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第９回大垣市小・中学生中国・邯鄲市研修派遣事業
団員名簿（学年、五十音順）

宇留生小学校 校長1

11 団員 女 江東小学校 6年

10 団員 男 興文小学校 5年



平成29年度フレンドリーシティ交流事業

派遣期間：　平成29年8月17日（木）～8月23日（水）の7日間
派遣人数：　12人（引率者3人(団長1人、総務2人）、小学5・6年生9人）

月　日 現地時間 交通機関 朝 昼 夜

5:15 スイトピアセンター集合

5:30 大垣から出発

7:00 中部国際空港到着後、搭乗手続き等（旅行会社担当者のサポート）

9:00 中国国際航空（CA160）中部国際空港発（北京空港へ）

11:35 旅行会社手配バス 北京到着後、見学(動物園、頤和園、天安門)

【ホテル泊（北京①）】

10:15 高速鉄道（G6741） 北京西駅より邯鄲東駅へ

12:38 邯鄲市手配バス 邯鄲東駅到着後、外事弁公室表敬訪問、歓迎会

【ホテル泊（邯鄲①）】

≪邯鄲市プログラム≫

午前 邯鄲学院（ﾊﾝ　ﾀﾝ　ｼｪ　ﾕｨｱﾝ）ー地元の大学を訪問し、太極拳体験

午後 広府城（グゥｱﾝ　ﾌ　ﾂｪﾝ）ー邯鄲楊氏、武氏太極拳の発祥の地を見学

【ホテル泊（邯鄲②）】

≪邯鄲市プログラム≫

午前 邯鄲市博物館と叢台公園（ﾂｫﾝ　ﾀｲ　ｸﾞｩﾝ　ﾕｨｱﾝ）ー戦国時代趙国の

お城を見学

午後 邯鄲市専門学校を見学、交流、手作り餃子に挑戦し、当学校の

学生さんと餃子パーティー

【ホテル泊（邯鄲③）】

≪邯鄲市プログラム≫

午前 响堂山石窟（ｼｧﾝ　ﾀﾝ　ｻﾝ　ｼ　ｸ）ー30分くらい山登りしながら、

石に彫った数々の仏像等を見学

午後 磁州窑博物館（磁州窑ー宋元時代で盛んだったかまど）を見学し、　　

陶芸体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ホテル泊（邯鄲④）】

7:20 旅行会社手配バス ホテル発、バスにて邯鄲東駅へ移動

7:40 邯鄲東駅着

8:09 高速鉄道（G6732） 邯鄲東駅発、列車にて北京へ移動

10:30 旅行会社手配バス 北京西駅到着後、北京市内見学（故宮博物館、天安門城楼、

王府井）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ホテル泊（北京②）】

北京市内見学（万里の長城）

17:00 中国国際航空（CA159）北京空港発（中部国際空港へ）

21:00 中部国際空港着

バス 入国手続き後、バスにて大垣へ向け出発

23:00 大垣着後、解散
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百聞不如一見 

 

団長 大垣市立宇留生小学校校長 比留木 修 

 

 どれだけ本やインターネットで学んでも、現地に行ってみなければ分からないことがある。現地

でしか学べないことがある。また、個人の観光旅行ではなく、交流派遣団だからこそ学べたことが

ある。 

 派遣期間の１週間、このことを強く感じながら研修していました。 

  

 まず、私たちが驚かされたのは、人の多さと建物の大きさでした。北京空港から市の中心部に移

動する車中から見える風景は、近代的な高層ビルが立ち並ぶ大都会そのものでした。最初に訪れた

頤和園は、日本の史跡では経験できないほど広いものでした。また、北京市から邯鄲市へ移動する

際に乗車した高速鉄道では、空港と同じように厳重な手荷物検査がありました。駅舎には、警察官

はもちろんのこと、銃をかかえた軍関係の方の姿も見られました。日本では考えられないことです。 

 研修先の邯鄲市では、私たちの想像を遥かに超える温かく手厚いもてなしがありました。私たち

は１２名の派遣団でしたが、邯鄲市では外事弁公室（国際交流関係）のスタッフが常に４名と日本

語通訳スタッフが２名付き添っていただけました。先々の研修場所でも５名から１０名程度のスタ

ッフが対応してくださいました。また、少しでも実りある研修となるよう、太極拳大学の大学生と

の交流、国の重要文化財である石窟の見学、現地の小中学生との交流など個人旅行では到底経験す

ることのできない研修を充実した環境の中で提供していただきました。時には、普段は一般公開さ

れていない場所を特別に見学させていただくこともありました。 

 こうした研修を通して、邯鄲市の皆様の心づくしの対応に心から感動し、「よく分からない」と感

じていた国を、とても身近に感じることができました。 

 帰国の途では、「邯鄲の子どもたちが大垣市に来ることがあれば、精一杯のもてなしをしよう」と

口々に語り合いました。交流の絆を心から感じていました。 

 一方で、私たちはこの派遣期間中、北京空港以外の場所では一人の日本人にも出会いませんでし

た。まさに、中国という大国に飛び込んだという感覚です。身近に感じつつも、一方では、まだま

だ遠い国であることも知りました。 

 

 派遣団員の子どもたちにとって、中国での一

週間は間違いなく人生の大きな「糧」になるこ

とでしょう。行けば分かる。行ったからこそ分

かる。そうした学びを体感したことと思いま

す。この学びが、今後の派遣団員の大きな成長

の基盤となる意義深い研修であったことは間

違いのないことだと思います。 

 私たちに、このような学びの機会を与えてく

ださった大垣国際交流協会の皆様、心より歓迎

してくださった邯鄲市の皆様、支えてくださっ

た関係者の皆様に、心から深く深く御礼申し上

げます。 

 



一期一会 ～中国研修派遣団を引率して～ 

 

                   総務兼通訳 大垣市立南小学校 教諭 渡邊 竜也 

 

 初めて事前研修を行った７月。どんな子どもたちと一緒に中国に行くのだろう･･･そんな期待と

緊張の中、９人の派遣団の子たちと出会いました。最初はみんな互いに様子を伺いながら･･･しか

し、事前研修を繰り返す中で、いろいろなことを話し、共に活動することで、互いのことをよく知

り、仲を深めていきました。 

 そんな派遣団の子どもたちと中国で過ごした一週間は、本当に充実した時間でした。連日天候に

恵まれたこと、観光客が少ない日程で各地を回ることができたこと、そして何よりだれ一人と体調

を崩さず、明るく元気に一週間の研修を終えることができたことが何より嬉しいことでした。 

 中国に初めて訪れた私が一番驚いたことは、何を見てもスケールが大きいことです。頤和園や北

京動物園、天壇公園、故宮、そして万里の長城と、見るもの全て、本当にスケールの大きなもので

した。子どもたちはもちろん、大人も心から「来ることができてよかった」そう思える場所に訪れ

ることができ、感激でした。 

 中国・邯鄲の外事弁公室の方々は、私たち派遣団を本当に心から歓迎してくださいました。用意

されている中国の食事は本当に豪華で、一つ一つの対応も丁寧にしてくださいました。日本の岐阜

県大垣市の代表として邯鄲市を訪問できたことに喜びと共に、責任の重さを改めて感じました。 

 邯鄲市での滞在中、日本語を話すことができる中国人のスタッフの方が常に子どもたちのことを

気にかけ、対応してくださいました。子どもたちもすぐに打ち解け、仲良くなることができました。

邯鄲市から北京市へ戻る際の別れ際に、涙ぐみながら別れを惜しむ姿も見られました。 

 また、邯鄲市は太極拳の発祥地ということで、太極拳の学校や発祥の町を訪れた際には、生徒の

みなさんは、言葉が通じない派遣団の子どもたちに丁寧に、そして笑顔で太極拳を教えてください

ました。太極拳発祥の町である広府城で、団員と同い年の子たちが自ら団員と関わり、友だちにな

ろうとする姿が見られました。言葉の壁を越えて交流する姿、そして心が通じ合う喜びを感じてい

る様子に、私自身もとても嬉しくなりました。 

 中国の「星源」専門学校での交流も、私たち派遣団員にとって貴重な経験でした。私たちは事前

練習から意見を出し合い、一つのパフォーマンスを創りあげました。昔話「うらしまたろう」を中

国語で劇や紙芝居、ダンスを取り入れて行うという、決して簡単な内容でありませんでした。しか

し、事前研修の練習の成果もあり、団員たちは中国の子たちの前で堂々とやり遂げました。そして、

中国の子たちは、私たちのパフォーマンスを見て、大きな拍手を送ってくれました。その後の活動

や餃子パーティでの様子を見ていても、子どもたち同士で関係を築いていく様子がとても微笑まし

いものでした。 

 この中国での体験は、団員の子どもたちにとってはもちろん、私自身にとっても大変貴重なもの

であり、大切な思い出となりました。そして、中国での様々

な方との出会い、そして派遣団の一人一人との出会い、全

てが私にとってかけがえのないものとなりました。このよ

うな研修の機会を与えて頂きましたこと、様々な場でお世

話頂きました大垣市国際交流会の皆様、中国での様々な方

との出会い、そして派遣団員との出会い…研修に関わる全

ての方々との出会い「一期一会」に、感謝いたします。 

 



中国での研修を終えて 

 

総務兼通訳（公財）大垣国際交流協会 松原 玉林 

 

中国経済の発展は新聞やインターネットで見聞きはしていたものの、今回派遣団 5、6 年生 9 名

と引率者を合わせた 12 名でこの派遣事業を通して、中国が発展途上国から先進国にすっかり変わ

ったことを実感することができ、派遣された両国の子供達との交流により、お互いの国に対する理

解が深まり、将来に広がる中日両国の懸け橋が出来たのではないかと感じられたことは極めて大き

な収穫だと思います。 

 日本からの飛行機は定刻に北京空港に到着し、テレビで見たりしたことがある PM2.5の心配が全

く感じられない澄み渡った青空を目にし、嬉しいスタートが切れました。 

邯鄲市との交流プログラムでは、行く先々で心のこもったおもてなしを頂き、子供達ともども感

激の連続でした。どこに出向いても心からの笑顔で迎えて下さり、一抹の不安を抱えて日本を後に

した子供達のほっとした顔つき、さらに、嬉しそうで、生き生きとした表情を見る事ができ、これ

らは一重に邯鄲市のスタッフの皆様の暖かなお心遣いの賜物だと感謝の気持ちで一杯です。 

様々な交流の中でも、かけがえのない思い出となったのは、訪問先の専門学校に通っている同世

代の子供達とのふれあいです。まず、日本の子供達の想像を超えるハイレベルなパフォーマンスを

見せて頂き、次に日本の子供たちが、日本文化の紹介を兼ねて準備をしてきた演技を披露しました。

団員達は大人の心配をよそに、臆することもなく、皆練習してきた紙芝居や恋ダンス、歌を堂々と

披露することができ、私どもも感動しました。 

次の交流タイムには日中両国の子供達が、一緒に餃子を作って、食べて、笑顔一杯でケン玉や紙

風船で遊び、子供達にとって、とても充実したひと時に見えました。お互いに連絡先を教え合い、

文通を希望する子供も何人もいて、別れに際しては、「もっと遊びたかった」と口々に別れを惜しん

でいました。 

この７日間、団員達は一人一人が立派に小さな外交官の役目を果たし、大垣市と邯鄲市の友好の

架け橋になってくれました。これらの貴重な体験や交流、感動を生かし、物の見方、考え方を大き

く広げ、さらに成長してくれる事を私どもは願うばかりです。 

さらに、この経験を通し、私自身も両国に対する愛情が深まり、願わくば、両国の懸け橋になる

べく、力を尽くして参りたいと真摯に思うようになりました。 

今回の交流事業を皮切りに、両市の友好が末永く続くことを願い、将来、邯鄲市からの訪問団が

来日の際には、精一杯の真心でおもてなしをさせて頂きたいと思います。 

最後に、大変お世話になりました邯鄲市の関係者各位、この素晴らしい機会を与えて下さいまし

た大垣市並びに職場の皆様に心から感謝申し上げます。 

  

 



 

研修を通して学んだこと 

 

大垣市立北小学校５年 郡 隆吾 

 

 僕が研修を通して学んだことは、３つあります。 

１つ目は、交通のことです。日本では歩行者が優先ですが、中国では車が止まらず、横断歩道

を渡るときはなかなかタイミングがつかめませんでした。そして、バイクに乗っている人は、ヘ

ルメットをかぶっていない人がたくさんいました。自転車はいろいろなところにレンタル自転車

が置いてあり、バーコードをかざせば乗れるようになっていて、日本といろいろなところが違い

ました。 

２つ目は、建物のことです。観光しに行った所など昔なのに建物の作りが複雑で、今よりもす

ごかったです。そして、天安門の中などは、金がたくさんあって、すごく豪華でした。広府古城

の中には、家などがあって、建物は日本と同じような所もあれば、違うところもありました。 

  

３つ目は、食事のことです。中国では円卓が使われていて、料理が食べきれないほど出てきま

した。それを全部食べてしまうと、もてなしが足りないことになり、失礼なことになります。な

ので、料理が次から次へと出てきます。また、中国の料理は日本人にとっておいしいものもあれ

ば、食べられないものもありました。僕が特に気に入った料理は、小籠包でした。小籠包は、中

から肉汁がたくさん出てきて、美味しかったです。 

これらのことを、たくさんの人々に伝え、自分自身もさらにいろいろな国に行って、文化を学

びたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この研修でできた大切な友達 

 

大垣市立北小学校５年 後藤 大輝 

 

 僕は、広府城の中で、太極拳を学んでいた一人の子に話しかけられました。そこで中国語と日

本語の言葉が載っているガイドブックをほしいと言われました。話しかけられたときは、びっく

りしました。でも、中国の人と触れ合えるチャンスだと思い、ガイドブックを見せ、話しまし

た。その子たちは、とてもうれしそうな

表情をしていました。ガイドブックを渡

したときに、写真を一緒に取り、握手を

しました。中国の子と触れ合えて、中国

に新しい友達ができて、僕はうれしかっ

たです。 

 相手と話したいという思いがあれば、言

葉がすぐにわからなくても、触れ合うこと

ができることを、そして仲良くなれること

を学びました。この写真は、僕と彼らとの

友情の証です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国研修で学んだこと 

 

大垣市立北小学校５年 里 夏妃 

 

私が、中国へ行って学んだことは、３つあります。 

１つ目は、建築物が大きいことです。中国の建物はどれも大きいことを、中国に実際に行って知

りました。いろいろな中国の人が出入りするため大きいのかな、と建築物を見て思いました。最近

作られたものでも、大きかったです。スーパーや商店街なども大きかったです。大垣は、北京や邯

鄲よりも人口が少ないため、大きい建物はあまりありません。なので、びっくりしました。 

    
２つ目は、食べ物についてです。中国のレストランでは、次々に料理が出てきました。日本では、

出てきた料理をすべて完食することが礼儀正しいことですが、中国ではもてなしが足りないことに

なってしまうことを学びました。中国のレストランでは、美味しい料理が出てきて、私たちのため

に辛さを抑えたものがでてきました。テーブルは日本とは違い、回転テーブルで、日本ではあまり

見かけないものだったので、驚きました。中国と日本には、文化の違いがいろいろとあることを学

びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つ目は、「あいさつ」の大切さです。誰にでもあいさつをすると、返してくれるということで

す。日本で生活をしていて、あいさつをしても返してもらえないことがあります。でも私は、中国

で自分からあいさつをして、仲良くなった人がいます。そして、そのまま会話をすると、なんとな

く会話の内容が分かって、とても楽しくなりました。あいさつは大切なことだと思いました。恥ず

かしくても、思い切ってあいさつをしてみるといい気分になることを学びました。日本でも、自分

からあいさつをいっぱいし、自分の伝えたいと思う気持ちを表し、相手に伝えたいです。 

      



中国で学んだこと 

大垣市立南小学校５年 中村 心季 

私は中国で学んだことがあります。 

それは、友達になるのには言葉はいらないということです。私は現地の子3人と友達になりまし

た。でも、最初はたった３人と思ったけれど、よく考えると言葉も通じなくてお互いに何を話し

ているか分からない子同士が友達になれたのはすごく良い事だと思いました。 

  

この時に思ったことは、言葉が分からなくても表現や表情などを使ってコミュニケーションを

することで何人でも友達を作れることに気付きました。また、私は言葉が分からないからといっ

て友達になるのを諦めるのではなく、自分から一歩踏み出し、友達になろうと思って関わること

が大切なんだと思いました。 

 

 このことに気付いた私は、これからの学校生活にも活かしたいと思いました。学校にいるときな

ど自分の気持ちや想いが伝わらない時は、表現を変えてみたり、表情を豊かにしたり、自分の伝え

たいと思う気持ちをまっすぐに表し、相手に分かってもらえる様に努力したいと思いました。 

  



研修を終えて感じたこと 

 

大垣市立赤坂小学校５年 林 暖乃 

 

この中国の研修に参加して、いろんな場所に行かせてもらいました。観光で行った中には、古い

ものがたくさんありました。万里の長城は約２千年前に作られました。男坂を 650段ほど登りまし

たが、どこまでも果てしなく続いていて、こんなものをそんな昔にどうやって作ったのかとおどろ

きました。他にも約３千年前に作られた橋が、くずれることなくとてもきれいでおどろきました。

きれいなままでいられるのも、中国の人たちが昔の物を大切にしているからだと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は中国で、ガイドさん、バスの運転手さん、通訳の人、山登りで訪れる先の町長さんと教育長

さん、専門学校の先生や生徒さん、太極拳の先生や生徒さんたちなどたくさんの人に出会いまし

た。私たちをお世話してくれた人や、いろんなことを教えてくれた人は、とても気をつかってくだ

さり、とても親切にしてくれました。 

そんな出会うことが初めから分かっていて、私たちのことを知っている人達はもちろんのこと、

それ以外にスーパーの人、ホテルの人、街で出会った人など私たちのことを知らない人たちも優し

くしてくれました。私は、中国はとてもいい国だと感じました。 

最初、私の中国に行く前のイメージは、怖くて強そうな国でした。だけど、行ってみて感じたの

は全くそうではありませんでした。他の人の判断やイメージや意見に流されるのではなくて、これ

からは実際に自分で見たり聞いたりして感じたりすることを大切にしたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



研修を終えて 

 

大垣市立赤坂小学校５年 増田 虹帆 

 

私は、この研修を通して、日中の違いや共通点を感じました。例えば「食事」です。日本の机は、

四角や丸の机ばかりだけど、中国は、回転テーブルだということです。そして、日本の料理は、さ

っぱりした物が多く、油を使った料理が少ないけど、中国の料理は、辛く、油を使ったものが沢山

ありました。私は、油が多い料理ばかりなので、びっくりしました。 

   
 私は、中国の文字を見ていて日本と同じ漢字があ

る事に気付きました。学校の授業で漢字の音読みが

あるものは中国からきた漢字と習っていたけど、同

じ漢字を使っている所をみて、日本と中国はつなが

っていると感じました。私は中国も日本の漢字を使

う文化があり、同じような漢字を使っていることに

うれしく思いました。今後は日本と中国の関係、文

化、歴史をもっと調べ、交流に活かしていきたいで

す。 

中国に対しての印象は、行く前はずっと「日本の

文化が一番」と思っていたけれど、いざ行ってみる

と中国の方はとてもやさしく、楽しい方々で中国の

ことが好きになりました。今の中国の印象は、「明

るくて楽しい良い国」になりました。 

私は、この研修を通して中国の良さに気付くこと

が出来ました。だから、また中国の方と交流をとお

して「中日友好」を目指していきたいと思いまし

た。 

 

 



 

研修で五感を使って学んだこと 

 

大垣市立興文小学校５年 家倉 隆慶 

 

 僕が研修で五感を使って学んだこと、驚いたことは４つあります。 

１つ目は、交通についてです。いろいろな自動車が道路を通っていて、特に高級車が多かったで

す。急いでいる車は、追い越し車線をたくさん使います。びっくりしました。中国では、車も多い

ので、車線がたくさんあります。信号もほとんど車線式です。自転車もすごい数です。中国の方々

は、自転車を日常生活の主な乗り物としているのです。横断歩道を渡るときには、車の様子をうか

がいながら渡らなくてはなりません。どきどきした体験でした。 

２つ目は、料理についてです。中華料理は、世界３大料理の１つです。とてもカラフルな料理

や、日本ではあまり出てこない料理もありました。僕が一番好きな料理は、小龍包でした。小龍包

は、中の汁がおいしかったです。 

３つ目は、文化についてです。日本とは違う文化がたくさんありました。とても独特な文化があ

り、びっくりしました。特に驚いたのは、万里の長城と、太極拳です。万里の長城では、何十年も

かけて命がけで作られたものであるということがすごいと思いました。太極拳は、一つ一つの技が

ゆっくりだけれど、動きがそろっていて、思わず感動してしました。太極拳体験ができてよかった

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つ目は、建物についてです。中国の建物は、日本でも作れないようなカラフルな建物がありま

した。特に故宮は、建物の大きさに驚きました。あのカラフルな木材一つ一つに意味があるという

事を知り、さらに驚きました。金も使われていて、お金がかかっているんだなと思いました。 

この研修を経て、中国の人々の伝統や文化、日常生活について知り、驚きました。研修で学ん

だことや驚いたことを、僕からいろいろな人々に広めていきたいと思います。 

  



いろいろなことを発見した研修 

 

  大垣市立江東小学校６年 内山 侑 

 

私は、中国の北京市・邯鄲市で１週間充実した時間を過ごしました。楽しい時間でもあり、慣れ

ない場所でもあったので、日本に帰ってくると、とても安心しました。 

私がこの１週間の研修を通して得たものは、２つあります。 

１つ目は、仲間との絆です。最初は、派遣団の９人の仲間とうまくやっていけるのかな、と不安

な気持ちもありました。けれど、事前研修や一週間の研修の中で、みんなと仲良くなれて、嬉しか

ったです。特にパフォーマンスの練習では、頑張って紙芝居を読む練習をしたり、みんなで踊りの

練習をしたりすることができました。仲間との絆があったからこそ、とても楽しい研修になりまし

た。 

 

２つ目は、五感で味わうことの楽しさです。私達の研修の目標に「五感で楽しもう」という部分

があります。中国での一週間は、本当にその通りで、毎日新しいものを見たり、言葉を聞いたり、

中華料理を食べたり、自然や文化に触れたり、中国のにおいをかいだり…と五感を使って中国を楽

しむことができました。本当に疲れたけれど、中国に実際に行かないと味わうことができないこと

がたくさんありました。 

    



発見と驚きの中国研修 

 

大垣市立日新小学校６年 名和 薫乃 

 

 中国には、長い歴史のある建物があるため、パワースポットとされる場所が多くあります。中

には、さわると器用になる壁や、勉強ができるようになる大仏などがあり、たくさんの観光客で

にぎわっていました。 

 また、中国にとって赤色は欠かせない色だそうで、町には赤色の物が多かったです。赤は、お

祝い事などでは欠かせない色で、結婚式で白いウェディングドレスを着ても、お色直しの後には

赤いドレスを着ます。ご祝儀を入れるポチ袋は、赤色しかありません。旧正月には、町全体が赤

くなったかと思うほど、赤色であふれかえるそうです。 

 このように中国では、赤色を好んで使い、白色は縁起の悪い色となっています。反対の日本で

は、白色が縁起のいい色で、赤はあまりよい色とされないことがあります。そこは、日本と大き

く違うところだと感じました。 

   

 これ以外にも、おもしろい発見がありました。中国では、回るテーブルの上に食べ物が置いて

あり、大勢で食事をしていても、無理なく料理を手に取ることができる工夫があります。また、

中国の建物を見ていると、色で身分の違いを示しているものもありました。北京の天壇公園で

は、青い屋根が神様の住むところで、緑の屋根が人間の住むところとなっていて、驚きました。 

     

 私は、この研修を通して、これまで自分が当たり前だと思っていたことが、必ずしもそうでは

ないということに気づきました。国によって習慣や文化などが違うことは知っていましたが、こ

うして実際に体験してみることで、改めて実感できました。国によってそれぞれ違っても、どち

らが正しいということはありません。その違いを正しく理解し、自分の国の文化と、他国の文化

を互いに尊重する意識を高めていくことが必要だと感じました。私にとってこの７日間は、様々

な発見があり、とても充実した研修になりました。この研修を支えてくださった多くの方への感

謝の気持ちを忘れず、この経験をこれからに生かしていきたいです。 



１日目 ～日本から中国・北京へ、頤和園、北京動物園～ 

 

大垣市立興文小学校５年 家倉 隆慶 

 

 １日目、まずは大垣市にて出発式を行いました。そのときから、中国に行けるというきもちばかりが

沸いていました。飛行機の中では、ずっと景色ばかり見ていました。中国に着くと、北京のガイドさん

が迎えに来てくれました。 

中国に来てびっくりしたことがあります。一つ目は、車のナンバープレートを６種類見つけることが

できたことです。二つ目は、車の運転席が日本では右ハンドルだけれど、中国では左ハンドルだったこ

とです。三つ目は、食事で円卓がある机を使うことです。中国では、円卓は朝食以外では全て出ていま

した。 

中国に到着後、すぐにバスに乗り、昼食を取りました。昼食は、中国で初めて食べる食事でした。ま

ずは、飲み物の炭酸の違いに気づきました。中国ではスプライトが「雪碧」と書いてありました。食事

でおいしかったのは、アヒルの肉やようかんです。 

   

次に、頤和園に行きました。頤和園とは、かつ

ての中国の皇帝の別荘です。中国の建物は、どこ

までも派手でした。玄関のところなどでは、キリ

ンの銅像がありました。次に行ったのは、お寺で

す。でも、遠くからしか見られませんでした。そ

こから見える池の蓮の花が見事でした。そこで休

憩した後、電話博物館の中に入りました。皇帝が

使った電話がありました。  

頤和園の見学が終わったら、バスで移動して、北京動物園に行きました。パンダが二匹いると思って

歩いていたら、三匹目もいました。とてもうまく隠れていたので、びっくりしました。そのほかのパン

ダは寝ていました。パンダを見た後に、お土産をたくさん買いました。 

 １日目を通して、初めての中国の雰囲気を五感で楽しむことができました。残りの６日間の研修も楽

しみになりました。 

  



２日目 ～北京市から邯鄲市へ高鉄での移動、歓迎会～ 

 

大垣市立北小学校５年 郡 隆吾 

僕たちは、２日目に北京市から邯鄲市に向かいました。北京西駅はとても大きく、駅に入るとき人も

たくさんいました。お金を求める人がいて、豊かな人もいれば、貧しい人もいるんだと思いました。新

幹線は高鉄という名前でした。乗る前にセキュリティーチェックがしっかりされていました。荷物の一

つ一つまでチェックされ、パスポートも確認されてとても厳しかったです。そして、高鉄は、時速 300km

越えで、すごく早かったです。 

   

 北京市から邯鄲市に着くまで、２時間ほどかか

りました。高鉄の中では、トランプをしたり、外

の景色を眺めたりして過ごしました。北京の駅や

邯鄲の駅はとても大きかったです。邯鄲の駅に着

いてから、邯鄲市の担当の方々などいろいろな人

が迎えてくれました。邯鄲市は、北京市よりは田

舎だけれど、大垣市よりは都会で、大きな町でし

た。  

  

邯鄲市のホテルの近くには大きなスーパ

ーやデパートがあり、たくさんの人が買い物

をしていました。そこで買い物をしました。

日本語を話すことができるスタッフがいつ

も僕たちに親切にしてくださって、とても助

かりました。中国のお店の雰囲気は、日本と

似ていて、日用品から食料品、洋服などいろ

いろなものが売っていました。中国では９月 

に学校が始まるため、それに向けて小中学生

へのセールが行われていたため、新学期へ向

けた準備がされていました。 

夕食は、ホテルで邯鄲市担当の方たちと一

緒に食事をしました。僕たちを歓迎しようと、

とても豪華な食事が用意されていて、びっく

りしました。鍋料理や野菜の炒め物など、口

に合う料理がたくさんありました。  

 



３日目 ～邯鄲学院（太極拳体験）、広府古城訪問～ 

 

大垣市立赤坂小学校５年 林 暖乃 

 

３日目の８月１９日は、邯鄲学院見学（太極拳体

験）と広府古城見学をしました。 

邯鄲学院では、太極拳の生徒さんたちが私たちの

ためにたくさんの型を披露してくれました。太極拳

はいろんな動きがあって、ゆっくりで落ち着いてい

る体操みたいなものもあれば、すばやく飛んだりす

る試合みたいなものもありました。それに剣を使っ

た型もあってとてもかっこよかったです。私が想像

していたのは、柔らかい感じの動きでしたが、まっ

たく違う激しい動きもあっておどろきました。 

 

太極拳体験では、型を披露してくれた生徒さんたちが

やさしいけれど、しんけんに教えてくれました。話もた

くさんしてくれたけど、中国語だったので何を言ってい

るのか分からず大変でした。言ってることが分かるよう

に、もっと中国語を勉強したいと思いました。 

 

その次に、広府という町の古城へ行きました。広府は

楊（よう）先生が作った太極拳発しょうの地で、その太

極拳のことを、楊式太極拳と言います。広府には大きな 

    楊先生の銅像が建てられていました。 

 

 広府古城の中には、少し小さな広場がありました。

そこは昔、戦争の時に城を守るために、敵をその小さ

な広場に誘い込み、閉じ込めて上からおそう場所でし

た。ガイドさんからそう説明された時、自分がいる場

所がそんな場所だったと知り、少し怖くなりました。 

 

 太極拳は、すばやい動きのもあるけど、ゆったりと

していて、とても健康的でいい運動だと思います。だ

から中国の人たちは、太極拳が好きで健康な体で長生

きできるんだと思いました。そしてそれを作った楊先生も、みんなから愛されているんだと感じま

した。 

 

 私たちはいろんな訪問場所で中国の人たちに、たくさん親切にしてもらいました。どこへ行って

も歓迎してもらえ、とてもうれしく思いました。この研修に参加できて本当に良かったと思います。 

 



４日目 ～邯鄲市博物館・公園・お城・交流～ 

              大垣市立南小学校５年 中村 心季 

 

４日目に邯鄲市の色々な所を見学・交流をしました。 

午前中に、邯鄲市博物館・叢台公園・お城をメインで見学しました。叢台公園は日曜日ということも

あり、たくさんの人々が集まりにぎわっていました。スポーツをしたり、ダンスをしたりする人がたく

さんいました。お城は公園の真ん中にあり敵から身を守るような工夫がされていました。赤い布に、自

分の願い事を書くと叶うというパワースポットに行って、１人１人願い事を書きました。とても楽しか

ったです。 

   

お昼ごはんは、中国の伝統であるお粥と、小籠包をたべました。小籠包を食べた感想は、日本でいう

肉まんでした。おいしかったです。 

午後は、邯鄲市の専門学校で現地の子たちと交流をしました。 

   

まず、現地の子たちのパフォーマンスをみました。中国の有名な詩を読んでもらったり、琴を弾いて

もらいました。特に、琴の発表は日本で聞いたことのない音楽を弾いていたのですごいと思いました。

次に私達のパフォーマンスを見てもらいました。私達は、大垣紹介と日本の昔話である「浦島太郎」を

中国語で披露しました。また、去年流行った恋ダンスも踊りました。 

   

たくさん練習して中国へ行ったので大成功でした。終わった後に「じょうずだね」と言ってもらった

ので、うれしかったです。最後に現地の子と餃子パーティーをしました。現地の子が優しく教えてくれ

たので、美味しい餃子を作る事が出来てよかったです。食べた後に一緒に遊びました。紙風船や折り紙

などの日本の伝統的な遊びをやって、日本のことを知ってもらえたのでよかったです。 

     



５日目 ～响堂山石窟、磁州窑博物館 訪問～ 

 

大垣市立赤坂小学校５年 増田 虹帆 

 

私は、邯鄲市訪問５日目に响堂山石窟（シァン 

タン サン シ ク）と磁州窑博物館（磁州窟一

宋元時代盛んだったかまど）に訪問しました。訪

問場所では山登りをしました。山登りをした際に、

中国の方々のやさしさを感じました。私と内山さ

んがおくれて登っていた時に中国人ガイドの方

が待っていてくれてうれしく思いました。また、

山登りでは到着すると非常に大きな達成感があ

り、「登って良かった」と思いました。そこには、

石の像が多くあり、その中には勉強の神様も有りました。勉強の神様は形が立方体と聞いていまし

たが、実際に見るとあまりの大きさに確認をすることが出来ないぐらい大きな像でした。また、勉

強の神様にはみんなで勉強が出来る様にお願いをしました。 

 

そして、普段は入れてもらえない場所にも入れてもらえ色々なものを見ることができうれしく思

いました。そこには、小さな仏像が多く並べられていましたが、広く暗い中を歩いて見学する事で

仏像の大きさや数を実際に知る事が出来ました。 

 

 磁州窑博物館では、有名なかまどや「当時のく

らし」を再現したものもありました。どれも今ま

ではよく知らない物ばかりでしたが、見ることで

非常に興味をもち日本に帰ってからじっくりと調

べてみたいと思いました。 

 

 とう芸体験では、磁州窑博物館で見たかまどが

有りました。実際のものは想像以上に大きく、な

ぜか中には割れたお皿が有りました。とう芸体験

の際に職人さんはかんたんそうにやっていたけど、いざやってみると非常にむずかしく苦労をしま

した。 

 

 体験の後にブレスレットを 1人 1ついただきました。とてもカラフルだったからうれしく、大切

にしたいと思いました。 

 

 私は見学を通じて、知らない事が多くあることに気づきました。そして５日目の研修で日本と中

国の違いを感じました。中国では有名な事でも日本ではあまり知られていない事が多くあり、今後

このような海外の交流が有る様な場合には、もっとしっかりと調べてから行きたいと感じました。

中国への国際交流に参加でき、とてもうれしかったです。 

 



６日目 ～天壇公園、天安門、故宮博物館、王府井～ 

 

大垣市立日新小学校６年 名和 薫乃 

 

 ６日目に邯鄲市から、北京市に高鉄に乗ってもどってきました。私たちは北京市で、天壇公園、天安

門、故宮博物館、王府井の４つの場所に行きました。 

 天壇公園は、大きな建物がある公園で、世界遺産にもなっています。公園はとても広く、大勢の人が

見学に来ていました。建物では、模様一つ一つが丁寧につくってあり、青い屋根が、神様の住むところ

で、身分の違いを示しています。 

   

 天安門は、故宮の正門であり、正面には毛沢東の大きな肖像画がかざられていました。兵隊が並んで

行進をしていました。かけ声をかけて動きがそろっていたので、迫力がありました。雨が降っていて頭

にレインボーアンブレラをつけている人が多かったです。 

 

故宮とは、北京市にある旧王宮で、歴史的建造物

です。世界遺産に認定されています。大きな建物が

たくさんあり、おどろきました。今から 1600 年ほ

ど前に、王とたくさんの交際相手が住んでいるとこ

ろもありました。王がディナーのときに一緒に食事

をする相手を選んでいたそうです。  

 

王府井はバスからの観光でした。ユニクロのよ

うな日本のお店や、アップルストアなどのアメリ

カのお店もあり、日本と同じお店もたくさんあり

ました。飲食店などのほとんど入口には、重たい

ビニールカーテンがあり、日本と違うところです。

エアコンがついているため、店の中にエアコンが

効くように工夫されているそうです。 

６日目の見学を通して、文化の違いを知りました。中国は、色と建物の大きさで権力の強さを示して

いるように感じられ、驚きました。 

 



７日目 ～万里の長城、中国・北京から日本へ帰国～ 

 

大垣市立北小学校５年 里 夏妃 

 

私達は、北京・邯鄲市研修最終日に、万里の長城を登りました。万里の長城とは、宇宙から唯一見え

る地上の建築物です。一万キロメートル以上の長さで世界遺産にも登録されています。  

万里の長城には、女坂と男坂がありました。女坂は、とても景色がきれい

だそうです。私達は、男坂の方を登りました。男坂は、一段、一段が高く、

角度がとても急でした。それを一時間以内で登らなければなりませんでし

た。早いグループでは、少しずつ止まりながらもどんどん登っていきました。

遅いグループでは、ゆっくり一段一段慎重に登っていきました。 

みんな登っているときに話をしたり、景色を見たりしながら、楽しく登っ

ていました。登った先から見た景色は、とてもきれいで、自然がたくさん見

えました。また、人や建物がとても小さく見え、それだけ高いところに登っ

たんだなと思いました。  

降りるときは、登りよりもとても急で、怖かったです。走り出すと、なかなか止まることができま

せんでした。とても大きくて偉大な万里の長城に実際に行って、登ることができて、とても貴重な経

験をすることができました。 

  

全ての研修内容が終わり、北京空港へ向か

いました。中国での最後のお買い物では、熊

谷さんへのお土産や自分の家族へのお土産

などを買いました。 

５時に、中国を出発し、日本に向かいまし

た。飛行機の中で、皆は、機内食を食べたり、

寝たり、イヤホンで音楽を聴いたりと、三時

間を過ごしました。音楽を聴いていた人は、

とてもノリノリでした。日本につく時間は、

日本時間では、深夜の九時頃でした。皆と一

週間楽しく中国で勉強や遊び、生活などの事

を学びました。 

本当に充実した研修になったと思います。 

 

 



中国料理 グルメリポート 

 

大垣市立江東小学校６年 内山 侑 

 

中国で、はじめて食べる料理は、どんな料理が出るのか、楽しみにしていました。 

初めての歓迎会では、とても豪華な料理がでました。肉、野菜、魚、いろいろな種類の料理が並んで

いました。お店の人は、とても親切で、店長さんとも仲良くなりました。 

    

邯鄲の子どもたちと、餃子パーティーをしました。いっしょに、ニラと肉の餃子を作りました。邯鄲

の子供たちは、餃子を作るのが、とても上手でした。子供たちは、普段から家で餃子を作って食べてい

ると聞きました。ニラと肉の餃子を作りました。中国の子供たちは、スマホを使って、「ちょっと大き

いよ」とか教えてくれました。とても楽しかったです。 

   

五日目に、広東料理で飲茶を食べました。楽しみにしていた本場の小籠包を食べました。とてもおい

しかったです。私は、小籠包の食べ方を初めて知りました。本場の小籠包は、肉汁がたっぷり入ってい

て、とても熱いので、レンゲに乗せて、はしで割って、汁を出します。それから、汁を飲んでから、小

籠包を食べました。とてもおいしかったです。 

私が、日本と比べて思ったことは三つあります。 

一つ目は、食べ物をみんなで食べるということ

です。日本では、ご飯が一人一皿あるけど、中国

では、まとめてあって、そこからよそいます。私

は、はじめてなので、驚きました。 

二つ目は、日本と同じように、はしを使って食

べることです。中国のはしは、日本より長くて、

使いにくかったです。 

三つ目は、料理の種類です。中国は、日本と違

い、たくさんの種類の料理がありました。私は、  

とてもたくさんの料理があって、すごいなと思いました。 

 

 



僕が感じた、日本と中国の違い 

 

大垣市立北小学校５年 後藤 大輝 

 

 僕は、この一週間の研修で気づいた日本と中国の文化の違いが５つあります。 

 

１つ目は、交通についてです。中国では日本と違って、車の走る道路が左右逆だったので、最初

はとまどいました。ほかにも、信号はあと何秒後で変わるか示すものがありました。 

２つ目は、建物の色の使い方です。中国は日本と違って、建物に使われている色がバラバラでは

なく、統一感がありました。中国の建物は、赤色と黄色を主に使っていました。 

 

   

 

３つ目は、お金の差です。日本では高くて買えないものも、中国では安かったりします。でも、

日本の方が安いものもあります。中国で安かったものは、例えば日本で流行したハンドスピナーで

す。中国の値段は、２９元でした。日本円で考えると、約４６０円です。 

４つ目は、食事のことです。日本では食べないアヒルの肉などが使われていて、びっくりしまし

た。また、しゃぶしゃぶでは牛肉や豚肉ではなく、羊の肉が出てきました。羊の肉のしゃぶしゃぶ

もおいしかったです。 

５つ目は、食事のマナーです。中国の食事のマナーは日本と違い、食べ物は食べでしまわず残し

ておくことがマナーです。食べてしまうと、おもてなしができていないということになり、料理が

次々に出てきます。 

僕は、これからの日本とほかの国の違いを調べてみたいと思いました。 

 

   











 

 

第９回大垣市中学生中国・邯鄲市研修派遣事業 

派遣前研修スケジュール 
＜事前研修＞ 

 
＜事後研修＞ 

日時・内容 場所 

第 １ 回 ８月２８日(月) １０：００～１６：００ 

 報告パネル、報告書等の資料作成 

スイトピアセンター

男女共同参画活動室 

第 ２ 回 ９月３０日(土) １０：００～１６：００ 

 報告パネル、報告書等の資料作成 

 報告会の練習 

スイトピアセンター

男女共同参画活動室 

第 3 回 

 

 

 

報告会 

１１月１２日（日）９：００～１６：００ 

 報告会のリハーサル等 

 解団式 

 

 １１月１２日（日）１３：３０～１５：３０ 

スイトピアセンター

学習館 

 

スイトピアセンター

スイトピアホール 
 

日時・内容 場所 

第 １ 回 ７月２日(日)  １５：３０～１６：３０ 

 研修中の役割について 

 パフォーマンスについての説明 

 第２回事前研修について 

スイトピアセンター 

学習館 

 

第 ２ 回 ７月８日(土) １０：００～１６：００ 

 団の目標 

 パフォーマンスの決定・打合せ 

 中国について（調べ学習） 

スイトピアセンター

学習館 

 

 

第 ３ 回 ７月２６日(水) １０：００～１６：００ 

 中国について、中国語練習 

 パフォーマンスの練習 

スイトピアセンター

男女共同参画活動室 

第 ４ 回 ８月４日(金) １０：００～１６：００ 

一部、ベルギー派遣団と合同研修 

 中国語練習 

 国際交流に関する研修会 

 パフォーマンスの練習 

 出発式について 

スイトピアセンター

男女共同参画活動室 

第 ５ 回 

 

 

出発式 

８月１０日(木) １０：００～１７：３０ 

 中国語練習 

 パフォーマンスの練習 

８月８日 (月) １１：００～１１：３０ 

スイトピアセンター

男女共同参画活動室 

 

スイトピアセンター

特別会議室 

 

派 遣 期 間 ８月１７日(木) ～ ８月２３日(水) 
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