゲームで遊んだ。そのルールは、決められた範囲内に異なる色と異なる方向の車を置き、

車は向いた方向に沿って前進もしくは後退しかできない。そして絶えず移動させることで赤い車を決められた範囲か

ら出すというものである。三つめのゲームは 「12 面体」 で、この多面体は合計 12 個の頂点があり、さらにランダムで

1 から 12 の番号が付けられている。各面はいずれも正三角形で、各点は隣り合う五つの面の交点である。そして決め

られた正三角形のチップの各頂点には１から 3 の番号が付けられている。ルールはすべての正三角形のチップを多

面体の各面に貼り付け、多面体の各頂点の番号を隣り合う五つの三角形の頂点の番号の合計と等しくするというもの

である。これら三つのゲームを通じ、私は日本の家庭では子どもが小さい頃にはこうしたユニークな知育ゲームにより

子どもの思考を育んでいることを知った。そしてこうした方法は子どもが自らすすんで行うもので、強制的なものではな

い。それは子どもの眼差しや真剣な態度から感じ取ることができた。

午後、私たちは 「江戸東京たてもの園」 を訪れた。ここの建築物はいずれも実際に存在していたもので、現在では

火災、水害、干害、震災、戦禍による破壊からこれらの建築物を守るためにここに移され集中的に展示されている。私

たちは主に三井八郎右衛門邸、吉野家、八王子千人同心組頭の家、田園調布の家、綱島家、前川国男邸等の建築

物を見学した。それらの多くは木造で、釘のなかった時代においてはすべて込み栓といった継手により全体の枠組み

が作られていた。その中でも最も驚いたのはこれらの耐震措置であり、いくつかには格子形の壁を内壁の位置に設置

し、さらにわざと階層を持ち上げ、その周囲には木の柵を埋め、大きな石で土台を作っていた。

日　付： 6月2日（日）【6日目】
大学名： 国際関係学院
氏　名： 張会

和室でよく眠り新たな一日を迎えた。今日の予定は海辺の散策とショッピングである。朝食を済ませた後、しげちゃ

んは私を海辺の散策に連れて行ってくれた。私たちはバイクで向かったため、私がヘルメットを被ったり脱いだりする

毎にしげちゃんはそれを手伝ってくれた。海辺ではクラゲの大群を見かけたが、しげちゃんが言うには、夏が訪れ気

温も高まったからとのことであった。その後私たちは港の文化館に相当する場所を訪れ、そこの最上階の展望室では

中国の青島、連雲港等から贈られた記念品が展示されるなど、日中の経済交流の密接さを感じた。

その後は川崎市の歴史資料館を訪れ、川崎市の歴史的移り変わりについて理解を深めると共に、着物の試着もし

た。見学を終えた後は昼食となり、ラーメンを食べた。日本のラーメンの麺は中国のそれとは異なり、重曹が多く、より

コシがあった。

その後はショッピングをした。日本の一部のショッピングセンターは中国とほぼ同じ様式だが、ドラッグストアでは外

国人観光客がやはりとても多かった。なおちゃんとのおしゃべりにおいて、多くの中国人は日本の化粧品を好んでい

て、日本人は比較的に韓国の化粧品を買う傾向にあることを知ったが、これは私の予想とは異なるものであった。

一泊二日のホームステイでは日本人の日常生活を堪能すると同時に、彼らのライフスタイルを知ることができた。日

本人は常に秩序だっていて、他人に対してとても礼儀正しいため、日本人との交流はとても心地良く、私が言葉に困
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り辞書を引く際にも、しげちゃんやなおちゃんは私の話が終わるまでしっかり待っていてくれた。これまでの私の日本

人への印象は礼儀正しいというものであったが、今回のホームステイでは日本国民のマナーや他人への思いやりとい

うものについて実際に感じることができた。

日　付： 6月3日（月）【7日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 文藝林

みずほ銀行

日本の三大金融機関の一つであり、また日本の全都道府県に支店を構える唯一の銀行である。

瑞穂は 「みずみずしい稲の穂」 を表す言葉で、実り豊かな国を意味する日本国の美称である。みずほ銀行は日

本の 7 割の大企業と提携をし、また 10 万社の中小企業に向けて融資業務を行っており、さらに 2400 万の個人顧客

を抱えている。同銀行での見学の際、私たちは、金融危機をどのように乗り越えたのか、モバイル決済の発展、失業

率の問題の解決等について質問し銀行側からの回答を頂いた。

松本楼

梅屋庄吉氏と孫中山氏との深い関係、そして孫中山氏の革命事業への多大なサポートは、日中友好の模範である。

中国駐日大使館

中国大使館を訪れることは帰宅と同じである。中国大使館は中国の領土であり、私たちの国外における避難港であ

る。日中関係を正しく認識し、友好関係を構築し、小異を残して大同を求めることは両国の発展に役立つと言える。

三井物産

すべての国や地域の顧客に必要なサービスやソリューションを提供しており、主に顧客に対して安定的な信用の保

障を提供している。

日　付： 6月3日（月）【7日目】
大学名： 清華大学
氏　名： 李厳

今日のスケジュールはとても充実していて、計 4 ヵ所を訪問した。午前はまずみずほ銀行を見学した。そこでは数名

の中国人従業員が私たちと交流を図った。湯進博士からは、彼自身の日本人の仕事における特徴や日本の業務モ

デルについての見解と、それらの中国との比較についての紹介があった。その中で、中国式の個人を重視する 「侠

客」 型競争に比べ、日本は集団を重視しており、これは彼らの企業の発展に対する道徳観や責任感とも関係がある

とのお話があった。

お昼、私たちは日比谷松本楼で昼食をとった。建物内には当時宋慶齢女史が弾いたとされるピアノが展示されてい

た。食事の後、私たちは孫中山 ・ 梅屋庄吉両氏の状況を紹介するビデオを観賞した。梅屋庄吉氏は香港で孫中山

氏と出会ってからすぐ、孫中山氏の革命事業を資金面でサポートすることを決めた。また孫中山氏と宋慶齢女史は松

本楼で出会い、梅屋庄吉氏の妻である徳子女史の支援の下、様々な異論をはねのけ、めでたく結婚をした。 「革命

はいまだ成功しておらず、我々同志は引き続き努力しなければならない。」 私たちも今後努力を続け、日中関係を強

化し、国をより良いものにしていきたいと思う。

その後、私たちは中国駐日大使館を訪れた。ここでは帰宅したような感覚がした。各大学の代表者からここ数日間

の感想についての発表があり、張参事官からは日中関係の現状及び私たちは日中関係について如何に対応し、また

如何に取り扱っていくべきかについてのお話があった。日中関係は現在、機会と課題に直面しており、私たちは歴史

を忘れず、平和的発展の道を堅持し、隣国との友好的な交流により、経済 ・ 政治 ・ 文化交流を促進していかなけれ
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ばならない。

午後、私たちは三井物産を訪れた。三井物産は日本の総合商社であり、同社には工場はなく、商品の生産もしない

が、貿易や市場調査に着眼しており、この点は彼らに事業における自由度を持たせ、さらに同社の柔軟な選択を可能

にしている。

日　付： 6月3日（月）【7日目】
大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 李澤茗

今日のスケジュールはとても充実していた。まず朝一番でみずほ銀行を見学した。中国国内ではかつてみずほ銀

行の北京支店を見学したことがあり、その当時から同銀行に対して強い興味が生まれていた。今回の見学では、日中

両国の企業の意思決定方法、業務内容、人材育成方法及び内部での構造転換等における違いについて知ることが

でき、さらに中国人従業員との討論も行った。至近距離で銀行やその運営モデルを目にすることはこれまでなかった

経験で、私自身、機会が多く皆に平等なプラットフォームを提供するみずほ銀行のような企業に入りたいという思いが

生まれた。それと同時に、情報収集の能力も非常に重要だと感じた。

その後は松本楼での昼食となった。食事の際には日中友好にまつわる梅屋庄吉氏と孫中山氏についてのお話を

拝聴した。両氏は志を同じくし、初対面でたちまち打ち解け、当時に交わした約束はその後も変わらず守られた。そし

て孫中山氏と宋慶齢女史との愛情に関しても梅屋庄吉氏の妻である徳子女史の功績があった。松本楼は、二人の愛

情の証人であるだけでなく、日中友好の象徴であり、私たち一行及びその他のここを訪れ梅屋庄吉 ・ 孫中山両氏の

友情についてのお話を聞いた人は、正に日中の友好交流をその都度振り返り、こうした友好の旅を実践また継続し、

さらに新たな日中友好の１ページを生み出している。

午後は大使館を訪れ、そこでは皆からここ数日間の感想についての発表があった。皆の発表を聞きながら、各自

の思考のポイントの違いを感じ、改めてここ数日の出来事について自分なりに振り返ることができ、新たな感想が生ま

れた。参事官からのお話を通じて、私たちは日中の現在の友好がどれほど得難いものなのかについて知ることができ

た。私たちは現在の平和を大切にし、さらに 「国の交わりは民の親しきにあり、日中友好は結局のところ両国の人々

の友好である」 との言葉の通り、両国間の理解を深めなければならない。

その後はさらに三井物産を訪れた。三井物産は私が初めて目にした総合商社で、中国国内の中間業者に多少似

ていると思ったが、三井物産の事業範囲は非常に幅広く、革新力もより優れていた。また、日中の貿易交流や観光に

関する状況について知ることができ、従業員からはこうした状況を如何に改善するか、そしてこうした現象が生まれる

原因についての回答を頂いた。その後の懇親会では私はさらに三井物産とみずほ銀行との違いについて理解を深め

た。三井物産は中国式の雇用モデルに近く、さらに能力への要求が比較的高かった。一日で経営モデルが全く異な

る二つの企業を見学できたことは、とても有意義であった。

今日は 4 ヵ所を巡り、とても疲れたが楽しかった。明日には帰国となる。企業訪問の旅は収穫が多く、これまで知ら

なかった金融面の知識や経営モデル等について学びそして目にすることができた。

日　付： 6月3日（月）【7日目】
大学名： 北京建築大学
氏　名： 梁慶慶

今日は日本訪問の 7 日目そして最終日の前日で、今日の私たちのスケジュールはとても充実していた。朝食を済

ませた後、私たちはまずみずほ銀行を訪れた。みずほ銀行は日本の全都道府県に支店を構える唯一の銀行で、その

規模の大きさがうかがえた。みずほ銀行は、2000 年 9 月に第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が再編成されて
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できた銀行で、多様化また高度化する顧客の要望を満たすことを目標とし、グループの垣根を越えて行き届いたサー

ビスを提供している。みずほ銀行の 「みずほ （瑞穂）」 は 「みずみずしい稲の穂」 を表す言葉からきており、実り豊

かな国を意味している。日本ではみずほ銀行のことを知らない人はいないと言えるが、海外での知名度はそれほど高

いわけではない。その理由は、海外においては法人業務のみで個人業務を行っていないからだと思う。見学の際、銀

行側は私たちにみずほ銀行のことをより良く知ってもらうため、4 名の中国人従業員との交流を手配してくれた。

次いで、私たちは日比谷松本楼を訪れた。ここには日中友好における美談が存在している。孫中山氏と梅屋庄吉

氏はここで関係を深め、 「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す。」 との決意により、梅屋氏は 「中国をより

良くする」 との思いを胸に、その生涯において自身の大部分の財産を孫中山氏の革命事業に捧げた。これにはとて

も感動した。そしてこうしたお話を実際にしてくれたのは梅屋庄吉氏の曾孫の方であった。彼女は、両氏の友情には

何の政治的目的もなく、当時は多くの人が孫中山氏の革命を支持していたが、梅屋庄吉氏は終始日中の友好と繁栄

だけを目的としていた点を強調されていた。

その後、私たちは暫しの 「帰宅」 となる中国駐日大使館を訪れ、参事官からのお話を拝聴すると共にここ数日間の

感想についての紹介と報告を行った。そして最後に三井物産を訪れた。三井物産の運営モデルは比較的特殊であ

った。同社は総合的な会社で、自身の実業を持たず、売買等の方式のみで運営をしている。もちろん現在では各種

のインフラ、素材、金属、生活産業等への投資も行っている。こうしたモデルは日本独特のものであるため、皆はとても

興味をひかれ、我先にと質問をしていた。その夜の懇親会では、同社の従業員とさらに踏み込んだ交流をし、同社の

様々な提携モデルについて理解を深めるなど、皆は多くの収穫を得ることができた。

日　付： 6月4日（火）【8日目】
大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 鄔可馨

今朝はホテルニューオータニのエコ施設を見学した。そこは少し熱く、多少の嫌な臭いがあったことを除いては、と

ても素晴らしかった。ホテルニューオータニはとても強い社会的責任感がある企業で、生ごみを回収し有機肥料にし

たり、厨房用水を回収処理しトイレの洗浄用にしたり、さらには発電までしていた。これらは炭素排出の削減に非常に

大きい貢献をしている。

その後は歓送会に出席し、そこでは再び志村さんと会うことができた。彼女の無事の出産を願うと共に、赤ちゃんの

写真も見られることを願っている。

先生方からのお話の際には、多くの人が涙していた。それは私も同様で、この一週間多くの優秀な方々に囲まれ、

配慮や激励を受けてきた。私はこの一週間のことを胸に刻み、しっかりと学び、日中の友好交流の構築に貢献してい

きたいと思う。

日　付： 6月4日（火）【8日目】
大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 王琪琦

この日記は北京に向かう飛行機の機内で書いている。

これが最終日で最後の日記だと思うと悲しさと名残惜しさを感じる。

今日の午前、私たちは宿泊先のホテルニューオータニでの学習と見学を行い、同ホテルの生ごみ処理、中水処理

そして自家発電装置について理解を深めた。ホテルニューオータニの設備は整っており、緊急時に避難所となれるよ

うな場所だと私や団員らは皆驚かされた。その後、私たちはホテルニューオータニ内の自然豊かな日本庭園も見学し

た。
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お昼は私たちの歓送会が開かれ、訪日団の歌 「Auld Lang Syne」 の合唱の際には私自身涙が堪えきれなかった。

私に多くの物をもたらしたこの数日間において、私は多くを学び、視野もより大きくまたグローバルになり、そしてこれま

で以上に包容力がついた。ここを離れるのがとても名残惜しかった。

今回の訪日の旅を支えてくれた多くの人への感謝の気持ちは言葉で表現ができないものである。

この数日間の旅は、驚きと喜びそして収穫に満ちたもので、とても感動させられた。これらは全て私の大切な思い出

であり、これからずっと大切にしていきたいと思う。

将来いつの日か私自身も日中両国の架け橋となり、両国の平和や友好そして共同の発展のために貢献できること

を願っている。

また会いましょう、日本！

日　付： 6月4日（火）【8日目】
大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 邵剣博

今日は訪日活動の最終日である。午前、私たちはホテルニューオータニの生態環境、ごみのリサイクル技術、中水

処理技術を見学し、これらの技術にとても驚かされた。中国は現在循環経済の発展段階にあるが、日本はこの分野に

おいては世界でもトップクラスであり、技術や意識の育成等のいずれにおいても私たちが学ぶべき点があった。

見学の後、私たちは歓送会に参加した。歓送会にはホストファミリーや各企業の代表者等も参加し、この一週間の

出来事を共有した。そしてこの時、私の心の中には感謝の二文字しかなかった。中日友好協会そして中国日本商

会、日中経済協会等がこれほど中身の濃く有意義な活動を実施していること、学校側が私を今回の活動に参加させ

てくれたこと、横山さんや笹原さん、そして中島さんの今回の活動における同伴とお世話、ホストファミリーのおもてな

し、団員の皆のサポートのいずれにも感謝している。それ以外にも感謝したい人はまだまだたくさんいる。それと同時

に今回の活動では、自分自身に不足している沢山の部分を発見することができた。これから先私はさらに努力を重

ね、自分を成長させ、より良い中国そしてより良い世界のために貢献をしていきたいと思う。

日　付： 6月4日（火）【8日目】
大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 楊璐玥

今日は 「走近日企 ・ 感受日本」 の最終日で、午後には帰国の途に就く。

午前、私たちは生ごみを有機肥料にする施設や廃水をトイレ用の中水にする装置及び給電 ・ 発電設備を含むホテ

ルニューオータニのエコ施設を見学した。ホテルニューオータニは環境保護においてあらゆる配慮をしており、様々

な点から貢献をしていた。

見学の後、私たちは宴会場でホストファミリーの到着を待ち、彼らとの歓送会を開催した。

そこではホストファミリーの田中さんと再会できとても嬉しかった他、思いがけずプレゼントとしてたくさんの村上春樹

の本を受け取った。だが田中さんは、仕事の昼休みの時間を利用して歓送会に来ているため、早めに戻らなければ

ならず、私たち団歌の歌唱を聴くことができないとのことで彼自身もとても残念がっていた。今回のホームステイにおい

て田中さんは私を浅草、江戸 ・ 東京博物館、鎌倉等の場所へ連れて行ってくれて、私は日本の歴史や文化につい

て理解を深めることができた。田中さんのおもてなしにはとても感謝している。

歓送会終了後、私たちはホテルを離れ空港に向かうことになったが、私たちをもてなしてくれた日本の皆さんとのお

別れをする時になって初めて私はついに日本を離れることになるのだと感じ、心に名残惜しさがこみ上げてきた。これ

から先機会があったらまた日本を訪れたいと思う。
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今回の訪日の旅を通じて、私は日本の企業文化、社会文化、キャンパス文化等を知る貴重な機会を得ることができ

た。こうした機会は通常の旅行もしくは留学では得られないものであるため、今回見聞きしたすべての事を大切にして

いきたいと思う。

旅が終わり私の心の中は感謝で一杯であった。さようなら、日本！今回関わったすべての人に感謝しています！
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学生たちの観た日本

大学名： 清華大学
氏　名： 文藝林

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり 　　　

日本のマナーには中国よりも多くのこだわりがある。日本のマナーの多くは古代中国に学んだものではあるが、日本

は中国以上にそれらを継承している。

皆は顔を合わせると 「こんにちは」 と挨拶するだけでなく、さらに礼儀正しくお辞儀をする。お別れの際は相手の姿

が見えなくなるまで手を振る。食事の前は 「いただきます」 と 「ご飯」 への感謝を伝える。また茶道体験においてはさら

にいろいろなマナーを体験した。

もちろん、日本人は 「他人に迷惑をかけない」 との規範を忠実に守り続けている。そのため、日本において最も話す

機会の多い 「すみません」 と 「ありがとうございます」 については、私も数日してから使えるようになった。

積水ハウスの見学の際、同社は顧客に対して行き届いた配慮をしていることに気が付いた。同社の最大の特色は 「テ

ーラーメイド」 である。一般の人々以外にも、さらに高齢者用にはしごの下のライトや身体の不自由な人用にトイレやそ

のドアの取っ手をデザインするなど、様々な利用者の需要を考慮している。その他、震度 8 にも耐え得る耐震性に優れ

た窓枠を設計するなど、居住者の生命と財産の安全を保証している。さらに、太陽光発電や建設時のごみの回収利用

などは企業としての社会的責任を示している。これらは資本主義国家においてはかなり稀なものである。

日本社会は個人であれ企業であれ、いずれも 「他人を思いやる」 習慣があり、この点は我が国、特に私たち大学生

が学ぶべきだと思う。

大学名： 清華大学
氏　名： 鄧佳怡

テーマ： 1.国民性についての理解

今回の訪日においては、会社やホテルそしてレストランなど訪れた先々には皆庭園があった。日本の庭園は、欧米の

庭園のように幾何学的図形が満ち溢れ、自然を征服するとの意志を示すものではなく、実際の景色のすべての精髄を

庭園内に凝縮している。自然風景を基に発展した庭園は限りある空間や土地の上に大自然の景観を再現するもので、

宇宙全体をその中に取り込み、人々が自然を征服するのではなく、庭園において自然を発見することを目指している。

中国は環境の保護においてその責任を果たしているのかについてホストファミリーの娘さんから質問があった。彼女は

中国の一帯一路や中国が政治経済分野において大国としての責任を果たしているのかについてはさほど興味はなく、

それ以上に地球の海や土地に対して中国が保護の責任を果たしているのかに関心を持っていた。この神奈川県小田原

にあるホストファミリー宅ではテレビの音が鳴り響くことはほぼなく、はかない一日の苦労や辛さを忘れさせるための突拍

子もないお笑い番組などは、小田原の夏の夜の静けさと喧騒の中では違和感が生まれてしまうのではないだろうか。ここ

の人々は大都市東京で生活する人々に比べ、彼らの先祖や神との距離が近く、林を吹き抜ける風の音や田んぼの蛙の

鳴き声といった環境の中で、彼らの心は常に穏やかである。もしこうした郷里の土地や庭園がなく、お台場の波や高層ビ

ル群のライトやカラオケといったものだけでは、日本の 「現代人」 の心を落ち着かせるのには恐らく不十分であろう。

その他、日本語の音楽的感覚もこの庭園とマッチしている。その後知ったのだが、日本人は自然の神を崇拝し万物を
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神格化しているため、日本語の発音において動物の鳴き声を真似るように日本語において多くの擬声語や擬態語を取

り入れている。この森林面積が 70% を超える国において、 「万物には神が存在する」 というのは工業化時代にあって初

心を永遠に保つとの国民の気持ちであろう。

ホストファミリーであれまたは訪問先の企業やホテル、レストランであれ、それらから私は、狭い場所に身を置きながら

も心は広大な宇宙とつながり、心が次から次へと万世の自然に帰るとの本意を目にすることができた。これが私の見た日

本の国民性である。自身の脈と天地自然のリズムが同時に動く際に、初めて生命の存在を感じることができるのである。

大学名： 清華大学
氏　名： 葛霄飛

テーマ： 5.アニメなどのソフトパワー

実のところ、私は日本のアニメやドラマがきっかけで日本に興味を持つようになった。小学四年生の夏休み、私は友人

に誘われ 『名探偵コナン』、 『プリティーリズム ・ オーロラドリーム』、 『夢色パティシエール』、 『S ・ A ～スペシャル ・ エー』

等の日本のアニメを見た。そして 『Angel Beats』 は私の価値観の形成に一定の影響をもたらした。その後、私は 10 年

間にわたってドラマ 『相棒』 を見ている。高校生の頃は重要なテストが終わる度に家に戻り最新作を見たが、この習慣

は現在でも変わっていない。またここ数年ではこうした映像作品を通じて日本についてより立体的な認識を持つようにな

った。例えばドラマ 『UNNATURAL』 では男女の社会的地位の問題が反映され、ドラマ 『Code Blue』 では医療制度が

反映されていた。

今回日本ではホストファミリーの案内の下、KIDDY LAND やコナンのグッズショップ、各テレビ局のグッズ専門店など

多くのアニメ関連のお店を見かけ、そこではもちろん大金をはたいてたくさんのアニメグッズを購入した。

日本のアニメやドラマは多くの利益をもたらすと共に、多くの人が日本を知る上での一助となっていると思った。

大学名： 清華大学
氏　名： 胡鈺彬

テーマ： 1.国民性についての理解

今回日本では、日本の人々の生活への向き合い方にとても強い印象を持った。彼らの生活は楽しさに満ち、すべて

の物事について感謝をするなど、彼らの落ち着きある穏やかな態度は中国と明確なコントラストを示していた。ここでいく

つか述べてみたい。

高台寺での座禅体験の際、法師からは、万物には神が存在するため、それらへの礼を失してはならないとの神道教を

日本では信仰しているとの紹介があった。おそらくこれが日本の人々が常に感謝の気持ちを持っていることの理由なの

だろう。皆の心の中に神を信仰する気持ちがあり、彼らは他人や自分に対して責めたり恨んだりすることなく、自身が所

有するものに対して感謝の心を持ち、食事の際には食事ができることへの喜びを示し、お茶を飲む際にはお茶を飲むこ

とへの喜びを示すなど、こうした小さな感動を積み上げることで、彼らの生活に多くの楽観的なエネルギーを注入してい

るのだろう。

同じく高台寺では、お別れの際に法師から私たちに、今を大切にし、この時の楽しさと幸せを感じてほしいとのお話が

あった。私の経験からは、こうした考え方は法師の心にだけ存在するのではなく、日本の人々の心にも存在していると言

える。私のホストファミリーである三浦さん一家の生活は楽しさに満ちていた。三浦さんはお子さんと一緒に地面にしゃが
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み蟻に餌をやり、家では野球の漫画を 1 セット収蔵し、さらにいつ家族を連れて相撲やまた応援している横浜ベイスター

ズの試合観戦に行くかを計画していた。奥さんも同様で、飼っている子犬をとても可愛がり、また東京の変遷を紹介した

写真を取り出しかつてのここがどこなのかを紹介してくれた。一方、私の両親は三浦さん一家とは大きく異なる。私の両

親は常に心配事が絶えず、彼らには生活上の雑事が一杯で真の快楽がないように感じる。私は彼らの心からの笑顔を

見ることはほとんどなく、ほぼ疲れ切った姿しか目にすることはない。私が三浦さんにこうした点を告げた際、三浦さんは

「それはきっと将来のことを考えているのだろう。私はそれとは違って、今を楽しむことだけを考えている。」 と言って、目

の前のお酒を飲み干した。

彼らのこうした落ち着いた穏やかな心理状態を羨ましく思うが、こうした境地に到達するのは簡単ではないとも思う。な

ぜならそれには確固とした信念や信仰の他、さらに充実した物質的な生活基盤を必要とするからである。中国国内にお

いて私たちも当然落ち着いた生活をおくり、楽しみを見つけることを望んでいるが、常に現実によってその願いが打ち破

られ、激しい競争と生活における負担は、私たちが心の中の理想郷をあきらめ、自身の生活の質を高めることに尽力す

ることを求めている。そしてこうしたプロセスにおいて、生活における楽しみは次第に失われている。国が生産力を大きく

高める戦略を打ち出したのも、恐らくこうした考えが基になっているのだろう。私たちにできるのは、心の中の素晴らしいも

のを可能な限り持ち続けることである。

大学名： 清華大学
氏　名： 李厳

テーマ： 4.日中間の交流
 5.アニメなどのソフトパワー

村上春樹は自身の出世作 『風の歌を聴け』 において 「牛の胃の中の草」 との有名な比喩をしている。牛にとっては

新鮮で美味しい草でも私たち人類にとってはただのじっとりと湿った塊であり、牛はなぜこれほど不味く見た目も良くない

ものを何度も咀嚼するのかとしか思わない。魯迅もかつて似たような 「人類の悲しみと喜びは共通したものではなく、私

は彼らが騒がしいとしか思わない」 との言葉を残している。人と人との交流でさえこうなのだから、両国間にとっては尚更

である。

しかし隔たりや矛盾そして互いに理解し合えないものがあるからこそ、交流が必要なのである。交流は、こうした状況に

おいてこそ貴重で重要なものになる。政府の政治や経済面での交流のみならず、両国の人々、特に青少年同士の交流

もある。たとえ心が通じ合わなくても、相手への尊重と友好的姿勢により他人に誠実に接することができる。

日本のアニメ文化は世界に名高い。私の多くの友人そして私自身も含め、皆日本のアニメ文化がとても好きである。こ

れは日本のアニメ業界の繁栄のおかげであり、また国や業界がこうしたソフトパワーを評価そして普及しているおかげで

もある。そして多くのアニメが表現する努力、家族愛、反戦といった思想は様々な物語やキャラクターによって観る人一

人ひとりの心に浸透している。これには私たちだけでなく、日本の青少年も含まれている。よって私たちには共通の趣味

があり、また共通の認識も存在することから、自然とより親しく友好的な交流をすることができるのである。

今後、日中両国の青少年がより親しく友好的に、誠意ある交流をし、両国の関係をより高いレベルに引き上げることを

願っている。なぜなら、人類の悲しみと喜びは共通したものではないとは言え、私は彼らが騒がしいとは思わないからで

ある。

大学名： 中国人民大学
氏　名： 劉瑩瑶
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テーマ： 3.マナーのよさと思いやり

日本人は細やかで、気遣いができ、配慮が行き届き、常に他人を思いやる、これらは私がこの数日間日本において最

も強く感じた点である。

日本人の他人への配慮は些細な部分にとても良く表れている。日本のバスのシートベルトは乗客が見やすいように

異なる色でデザインされている。企業の製品デザインや管理においてこの点はより明らかである。積水ハウスを見学した

際、日本の家屋の設計では、家庭の雰囲気、高齢者や子どもの利便性、環境へのやさしさ等の要素を考慮し、それらを

細やかな部分に活かし、人に温かみと落ち着きをもたらしていることを知った。

日本の人々はまたとてもマナーを重視している。私たちが会った日本の従業員の皆さんは常に礼儀正しく、他人を思

いやり、あらゆる事を考慮している。日本の道路はとてもきれいで、ごみ箱は置かれていないものの、人々は自らごみを

持ち帰っている。その他、日本のトイレもまた常に清潔である。これらは人々の意識的な行為とは切り離すことができない

ものである。

こうした他人への思いやりやマナーの重視は日本の教育方法と大きく関係する。私のホストファミリーを例にすると、娘

さんたちは小学校の低学年だが、とても気遣いができ、進んで母親の家事の手伝いをし、ゲストにハンカチを手渡した

り、行儀よく食事をしたりする。私はこうした文化的教育の違いを強く感じ、こうした点は中国の学生や企業、ひいては中

国人全体が学ぶべきものだと思った。

大学名： 中国人民大学
氏　名： 易楚妍

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり

「迷惑」 をかけない日本人

日本に到着して間もない頃、バスに乗った私は窓の外の横断歩道の 「景色」 に目を奪われた。それはちょうど赤信

号で、人々は二列にきれいに並んでいた。彼らの中には制服を着てリュックを背負っている人もいればスーツを身に着

けブリーフケースを持つ人もいるなど、彼らは皆登校や出勤を急いでいることが見て取れた。現在の中国においては、

赤信号になった際に大勢の人が急いで道路を横断する光景はさほど目にしなくなった。その理由は蛍光色のジャケット

を身に着け、笛を吹きながら交通整理をするとても怖い協警にある。設備が整った都市では、さらに道路の大パネルに

ルールを守らない人をリアルタイム表示している。だが日本でのここ数日間において、私は道路でそうした横断歩道の秩

序を管理する警官の姿を目にしたことはない。道路を横断する行為を通じて一つの都市ひいては一つの国家の素養を

知ることができると言うが、私たちより上の中年や高齢の世代はともかく、私自身でさえも幼い頃から 「ルールを守り、礼

儀を知る」 教育を受けて育ってきたにもかかわらず、人のいない小さな道路や急いでいる時などは、信号の色を気にす

ることはないという事実には多くを考えさせられた。

ホストファミリーと過ごした週末では、私たちは横浜のとあるショッピングモールに向かった。一階のエレベーター前で

は同じように二つの列ができていた。ホストマザーはお子さんの世話をしながら当然のように列の最後尾に並んだ。そし

てエレベーターのドアが開くと皆が順序良く前に進んだ。横断歩道前で行列を見た時の私は単に日本人の素養の高さ

を感じていたが、ショッピングモールのエレベーター前の行列を見た時の私は真に 「カルチャーショック」 を受けた。食

事の際にホストファザーにこうした点について尋ねたところ、彼は少し考えてから、無駄に他人を待たせることを望まない

からと答えた。

「無駄に他人を待たせることを望まない」、これはすべての回答の中で私が最も思いも寄らなかったものである。私は

中国において、各自が皆自分の利益を最優先するということにとっくに慣れている。そのため私たちは日頃から、あちこ
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ちで割込みや赤信号の無視、痰を吐く行為、ポイ捨て、ひいては頻繁に人々を心配させる食品安全の問題などを目に

している。もちろん、自分自身の利益を得ようとすること自体は一概に悪いとは言えないが、もし皆がそうした気持ちのわ

ずかでも他人に与え、列に並ぶ際にもし自分が割込みをしたらどれだけの人を無駄に長く待たせることになるのかを考

え、道路を渡る際に赤信号を無視したらどれだけの警官や運転手に気を使わせるのかを考え、企業の意思決定者は、

もし品質を疎かにしたらどれだけの消費者が無駄に害を受けるのかを考えることができれば、私たちの暮らす場所は今

より少しは良くなるのではないだろうか？

大学名： 中国人民大学
氏　名： 張悦洲

テーマ： 1.国民性についての理解

今回の日本訪問で最も印象深かったのは、企業や個人のいずれも高い環境保護意識を持っていたことである。日本

国民の環境保護意識については言うまでもなく、ごみの分類の観念はすでに一人ひとりに根付いている。私の故郷の張

家港は文明都市を 5 回連続受賞しており、日本のようにきれいな街路を有している。市民の素養が比較的高いこともそ

の理由の一つではあるが、やはり環境衛生作業員による朝晩の清掃を必要としている。一方、日本では私はこれまで環

境衛生作業員もしくは清掃車を目にしていない （もちろん私が寝ている時間帯に日本の環境衛生作業員もしくは清掃

車が現れている可能性もある）。同様に、ごみの分類も中国では通常再利用可能なものと再利用できないものの二タイ

プに分かれている。しかしある時、私がごみの仕分けをしていたところ作業員はごみ箱を開け、再利用可能なものと再利

用できないものを混ぜて回収していったのを目にした。そして、多くの人はごみを捨てる際に分類をせず適当にごみを

捨て、加えてごみの回収時にも種類毎の回収をしないため、中国のごみの分類は表向きで形式化したものに止まり、真

にその役割を果たしてはいない。

積水ハウスを訪れた際、同社がエネルギーの主な出入りルートである窓に対して改造をすることでエネルギーを効果

的に節約しているのを目にした。また、屋根において太陽光発電を利用し、併せて発電装置を瓦状にデザインすること

で美しさも兼ね備えていた。そして 1980 年代の住宅は平均で二酸化炭素を 5.6 ㎥ （呼吸は含まない） を放出している

ことから、家屋の設計において観葉植物を活用するなど家屋の自然への負担を軽減している。

最終日はホテルニューオータニの生ごみや汚水の処理システムを見学した。生ごみはまず脱水処理で 80% 前後の重

量を削減した後、発酵をして肥料として農家に提供される。厨房の汚水はまず微生物により水中の汚れを取り除き、一

部の大きな不純物については沈殿池の沈殿を通じ水中から分離し中水とする。ホテルニューオータニではその中水を

主にトイレ洗浄用に活用している。担当者からは、こうした水はすでに飲用できるレベルに達しているとのお話があった。

10 数億の人口を抱える大国である中国は、一人平均の自然資源量がとても不足している。こうしたことから、私たちは

尚のこと積水ハウスのように環境保護の理念を製品に活かし、ホテルニューオータニのように生ごみや廃水の再利用を

実現するなど、日本企業の環境保護理念に学ぶ必要がある。

大学名： 中国人民大学
氏　名： 楊昊翰

テーマ： 1.国民性についての理解

「菊と刀」 は私の日本に対する知識のベースとなっている。 「菊」 は日本の皇室の象徴であり、また日本人の優雅さ
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を表している。そして 「刀」 は日本人の 「我慢強さと柔の中に剛を持つ品性」 を表している。今回の見学を通じて私は

日本の国民性についてより深い理解を得ることができた。

「礼」 は日本人の最も突出した特徴である。日本人は温和で礼儀正しく、秩序を重んじ、初対面の際は必ずお辞儀と

共に挨拶をし、お別れの際は相手の姿が見えなくなるまで手を振る。日本のサービスの質は世界一と言うことができ、コ

ンビニの店員やホテルのスタッフであれまたは企業の担当者であれ、彼らは私たちに対して心からの笑顔とお辞儀で行

き届いた対応をするなど、私たちは日本において我が家に帰ったようなおもてなしを受けた。日本人はサービス第一の

理念により、マナーと行き届いたおもてなしにより世界からの賞賛を受けている。

資源の節約、環境保護の重視、きれい好きといった点もまた日本の大きな国民性である。日本は資源が乏しく災害の

多い国であり、日本国民は常に目まぐるしく変化する自然との戦いを粘り強く続けている。日本の街路ではごみ箱を見か

けることはほとんどなく、東京の街中でわずかに見かける程度で、それらのいずれも厳しい分類がされている。日本の大

学生との交流から、日本はこうした方面の教育を特に重視し、社会実践により環境保護の観念を人々に浸透させている

ことを知った。またホテルニューオータニの 100% の資源回収率にも感銘を受けた。私は、中国が教育面で持続可能な

発展のためにより多くのサポートを提供することを願っている。

業務の側面では、日本は 「業務において学ぶ」、 「終身 ・ 長期雇用制」 を打ち出している。みずほ銀行や三井物

産の従業員との交流の際、日本企業は従業員の実践経験や総合的な素養、そして従業員が入社した後の再研修つま

り業務において学ぶとの理念をより重視していることを知った。ホストファミリーの大学一年生の息子さんは週末の午前は

バイトをするなど、日本の学生もまた早くから社会に溶け込んでいる。

日本の学生はさほど国際化した考え方を持っておらず、日本国内の人口も年々減少する中で多くの学生は日本国内

で教育を受けることを望んでおり、こうした方面では保守的になっている。

大学名： 中国人民大学
氏　名： 陳瑞斉

テーマ： 5.アニメなどのソフトパワー

日中の美術館の比較から見る北京市内の美術館の向上への指摘

ホームステイの初日、私はホストファミリーと共に横浜市美術館を見学した。横浜市美術館の内部は広くて明るく、非

常にデザイン性が高く、19 世紀末から 21 世紀初めにかけての日本の様々な流派の芸術品が展示されていた。そして

それら展示品の観賞をした私は非常に大きな衝撃を受けた。横浜市美術館と北京の中国美術館を比べた場合、主に以

下の二つの違いがある。

一つめは展示品の変更の頻度で、横浜市美術館は2ヵ月に一度変更をするが、中国美術館はスパンが非常に長い。

二つめは内容とテーマで、横浜市美術館の展示は一つのテーマから発しており、各年代、各流派、各形式の作品、

写真、彫像、装置などあらゆるものを展示している。またそのテーマ選択もしっかりとしており、例えば 「目」 をテーマとし

た展示では、各展示品はいずれも目をポイントとして強調していた。それに比べ、中国美術館の展示テーマの多くは芸

術家の個展もしくは大きな歴史 ・ 政治的事件を記念するもので、強い宣伝と教育の目的を有しており、それに伴う展示

品の芸術様式も単調である。

ホストファミリーからは、市は美術館の建築や維持を市民からの支持率の獲得手段としているため、美術館への資金

も潤沢で展示も 「好みに迎合している」 とのお話があった。実のところ、さらに大きな柔軟性や自由度を持った赤レンガ

美術館のような私立美術館は北京においてもひっそりと台頭しており、大型の公立美術館がカバーできない空白を埋め

ている。だが私立美術館は生まれつき資金や規模面での劣勢を抱えている。そのため政府による投資と入場料収入を

組み合わせた美術館の運営モデルは、北京のこれら二種類の美術館の長所を中和し、より良い公共芸術を市民に提供
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することにつながるかもしれない。

大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 鄔可馨

テーマ： 4.日中間の交流

日中間の交流は現在まだまだ不足しているが、これは日中関係には非常に大きな発展の潜在力が秘められているこ

とを私たちに告げている。

私にはかつて日本の友人がいたが、彼らとの交流は生活や娯楽の面で止まっていた。今回私は京都大学と一橋大学

の学生らと女性の地位や実習への向き合い方について踏み込んだ探究をした。私たちはこの二つのテーマから多くの

関連する話題について話をした。その際、私たちは経歴こそ違うが、見解については強い共鳴が生まれたと感じた。こう

した学術や社会をベースにした討論は、私たちの間に高いレベルでの共感を生んだ。

次に、私とホストファミリーの志村さんとの間でも踏み込んだ交流があった。私たちは文物や古跡から日本の文化や政

治 ・ 経済制度について語り合い、私はアニメ等のソフトパワー以外の日本のハード面での発展の状況について知り、私

自身日本の人々への好感が大きく高まった。

最後に、大使館でのお話を通じて、日本人は中国人のように中国観光に熱中することはなく、日本人観光客の多くは

ビジネスマンや高齢者であり、その現状は文化交流にとっては完全に不十分であることを知った。

以上から、日中交流はまだ大きな潜在力を秘めていると私は考えている。

大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 申李潔

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり 

日本訪問の三日目、私たちは箱根天成園に宿泊したが、その際の一つの些細な部分にとても感動させられた。エレ

ベーターのボタンにおいて、このホテルでは通常の位置以外に、さらに低い位置にもボタンを配置していた。これは車椅

子の人が操作しやすいだけでなく、子どもが一人で乗る際にも便利なつくりであった。ボタン程度は恐らく通常よりいくつ

か多めに配線すれば設置できるであろうが、まさにこうした点が日本の高齢者や身体の不自由な人を思いやる仕事ぶり

を示していた。

そうした些細な部分以外にも、積水ハウスではさらに高齢者や妊婦への配慮をすべての設計に融合させ、企業の発

展において守るべき基準の一つとしている。階段の高さの設計から玄関の手すりの配置までいずれも年齢を重ね、関節

が硬くなり行動が不便になった高齢者への配慮が示されていた。また企業全体としてさらに、年齢層や状態の異なる家

族全員にとって住み心地の良い家屋の建設に向けて尽力するなど、こうした点は顧客の切実な要望を満たすため些細

な部分の需要から始め、各段階において快適さを実現するとの真摯な姿勢を示している。これらは私たちが学ぶべきも

のである。

思いやりや細やかさ以外にも、ANA の帰国便では、各人の目の前のパネルは真正面に座る人だけしかその表示内

容がわからないように設計され、左右別の角度から見た場合、パネルは真っ黒になっていた。これは隣り合う人同士の気

まずさを大きく解消し、乗客各自にプライベートな空間を提供するものであった。

以上から、日本という国は我々には中々注意が及ばないあらゆる部分において改良をし、常にその幅広いヒューマン
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ケアと気遣いを示している。

大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 馬伊彤

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

日本を訪れる前は実のところ、 「国民性」 というものについては半信半疑であった。

中国は土地が広大で資源も豊富、また人口も多く、大学内には様々な人が存在しているため、私が中国人の国民

性をまとめようとしたら言葉に困ってしまう。そんな私だが日本を訪れて以降、日本人の 「ルールを守る」、 「他人に迷

惑をかけない」 という点については心から納得するようになった。まず先に 「すみません」 と言ってから他人と話を始

める、他人に対して会釈をする、相手が見えなくなるまで手を振るといったことがすでに習慣となっていた。私は帰国後

もこうした行為を続けていきたいと思う。なぜならそれは自分が尊重されていると感じさせるものだからである。ホストファ

ミリーと共に過ごした一日半の時間では、親しみ以外にも彼らの私への配慮を感じた。会ってすぐにこの 2 日間の移動

用に交通機関のパスを渡してくれた、渋谷でたまたま見かけた seventeen のポスターを彼らに見せたところ、彼らは自宅

内で seventeen の曲をかけてくれた、私に付き添い街の散策をしてくれた、外食のたびに私が食べたいものを尋ねてく

れた、これらいずれにも私は感謝と親しみを感じた。また私がホストファミリー宅に入ると、カレンダーに 「ホームステイ、

welcome to Japan」 と書かれているのを見かけ、これには自宅に戻ったような気持ちになった。日本人は本当にマナーと

距離感の調節が上手で、尊重や親しみを感じさせると同時に、私のパーソナルな空間も残してくれていた。

その他に国民性について考えさせられたのは三井物産での懇親会の席上だった。会場は皇居に近く、そこの大きな

窓からは辺りの景色が一望できた。青々とした木々、整然とした街路にきれいな色の雲が合わさった景色は素晴らしかっ

た。これには、ごみのポイ捨てをしないという点についても日本人の心の中に浸透しているのだと思った。以上の二つに

ついて、中国はいつ日本に追いつくのかは分からないが、私は今後自ら率先して行動しようと思う。千里の道も一歩から

という言葉もある。私は環境保護やマナーの意識に関して身近な人の手本となりたい。この二つは今回の旅で最も印象

深かったものである。

大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 王誉欽

テーマ： 4.日中間の交流

日中の文化には多くの共通点がある。長い歴史や歳月において、日本は中国から多くを学び、そこからさらに自身の

国情を加えて大和民族の特徴を形成していった。服装、飲食、風習、記念日などこれら一つひとつは日中の交流にお

ける突破口となり、日中の人々のさらに深い交流に便益をもたらすものである。交流において私たちは多くの共通点と共

に多くの相違点を発見する。そして相違点が形成される原因の分析において、私たちは心からの笑顔と共に両国の文

化交流がどれだけ密接なのかを感じることができる。交流をする際の態度は良い対話をするための前提であり、双方が

心を開いてこそ交流が進み、心を通じ合わせることができる。その他には言語能力も必要である。英語は世界の共通語

となっているが、それは西洋からのものであり、東洋文化を表現するには物足りない部分が存在する。中国語もしくは日

本語で交流することが最良だが、それには日中双方の若者が相手の言語を学ぶといった努力が必要になる。
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いずれにしても、日中両国は一衣帯水の隣国であり、歴史、経済、文化、社会において多くの交流をしており、その先

行きは明るいと言える。私たち青年は、両国の友好交流を促進し東アジアの繁栄に貢献するべく努力をしていかなけれ

ばならない。

大学名： 対外経済貿易大学
氏　名： 王琪琦

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

日本人の根本には 「他人に迷惑をかけない」 という一つの信念があり、これにより彼らはマナーを重んじ周囲の人の

気持ちを注意深く汲み取っている。

今回の日本訪問においては、至る所でこうした信念が感じられた。

当初、日本側から配られた資料はすべて封筒で閉じられさらに各自の名前が記されていた。また資料の内容もそれぞ

れ異なり、日本語ができる学生には日本語版の資料を、英語ができる学生には英語版の資料が配られた。こうした細か

な配慮にはとても感動させられた。

その後日本を訪れてからは、彼らのマナーの良さや思いやりを直接感じることができた。深々としたお辞儀、エレベー

ターのドアが閉まらないように支える手、非常にきれいなトイレ、店員の非常に丁寧な対応、各商品用の細やかな包装な

どなど、こうした部分が示す思いやりや気遣いはとても感動的であった。

日本の観光業が発達しているのはこうした点が理由なのだろう。お客さんはきっと本当に自分が 「神」 であると感じる

ほど尊重そしてお世話を受けている。こうしたサービスや体験は日本以外の場所では体験できないものだと思う。ここで

直接体験をした後は、この土地を愛さない人はいない、もしくは日本への印象は大きく変わるはずである。

またこうした点は人と人との関係における潤滑油のように社会の摩擦を減らし、より調和が取れていくと思う。

大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 邵剣博

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり
 6.今後ますます中国でニーズが高まる技術

今回の 8 日間の 「走近日企 ・ 感受日本」 活動では多くの事を感じ、そして学んだ。私たちが常々言う 「百聞は一見

に如かず」 の言葉通り、今回身をもって日本を体験し、私たちが学校で学ぶ日本とは異なった印象を持った。ここでは

私の日本への理解や印象について簡単に述べてみる。

今回、多くの日本企業を見学したが、その中で京都にある積水ハウスはとても印象深かった。まずはディテールの部

分について、積水ハウスの多くの設計においては日本人のディテールへのこだわりや他人への配慮といったものが感じ

られた。例えば、身体に不自由がある人用に設計された部屋の見学の際、スタッフは皆に身体の不自由さを体験する装

置を装着し、実際に自身が高齢になった時の身体の状態を体験させてくれた。その装置を身に着けると、腰を真直ぐに

伸ばすことができず、足取りも重くなり、数歩歩くのもとても困難で、玄関外の階段がとても高く感じられた。この時、積水

ハウスの設計におけるささやかな改良がどれほど感動的で有難いものなのかを感じることができた。そして高齢者は生活

において多くの不便を抱えていることを認識した。それと同時に、積水ハウスの設計における細やかさや配慮にとても感
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銘を受けた。これもまた日本の魅力の一つだと思う。

その他、積水ハウスのエコ素材技術もとても優れていた。スタッフからの紹介の際、積水ハウスでは省エネ ・ 創エネ素

材の発展に尽力し、自然の保護を自身の責務とし、企業の社会的責任感を従業員一人ひとりに浸透させているとのお

話があった。この点については感慨深いものがあった。現在の中国は循環経済の発展段階にあり、日本はこの点につい

ては世界をリードするレベルを有している。技術や政策、または環境保護意識の育成等の面のいずれにおいても学ぶ

べき部分がある。環境保護について中国は未だ多くの問題を抱えており、今回私たちは自身に不足しているものを目に

することができた。大学生である私たちは今後さらに努力を重ね、初心を忘れず、使命を心に刻み、より良い中国そして

より良い世界のために貢献をしていく必要がある。

大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 楊璐玥

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり

日本に関する様々なうわさや紹介はかねてより沢山耳にしているが、今回ついに日本を訪れることができた。個人旅

行とは違い、私は今回各分野で名を馳せている多くの日本企業を訪問した他、日本の優秀な大学での交流も行った。こ

うした見学の機会は一般的な観光や留学で来ている人にとっても非常に貴重で得難いものである。今回の旅を通じて私

は、この旅は一年や二年の交換留学以上に、より多くの日本への知識を得ることができるものだと感じた。

日本の行き届いたマナーについてはかねてより耳にしていたが、今回の旅ではこうしたマナーやおもてなしを数えき

れないほど実際に体験することができた。ホストファミリーと買い物に出かけた際に、ちょうど閉店時間に重なったが、聞

いていた通りに通路に面したすべての場所には各店舗の店員が立ち、お客さんが通り過ぎる度に丁寧にお辞儀をして

「ご来店有難うございました」 と声をかけていた。その所作はまたとても自然で手馴れたものであった。こうしたお客さん

への尊重と礼儀は中国とはまったく異なったものである。これは中国ではお客さんを尊重しないということではなく、中国

の店員はわざわざ通り過ぎるお客さんに向かって礼を尽くすことはしないということである。こうした礼儀の様子やその厳

格さには驚かされた。

また、今回の旅で最も印象深かったのは最初に見学した積水ハウスであった。そこでは高齢者や身体の不自由な

人々用に設計されたあらゆる室内設備を展示するスペースがあった。それらは決して大きな創意というものではなく、玄

関の壁の手すり、追加の低い階段、ブラインドの扉を幅広の引き戸に変える、幅を 10 センチ広くした通路等、部屋の内

装を多少変えただけだが、身体の不自由な人にとっての利便性を大きく高めていた。変化自体は小さいが、こうしたわ

ずかな変化に気付くことは簡単なことではない。身体に不自由なく自由に動くことのできる私たちの中で、将来自身が老

いた後の状況について考える人はほとんどいないかもしれない。老いた後は私たちがかつて暮らしていた家屋は障害だ

らけとなり、私たちの日常生活もまた非常に不便になる。積水ハウスの設計者はこうした将来に起こる可能性のある状況

を考慮し、さらに暮らす人へのプランニングや設計を事前に行っている。こうした将来を事前に考えるとの設計における

考え方は、中国の家屋の改装では目にすることはほとんどない。これは住む人の現在ひいては数十年後の未来を潜在

意識で考えるという仕事の精神であり、こうした精神は私たちが見習うべきものである。

今回の日本訪問で得られたものは、こうした積極的に他人を思いやる精神や将来に起こる可能性のある変化に着眼

するとの長期にわたる目的以外にもまだまだ沢山あった。今回の旅が私の将来の生活や学習において今まで以上に大

きな影響をもたらすことを願っている。

大学名： 北京第二外国語学院
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氏　名： 李澤茗

テーマ： 1.国民性についての理解
 2.集団帰属意識の強さ

今回の 「走近日企 ・ 感受日本」 活動において訪れた多くの企業の経営モデルやビジネス構造はそれぞれ異なると

思うが、その経営理念においては顧客第一及び協調性や将来的な実行可能性を考慮するとの発展の理念が徹底され

ている。

まずは協調性と集団帰属意識について。みずほ銀行の見学の際、同銀行の職員から 「One Mizuho」 の理念につい

て紹介があり、これはたとえ海外の支店と国内の本店の発展における歩調や政策が異なる場合でも、その根本的な企

業理念や一体性の概念は変わらないというものであった。

次は 「顧客本位」、即ち顧客の視点に立ち顧客の需要を満たすと同時に、より良い生活レベルやグループの発展を

追求するというものである。積水ハウスの見学の際、私たちは同社が異なるお客さんの様々な要素を考慮し、足下のライ

ト等生活の利便性を高める優れたものを設計すると同時に、多種多様なキッチンを選択可能など、最も利便性が高く適

したプランを提供している様子を目にした。些細な部分から優劣というものが分かり、日本の地下鉄駅構内の自動販売

機の向きもまた調整がされている。現在の向きは人々が電車を待つ際の購入に便利であり、それは販売額の向上にも

つながるなどウィンウィンを実現している。これもまた国民意識におけるモノづくり精神と言えるだろう。

この他、積水ハウスの納得工房内のエコガラス設計はエネルギーの消耗を減らし、生態環境の保護を可能とする、み

ずほ銀行は日本を飛び出し世界の日本企業にサービスを提供している、三井物産は世界戦略に注目しているといった

グローバル意識も存在する。イノベーションを実現し、現在の利益だけでなく人類の未来を考慮し、人類と宇宙の共同の

発展、幸福を己の責務とし天下を心に抱く、こうしたグローバル意識や環境 ・ 未来意識もまた一つの国民意識である。

こうした点については中国国内の企業や国民の意識にも存在するが、日本ほど際立ってはいない。私たちは中国の

より良い発展のために日本のこうした優れた点から学ぶと同時に人類が住む地球を長生きさせ、人類の生活をより幸福

に、また生活の質をより高めるべく協力をしていくことも必要である。

大学名： 北京第二外国語学院
氏　名： 陳雪

テーマ： 1.国民性についての理解
 2.集団帰属意識の強さ
 3.マナーのよさと思いやり
 4.日中間の交流 
 6.今後ますます中国でニーズが高まる技術

8 日間の旅も終わりを迎え、手を振りお別れをする時になって次第に日本への名残惜しさがこみ上げてきた。日本で

体験したすべての事柄は、自分自身、私たち世代、私たちの街ひいては私たちの国について多くの事を私に考えさせ

た。

空港に降り立ち熱烈な歓迎を受け、ホテルについてから日本人の細部へのこだわりや 「人」 への思いやりを次第に

感じたことを今でも覚えている。いかなる場所でも優しさや思いやりを感じ、とても心地良かった。今回の旅において私た

ちは比較的ハイクラスな体験をしたが、日本の人々はすでに秩序と細やかさを自身に浸透させていて、彼らは国や社会

が形成するあらゆるルールを守り、自身と外界との関係を適切に処理している。これが私の日本国民への印象である。
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日本企業の見学では、ほぼすべての企業が環境保護を経済発展と同様に重要な存在と認識していた。また各プロジ

ェクトの実施前後においては、自然との最大限の調和や共生を謳い、持続可能な発展を追求していた。積水ハウスでは

身体の不自由な人や高齢者のために積極的に解決方法を模索し、より便利な生活を提供するべく努力するというヒュー

マンケアの姿勢がとても印象的だった。また同社では窓をスマート分化し、光の屈折原理等を応用し窓の冷却と保冷、

加熱と保熱をするなど省エネの目的を実現している。またさらにホテルニューオータニのエコ施設の見学時には、ホテル

内のごみは外部に排出されず、各種の機械を通じて処理がされ、利用可能な物としてホテルで再利用されているとの紹

介があった。例えばホテル内で発生した生ごみは分解され肥料として土に還り、再び食料として食卓に上がる。またトイ

レで発生した廃水は中水処理された後に再利用され、しかもその純度は極めて高いものとなっている。このことから、日

本は環境保護の面においてそれを支える理念があるだけでなく、積極的に創造している。彼らは理念を科学技術の成

果に変え人々の生産や生活に応用することで人と自然との共生を実現するなど、地球上の人類の幸福に取り組んでい

る。

日本企業の見学の後は懇親会があったことから、私たちはこぞって彼らに質問をした。日本の企業制度は終身雇用

制で従業員は企業の一員となった後、業務において問題が起きても解雇されることはない。なぜならそれは業務自体の

原因であり従業員自身の原因ではないと考えているからである。たとえこの従業員がミスをしなくても他の従業員はミスを

する可能性があるため、ミス自体は許されるのである。彼らは入社後にしっかりと働き、会社に富をもたらし、チームと共

に励み発展を続けるだけで良い、これが従業員全体と経営者の本音である。給与には大きな差は生まれないが、集団

意識は彼らに浸透しており、特に会社という環境において、彼らは集団意識を最大限に発揮する。日本が世界の強国と

なったのは彼らの国民性と大きな関係があると言わざるを得ない。

中国大使館内で感想の紹介を終えた後、私たちは張参事官からのお話を拝聴した。今年は中日友好交流促進年

で、李克強総理も 5 年以内に中日双方に数百万人規模の交流を実現するとの意向を述べている。現在、中国から日本

を訪れる人の数は目標の数値に近づいているが、日本から中国を訪れる人の数は大きく不足している。そのため私たち

はこうした状況となっている原因や目標達成のために今後どういった措置をとるかを考えなければならない。これについ

ては各方面、各分野において私たちは学び、考え、検討をしていく必要がある。

今回の 8 日間の日本訪問では、日本の全貌については知ることはできなかったが、私個人としては、発展途上の中

国には先進国である日本に学ぶべき部分がまだ沢山あると考えている。良い部分を吸収し不要なものを捨てることでの

み私たちは発展を続けることができる。そして、こうすることでのみ日中の友好は安定するのである。

大学名： 北京建築大学
氏　名： 鄒敏

テーマ： 2.集団帰属意識の強さ
 6.今後ますます中国でニーズが高まる技術

今回の日本訪問のテーマは 「走近日企 ・ 感受日本」 であり、一般的な観光ではこうした多くの優秀な企業に触れる

機会はない。これらの企業の理念の中で最も驚かされたのは日立製作所中央研究所の人類の発展に関わる各研究そ

して三井物産が打ち出している 「大切な地球とそこに住む人々の夢溢れる未来作りに貢献をする」 という理念であった。

こうした壮大な理念に私は強く感動した。また京都大学での交流においても、多くの日本の学者は名誉や利益また驚く

べき成果のために研究をするのではなく、自身の興味を追求し、人類の幸福と発展のためだけに一生を捧げていること

を知った。急速な発展の段階にある中国の現在の利益だけを追求する手法は、人々の長期的な発展そして世界や人

類全体に貢献するとの思考を制限している。こうした点は多くの日本企業がなぜ 100 年以上の歴史を有しているかの理

由と言えるであろう。
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次に、日本の企業と国民の環境保護意識もまた私たちが学ぶべきものである。例えば積水ハウスでは、家屋を建てた

後に庭に現地の植物を植えることで小動物を引き寄せ、現地の生態のバランスを維持している。こうした環境保護の理

念は技術的なものに限らず一種の意識となっている。こうした意識は中国の建設業界においては欠けているため、若者

世代の建築業界関係者が学んでいくべきだと思う。

最後に、日本企業で働く中国人 ・ 日本人従業員との交流では、日本企業の一部の勤務制度と日本と中国の勤務に

おける違いについて知ることができた。中国人はスピードを重視し、プロセスにおいて試行錯誤をする。対して日本人は

プロジェクトの初期に様々な対応策を準備し、その実行可能性を十分証明してから行動に移すことを好む。また中国企

業においては個人の能力がキャリアアップに重要で、日本企業はチームワークにおける能力をより重視している。こうし

た違いは両国の発展の現状の違いから生まれている。私自身はまだ仕事をしていないため、この先機会があれば日本

で一定期間仕事をし、こうした違いについて直に体験したいと思う。

大学名： 北京建築大学
氏　名： 郭伊寧

テーマ： 5.アニメなどのソフトパワー

ここではソフトパワーについて述べてみたいが、アニメとは関係がない。みずほ銀行の従業員は自社のロゴが入った

衣装を着て私たちとの交流会に参加していたが、この一幕に私たちは大きな衝撃を受けた。この衣装は日本の伝統的

な宗教服で、高い快適性とアジア人の身体的特徴に適した裁断がされ、ここ数年日本のファッションブランドによる改良

の後に市場に出回り、世界的に流行している。これは私の話すテーマであるファッション文化から見るソフトパワーの発

信につながるものである。

休憩時間や自由行動の時間、私はほぼ 「ファッションの聖地」 である原宿にいた。勢いのあるファッション産業が日

本にどれほどの利益をもたらしているのかについては言わずもがな、その日本の知名度への貢献については否定のしよ

うがない。ファッション関連のお店、日本文化と密接に関連したプリント柄、敬虔な巡礼者や前に述べたみずほ銀行の従

業員が着ていた衣装など、私はこれらに文化への自信を見た。それではこうした文化への自信と文化的雰囲気はどこか

ら来るのか？

まず文化面において、日本のファッションブランドは自国の文化を掘り下げさらにそれを製品上に表現することに長け

ていて、それが時間の経過とともに文化への自信を生んでいると私は思う。日本はその人間本位の理念と高レベルの品

質管理を店舗の内装や製品の設計のあらゆる面に融合しており、こうした様々な要素が優れた文化的雰囲気や影響力

を生み出し、そうした中でソフトパワーが向上するのも自然のことであると言える。

大学名： 北京建築大学
氏　名： 梁慶慶

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり

日本は有名な礼儀の国であり、敬語という特別な言語文化があることについては置いておくが、その行為や各種設計

におけるディテールのいずれにも日本のマナーや思いやりが示されている。

8 日間の活動では、トイレの設計にもっとも感銘を受けた。日本のトイレは便座タイプでそれ自体中国とは多少異なる。

そしてトイレットペーパーは水に溶けるため、直接便器に捨てることができる。そのためごみ箱が埋まることがなく清掃作
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業員の負担を軽減すると同時に公衆トイレの清潔さも維持している。さらに一部のトイレでは水を流す音を発生させること

で気まずさを軽減するなど、とても配慮が行き届いていると感じた。しかも、定温のトイレもあり、座った際に冷たく感じるこ

とはなく、冬でも快適に使用することができる。

以上は公衆トイレのみの話で、ホテルの浴室ではバスタブや鏡の設計などからまた違った体験をすることができた。ま

ずバスタブだが、その周囲には必ずバスタブから立ち上がりやすいように手すりがあった。次に、シャワーの水温も自分

で調節することが可能で、水温も見ることができ、お湯と水をそれぞれ調節する必要がなかった。そして鏡だが、私が今

回宿泊したホテルにおいてはいずれも曇り防止処理がされていて、入浴を終えた後でも鏡を拭くことなく直接使用するこ

とができてとても便利であった。たった鏡一つの変化で体験は大きく変わる。

もちろん、これらは日本のマナー文化の一部分であり、その他にも会釈やお辞儀、お別れの際に相手の姿が見えなく

なるまで手を振るなど、これらはいずれも日本特有のマナーである。皆は常に他人を思いやっており、そうした点は日本

のあらゆる面に示されている。

大学名： 北京建築大学
氏　名： 孟昭昕

テーマ： 3.マナーのよさと思いやり

日本は非常にマナーを重んじる国である。私たちが企業訪問や大学での交流を終える度に、中島さんはバスに乗車

した私たちに外で見送る人に手を振ってお別れをするよう伝え、窓の外の彼らもまた姿が見えなくなるまで私たちに手を

振ってくれた。私たちもまた車が曲がる際は反対側に移動して手を振った。日本に来てから最初に覚えた日本語は 「す

みません」 と 「ありがとう」 であった。食事の際に同年代の学生や友人を見かけた時、また企業との交流においてはこ

れらの言葉を使い、さらにお辞儀も加わる。マナーはすでに日本人に浸透しており、彼らの観念の一部分となっている。

こうした礼儀やマナーについては私自身も可能な限り自分の周囲の人へ届けたいと思う。彼らのマナーは程良いもの

で、疎遠さや気まずさはなく、とても暖かさを感じるものである。

日本人の思いやりは 「他人に迷惑をかけない」 という点に示されており、こうした考え方は私たちが学ぶべきものであ

る。自分でできることは自分で行い、他人への負担を減らすことは、他人への迷惑によりもたらされる衝突を減らすことに

もつながる。積水ハウス総合住宅研究所の見学の際、私たちは、体の不自由な人や高齢者が快適な生活を送るための

同社の様々な設計を体験し、自分たちの視野が広がり、専門知識の面から優れた点を吸収できたと同時に、この国の社

会的弱者への対応や措置についても知ることができた。彼らの配慮はとても行き届いており、社会的弱者の立場から真

に必要とするものを考えることで身体の不自由な人や高齢者に適した設備を生み出している。日本の思いやりについて

は非常に素晴らしく、設計から発想まで、そのいずれにも感銘を受けた。

大学名： 北京建築大学
氏　名： 張堯

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
 4.日中間の交流

今回、私たちは朱団長と共に日本での交流と学習を行い、とても有意義な体験をすることができた。以下にいくつかの
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点から感想を述べてみたい。

まずは日本の教育について。みずほ銀行を訪れた際私は、中国は一対一の競争であるのに対し、日本の教育はグル

ープにおける競争、即ちチームワークを重視していることを知った。京都大学を訪れた際は彼らの教育は興味を主として

いる、即ち啓発式教育であり、さらに学生の多くの後顧の憂いを解決していることを知った。またホームステイでは、子ど

もにテスト用の勉強だけをさせるのではなく、知育類のゲームによって子どもの思考を引き出し、問題を解決している様

子を目にした。

次に日本のマナーについて。日本の 「他人に迷惑をかけない」 という考え方は日本人一人ひとりに浸透している。

例えば地下鉄ではグループで行動している人が一緒に座れるように日本の人々は席を譲る。エレベーターでは他の人

の邪魔にならないようリュックを身体の前にもってくる。それと同時にエチケット用語も普及しており、人と会う際には一般

的に笑顔で 「こんにちは」 と伝え、移動の際は近くのスタッフが、サポートが必要かどうか声をかけ、お別れの際は手を

振り、他人に迷惑をかけた場合はお辞儀をしてお詫びの気持ちを伝えるなど、これらはいずれも日本人の高い素養の表

れである。

建築の面では、彼らは利用者をメインに考えている。特に積水ハウスの見学では、同社が住む人の年齢や健康状態

等を考慮し、調節可能な型枠によりその人個人に適した家屋を作っていることを知った。その中には、ドアノブの角度や

高さ、通路の幅、厨房の遮蔽など多くの細かな部分が含まれている。省エネについては、同社は比較により省エネの素

晴らしさを示している。耐震については、優れた素材により家屋の減衰比を強化することで耐震の目的を達成している。

いずれにしても、日本は全体的に良好な状態にあり、人々の生活水準や幸福度も高い。高い素養と強いソフトパワー

は日本の優れた一面を示している。これらは私たちが学ぶべきものである。

大学名： 国際関係学院
氏　名： 孫帥

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

今回の体験活動について、私は集団意識そしてマナーや思いやりの面から分析をしてみたい。

まず、集団意識については、みずほ銀行において強く感じることができた。みずほ銀行の従業員は本社からの教育に

常に感謝の気持ちを持っており、討論のコーナーにおいて従業員からは、一部の部署で急に人が足りなくなった場合

は、その部署での基礎知識がなくともサポートに入ることを希望する人がいて、彼らは学習や勤務を通じて会社全体の

利益のために自分を高めているとの話を聞いた。こうした点についてはとても感服させられた。なぜなら中国では、そうし

た場合は放っておくか見て見ぬふりをすることがほとんどで、自分の仕事だけをやればいいと考えるからである。だが、こ

れは一つの集団の発展においては何のプラスにもならない。そのため、日本のこうした考え方の教育及び再教育の面で

の先進性は私たちが学ぶべきものである。

次に、マナーや思いやりについて。各ホテルでの宿泊中、ホテルのスタッフは私を見かけると必ず会釈をし、何か尋ね

た場合は丁寧に対応をし、詳しくないことでも可能な限り問題を解決しようとしてくれた。洋服を売る店内では、携帯をい

じったり座って休んだりしている店員を見かけることはほとんどなく、彼らは常に立っているか商品の整理をしていた。ま

た試着の際彼らは他の人が入らないよう試着室のドアの前で見張っていて、さらにお客さんの好みに合わせて商品を選

び、持っていてくれた。そしてお客さんが出てきてから改めて選ぶのである。これが恐らく日本のサービス業が世界をリー

ドする理由であろう。
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大学名： 国際関係学院
氏　名： 黄蘇

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

国民性についての理解 ： ホームステイの 2 日目に江戸博物館に行く途中に東京慰霊堂を通りかかった。ここは関東

大震災や東京大空襲の犠牲者のために建てられたものである。ここでとある問題を突きつけられる。それは即ち、災難の

前には、それがどのようなものか、どのようにして起きた災難かを問わず、人間そして人間らしさこそが最も尊いものであ

り、惜しまれるものであるという点である。これは俗に言う侵略戦争に関する歴史認識の問題にかかわるが、こうした問題

への長きに渡る思考の中で、私は慰霊堂を訪れたこの日ついに考慮すべき一つの要素に気が付いた。それは、日本は

「人」 をとても重視する国であり、戦争の性質の如何を問わず、戦争中の罪のない庶民は亡くなった後に口を開くことは

永遠にない。時にもし指令を下した人と軍隊とを区別して論じるのであれば、彼ら以外の庶民はこうした苦痛を永遠に受

け続ける人々であり、実際のところこれは大和民族の特性 （人間、人間らしさ、人の個性への重視） から言えば、容認

できるものである。これは歴史認識と反省の態度とは直接の関係はないが、いかなる人も理性のみで動く機械ではない。

マナー ： 北京はすでに中国国内において市民の素養が比較的高い都市と認識されているが、東京に比べれば依然

として見劣りする。その最も明らかな違いは、電車やエレベーターに乗る人は、降りる人が全員降りてから乗り込む、エス

カレーターでは例外なく片側の道を空ける、人混みで他人にぶつかってしまった際にすみませんと謝る、これらは単に

マナーの順守もしくは習慣というだけでなく、すでに当たり前だが心温まるディテールとなっている。

大学名： 国際関係学院
氏　名： 陳錦儀

テーマ： 6.今後ますます中国でニーズが高まる技術

8 日間の訪日活動は楽しく終えることができた。この 8 日間において私たちは多くの土地を訪れ沢山の収穫を得た。

ここでは、日本において目にした、学んだ一部の技術について述べてみたい。これらの技術は今後中国においてニー

ズが高まる、或いは中国において広く手本にすべきものだと思っている。リスト形式で以下述べていく。

1. ウォシュレット ： 日本に来る数日前私は丁度生理期間で、こうした時期の旅行はとてもつらいものである。しかし日

本のウォシュレットのおかげで私の旅はかなり快適であった。中国人や日本人が理想とするトイレは似たものだと思って

いる。誰もが清潔で乾燥した環境と共に、使用後はきれいに、またしっかりと乾かしたいと思っている。日本のトイレは本

当に人にやさしい。中国でもいつか実現してほしい。

2. 仕切られたトイレと浴室 ： 中国のトイレと浴室は通常 「根こそぎ」 形式で、浴室とトイレ、洗面台が一つの空間に置

かれている。一方、ホストファミリー宅ではそれらが三つの空間に分かれていて、一つはトイレ （小型の手洗い付き）、一

つは浴室 （お湯を自動で入れる、水温調節可能な浴槽、シャワー、地面の材質も特殊素材で快適、また滑り防止、急

速乾燥が可能）、さらに洗面台の空間となっている。こうすることで清潔且つ衛生的で、また利用にも便利 （トイレ、お風

呂、洗顔をそれぞれ単独で行うことができる） である。現在中国国内の一部の家庭ではこうしたスタイルを導入している

が、まだ普及はしていない。

3. 美術館、博物館 ： ホストファミリーから連れて行ってもらった日清のラーメン博物館では、インスタントラーメンの歴史

について知った他、さらに DIY で自分だけのインスタントラーメンを作った。また人民大学の学生との交流を通じて、彼が

訪れた横浜美術館の展示内容が豊富で、様々な流派の展示の他、展示内容の変更の頻度も高いことを知った。中国は
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こうした点についてさらに強化すべきだと思う。首都の北京であっても、こうした美術館や博物館の数や質のいずれも不

十分であり、他の都市については言うまでもない。美術館や博物館は一つの国のソフトパワーの表れであり、子どもへの

教育や情操教育に非常に重要であることから、重視していくべきである。

以上が私の話したい三つの事柄であり、その他の細かな部分についてはスペースの都合により割愛する。この三つに

ついては実際には 「技術」 とは言い難いかもしれないが、私が日本においてとても優れていて私たちに足りないと感じ

た部分である。若者は天下を胸に抱き積極的に思考するべきである。自分たちの努力を通じて祖国に貢献できることを

願っている。

大学名： 国際関係学院
氏　名： 張会

テーマ： 1.国民性についての理解
 4.日中間の交流 

日本での数日間では、日本の経済、文化、人文等について全面的に理解できたとは言えないが、私自身の体験とし

ては日本に対する印象はより深くなった。

まず最も印象深かったのは日本の秩序であった。ショッピングモールであれ地下鉄駅や道路であれ、通行人は整然と

列を作っていた。ホストファミリーと訪れた観光スポット、ショッピングモールや地下鉄のいずれにおいても日本国民の自

覚が感じられ、大声で騒いだり列へ割り込んだりといったことはなかった。そして、ホストファミリーは私が行きたい場所、

食べたいものを尊重し、それらの場所を苦労も厭わず案内してくれた。上野公園近くの歴史資料館では展示されていた

玩具に興味を持ち 30 分近くパズルをし、最終的に完成はしなかったが、ホストマザーはそれを待っていてくれただけで

なく、時折手助けもしてくれた。私は日本を訪れる以前にすでに日本人の思いやりの性格については知っていたが、実

際にそれを体験するとやはりとても感動した。

二つめは日中間の交流であった。大学において学生らとグループ討論をした際、各自が自分の国の大学入試制度

や就職活動における課題について述べる中で、多くの共通点と相違点を発見することができた。日本では学部を卒業し

た後大部分の人が就職をするが、中国では大学院への進学や海外留学をするケースが比較的多い。一橋大学での討

論においては、大学に入学する上で日本の浪人生はその年の学生と同等の機会を有していることを知ったが、中国の

一部の大学では浪人生は募集しない。討論の結果分かった相違点から見て、日中双方とも相手側について学ぶことの

余地があり、こうした学習は各人同士の交流や意思疎通によって実現するものだと言える。

短期間では日中双方の違いについて完全に把握することはできないが、今回の訪問においては日本人のマナーや

思いやりといった側面を目にすることができた。そしてこの点もまた双方の交流によって実現したものである。

大学名： 国際関係学院
氏　名： 戴泳豪

テーマ： 4.日中間の交流 

日中間の交流は増加を続けているが、依然として多くの問題を抱えている。例えば、日本から中国を観光で訪れる人

の数は毎年約 40 万人と極めて低い水準のままで、中国から日本を観光で訪れる 800 万人という数字に比べるとあまり

にも低い数字である。こうした現実は、中国人の日本への印象が良くなる一方、日本人の中国への印象は特に変化して
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いないという状況をもたらしている。日本から中国を訪れる観光客の数が低迷を続けることについて三井物産の日中研

究所の研究者に質問をしたところ、一方では日本の人口の減少、もう一方では各年代の旅行先の違いといった原因が

あり、現在日本の若い男性は海外旅行を好まず、若い女性は 「韓流」 文化の影響から韓国へ旅行に行くことを好み、

また比較的裕福な高齢者の多くは中国へ旅行に行くことを好んでいる。そして、中国が日本人観光客を呼び込みたい

のであれば、日本の若い女性向けの PR を強化すべきとのことであった。

もちろん、観光は日中間の交流の一つの側面に過ぎない。私は、大学生訪問団のような民間交流もとても大切だと思

う。なぜなら未来は若者が主役であり、若者が持つ態度は両国関係の先行きを大きく変えるからである。両国の若者が

正しい情報を獲得し、双方が友人となれることを意識し、その観点もしくは認識を多くの身近な人に紹介することは非常

に重要だと思う。
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関西空港：到着ロビーに出たころは、24時を回っていま

した。お疲れ様！

積水ハウス納得工房：到着後、吉田さん（左側）、王さん

（右側）の説明を聴く。

積水ハウス納得工房：積水の塔の前で、左端　吉田、

吉井、王さんも交え記念撮影。

京都大学：吉田国際交流会館内で、交流会、現代社

会の課題につき、真剣な討論。

京都大学：時計台記念館の前で、朱丹団長と川添副

学長を中央に、記念撮影、交流会も終わって、満足感

に満ちた表情。

高台寺：両脚を組み、両手で印を結び、呼吸を整え、

打座する。静寂が訪れる。中央は、浄因法師。

視察・交流先、行事
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高台寺：茶道体験では、教わった、お手前通りに、抹

茶を頂きました。

周恩来総理記念詩碑：雨中嵐山の詩を一同で朗誦した

後、記念撮影。

箱根湯本温泉：宴の前に、朱団長を中心に、全員浴衣

姿で、整列して集合写真。

日立製作所中央研究所：新原氏から、中央研究所の

設立とその理念を聴く。

日立製作所中央研究所：昼食時まで、研究開発グル

ープの皆さんと質疑応答、左から、新原氏、劉さん、安

部氏、孫氏、王さん、武さん

一橋大学：Mercury　Tower内7階会議室内で、討論。英

語3班のテーマは、行って見たいインターンシップの日

中比較。
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一橋大学：懇親会が終了し、全員笑顔で記念撮影。中

山さん（前列左）長い間　お世話になりました。

みずほ銀行：本店勤務の中国社員　湯氏、胡さん、劉さ

ん、黄さんと中国語で、自由に意見交換。

みずほ銀行：朱団長も法被を着て記念撮影。左側が、

橋本執行役員、右側が、中西部長。

日比谷松本楼：小坂代表取締役社長から、梅屋庄吉

夫妻と孫文夫妻の交友秘史を聴く。

日比谷松本楼：入口前で、小坂社長が入って、記念撮

影。

中国大使館：張亜強参事官から中日友好の意義につ

き、講話を聴く。
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中国大使館：玄関前で、張亜強参事官を中心に、記念

撮影。

三井物産：小林グローバルソーシャル事業室長の名司

会で、開会、進行。

三井物産：懇親会後、記念撮影。朱団長の右側が、ホ

ストの白江サステナビリティ経営推進部長。

ホテルニューオータニ：逆井氏から、ホテル内の生ゴミ

が、100％堆肥化される話を聴く。

ホテルニューオータニ：エコツアーが無事終わり、庭園

の滝の前で、記念撮影。

歓送会：最後に、出席者全員で、記念撮影。朱団長の

右側が、伊澤理事長、左側は、杉田専務理事。
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開成町あじさいまつり：藍染に挑戦、おばあさんの手つ

きを真似て、仕上げの「洗い」の最中です。

二階建てバス観光：東京駅から、都内観光。気分爽快な

一時でした。

皇居：5月から、令和に改元された由、やや厳粛な面持

ちで、皇居前に立ちました。

東京タワー：小さな女の子の目線に合わせ、さっと蹲踞

して、Vサイン。

鎌倉の大仏：「美男におわす夏木立かな」、仲良くなっ

た小さな女の子は、お疲れの様子でした。

東京スカイツリー：人気のマスコットキャラクター、ソラカ

ラちゃんが近づいてきたところを逃さず、１枚。

ホームステイ
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