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はじめに 

 

 はじめまして。福島・中国高校生友好事業「あいでみ」 ７期上海交流リーダーを務

めさせていただきました、土井実です。この度はこの報告書を手にとっていただき、誠

にありがとうございます。報告書のはじめの挨拶ということで、私からは今年のあいで

みについてお話させていただきたいと思います。 今年のあいでみは、前年までとは

少し違ったものになったと私は思います。というのも、前年までは既にあいでみで１年

以上活動してきたメンバーが引き続き参加し、中心になって活動していく形をとること

が多かったのですが、今年はあいでみでの活動経験があるメンバーが１人もおらず、

経験が全くない状態からのスタートだったからです。そのため、私たちはサポートの方

やあいでみのＯＢ・ＯＧの方の助言を受けながら、自ら考え、活動をゼロから作り上げ

るほかありませんでした。 しかし、何もかもが全員にとって初めての経験、というこの

状態が結果として私たちらしいあいでみを作ることになったと思います。 例えば、活

動の基本である期限や時間を守ること、発言した人に対して積極的に意見を返すこと、

言語が違う人とでも誠意をもってコミュニケーションを取れば考えが伝わることなど、

失敗してみて初めて気づいたことが沢山ありました。 一方で、これまでのあいでみを

知らなかったために、「堅苦しくない楽しい報告会にしたい！」「今回交流して仲良くな

れた中国メンバーやお世話になった上海の学校のことを報告書にも取り入れたい！」

など決まった型に囚われない自由な意見が多く飛び交いました。 上手くいったことも、

失敗から学んだことも、これからの課題として残っていることも沢山ありますが、１年

間を通してあいでみ７期の活動が学ぶことの多い充実したものになったのは、支えて

くださった皆様のおかげです。深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
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夏交流 タイムスケジュール 

 

８月６日（月）  

１５：４３頃 東京駅到着 （新幹線で福島へ移動） 

１８：００頃 福島市到着  

１８：３０ 夕食 市内  

２０：３０ 市内宿泊場所到着 穴原温泉 月の瀬  

 

８月７日（火）  

８：００ 朝食  

９：００ 旅館出発  

９：２０ 西口集合（福島メンバー）  

１１：００ 日新館到着・体験  

１２：００ 出発  

１２：３０ 鶴ヶ城到着  

１２：４５ 昼食  

１４：００ 鶴ヶ城見学  

１６：００ 出発  

１７：３０～１９：３０ 夕食 郡山駅 ・お土産を買う ・日本メンバー解散  

２０：３０ 二本松着 ヘルシーパルあだたら  

 

８月８日（水）  

８：００ 朝食  

９：００ 福島メンバー合流  

９：３０ フィールドワーク① 昼食  

１５：００ 共有時間  

１７：００ フィールドワーク② 夕食  

１９：００ 共有時間・リソースマップ作製  

２１：００ 解散・自由行動  
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８月９日（木）  

７：３０ 朝食  

８：３０ 前日の振り返り＆ＨＰ作成①  

１２：００ 昼食  

１３：００ ＨＰ作成②  

１８：００ 夕食  

１９：００ ＨＰ作成③  

２１：００ 解散・自由行動  

 

８月１０日（金）  

７：３０ 朝食  

８：３０ ＨＰ作成④  

１２：００ 昼食  

１３：００ ＨＰ作成⑤  

１５：３０ 成果報告会準備（ヘルシーパルあだたら 会議室）  

１６：００ 成果報告会  

１７：３０ 振り返り  

１８：００ 夕食  

１９：００ お別れ会  

２１：００ 解散・自由行動  

 

８月１１日（土）  

７：００ 朝食  

８：００ 出発  

９：２３ 郡山駅発  

１０：４０ 東京着  

１１：０３ 東京発  

１１：５７ 空港着  

１４：５５ 出国 
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夏交流 

８月６日  

 中国メンバーが福島に来る日でした。福島メンバーは不安と期待を膨らませながら

２日目以降の交流に向けて買い出しや日程確認などの準備を行いました。 

 

８月７日 

 私たち福島メンバーが中国メンバーに福島について知ってもらおうと考えた観光ツ

アーをしました。ツアーは福島県の観光名所であり、福島の歴史や文化に多く触れる

ことができる会津で行いました。 日新館での赤べこ絵付け体験、お昼ご飯には会津

の名物ソースカツ丼、ご飯の後は班ごとに鶴ヶ城をめぐりました。 活動中はお互い

の学校のことや部活のことなどの話で盛り上がりましたが、上手く言葉が伝わらず悪

戦苦闘しました。お互いになんとか伝えようと英語と日本語と中国語があちこちから

飛び交いました。 会津観光のあとは郡山駅へ向かい、班行動でお土産を買ったり高

校生の鉄板ともいえるプリクラを撮ったりして楽しく交流しました。 少しずつお互いの

ことを知ることができた１日でした。 

 

８月８日 

 岳温泉でフィールドワークを行いました。その後の活動で必要な情報を得るために

岳温泉を実際に目で見てお店の方やお客さんに話を聞いてまわりました。フィールド

ワークは台風のため、短い時間で区切り数回に分けて行いました。岳温泉で長い間

お店を出している方に話を聞くことで私たちが知らない昔の岳温泉について知ること

ができました。また観光協会の方のお話で、岳温泉には「ニコニコ共和国」という独立

国を作った少し変わった歴史がある事が分かり、実際に資料を見せていただきました。 

フィールドワークを終えて、岳温泉について気づいたことなどを付箋に書き出して模造

紙にはり、考えをまとめる作業を行いました。出し合った考えを共有する時も言葉の

壁が大きかったです。中国メンバーが英語で話してくれているにも関わらず聞き取れ

ず理解ができないなどそれぞれがとても悔しい思いをしました。模造紙にまとめ終え

ると、リソースマップ作りに取り掛かりました。リソースマップは模造紙に岳温泉の地

図を手書きで書き、その地図にフィールドワークで気付いたこと、いいと思ったことを

かき書き出した付箋、フィールドワークで撮った写真を貼って作ったものです。しかし、

なかなか完成させることができず、夜中まで班ごとに集まって活動することでなんとか

完成させることができました。  
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８月９日 

 前日に完成したリソースマップをもとにＩＴプログラムを開始しました。今回は班ごとに

岳温泉に海外からのお客さんを呼び込むための架空のホームページを作りました。 

まず、ペルソナと呼ばれる架空のお客さんを各班でつくりました。ここでは、高校生の

親世代（４０歳代）の中国人をターゲットに、名前や年齢、家族構成、平均年収、趣味

などを設定し、ペルソナが岳温泉へ来たいと思えるようなアピールの仕方を深く絞っ

て考えることができるように細かく設定しました。 また、ペルソナを高校生の親世代

の中国人にしたため、中国メンバーと福島メンバーの両メンバーの親に宿泊先を選ぶ

時に何を重視するか実際に話を聞いたり、中国ではどこから旅行に行く際の情報を

得ているのかを調べたりして効果的なアピールの仕方を考えていきました。 ホーム

ページ作成にあたり、もとある岳温泉のホームページをみて良いところもっと良くでき

るところを出し合い発表し合いました。 そこから見えた改善点を活かして、大まかな

構成とデザインを決めました。班のメンバー同士で意見を出し合ったり、大人の方に

アドバイスをいただいたりしながら取り組みました。 自分たちのペルソナが興味を持

って岳温泉に来たい！と思えるようなホームページを作ろうと心がけました。ターゲッ

ト像を詳細にすることで絞り込み、たくさん意見を出し合い、協力して活動することが

できました。 
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８月１０日  

 前日に引き続きホームページの作成です。 フィールドワークやリソースマップ作成

などこれまでの活動を基にして、どうしたらペルソナを惹きつけることができるか、たく

さん話し合いました。 午前中は紙に書き出しながらの活動でした。１番話し合いが必

要な場面だったと感じます。自分の意見がなかなか伝わらなかったり、相手が言いた

いことが理解できなかったり、悔しいと何度も思いました。しかし、通訳の大学生を頼

ったり、英語を織り交ぜたりして、自分の意見を伝え、自分たちが作りたいと思うホー

ムページの完成が近づいてきました。 午後からは、パソコンを使っての本格的な作

成に入りました。自分たちだけではどうにもならず、大人の方に沢山アドバイスをいた

だきました。作成中にも、ここを変えたい、こうしたほうが良い、など変更点が出てその

度に話し合いました。役割分担をし、迫る発表の時間へ向けてパソコンとにらめっこし

ました。 発表では、各班が作ったホームページの紹介を行いました。ペルソナが違う

と目標になるものも違ってくるため、同じ「ホームページを作る」でも全く異なったホー

ムページが作成され、とても勉強になりました。 ホームページを１から作ることは本

当にわからないことが多く、ＩＴプログラムには、パソコンにこんな使い方があったのか

と新たな発見と学びが詰まっていました。 夜にはお別れ会をしました。プレゼント交

換や色紙作成、写真撮影などをして、言葉が通じないと悩んだ日が嘘のようにみんな

でお菓子を食べながら楽しい夜を過ごしました。  

 

最終日  

 中国メンバーと郡山駅でお別れです。 とても名残惜しかったですが、次は冬に中

国で！と言いながら笑顔で見送りました。 
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まとめ 

私たちが今回の交流で学んだことは話すことの大切さです。今回の交流中何度も中

国メンバーの話が理解できないことが多くありました。その際に諦めるのではなく自分

から分からないことを聞いたり進んで話しかけたりすることが必要なのだと感じました。

そうすることで班のメンバー全員が情報を共有することができました。この経験は今

後の生活に活かせるものだと思います。 
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冬交流 タイムスケジュール 

１２月２１日（金） 

１９：３０ 学校到着 

１９：４５ 夕食 

２０：１５ 歓迎会 

２１：３０ 解散 

 

１２月２２日（土） 

０９：２０ ディスカッション開始 

１２：００ 昼食 

１３：００ ディスカッション 

１７：３０ 夕食 

１９：３０ ディスカッション 

 

１２月２３日（日） 

０８：４０ ディスカッション 

１１：００ 発表会 

１２：００ 昼食 

１３：２０ 自由行動 （上海市内散策） 

２１：３０ 解散 

 

１２月２４日（月） 

０７：２０ 朝会 

０８：００ ディスカッション仕上げ 

０９：３０ 発表会 

１１：１０ 昼食 

１２：００ 校内自由行動 

１４：１０ 授業体験 

１６：１０ 上海市内で夕食 

１９：４０ 歓送会 

２１：３０ 解散 

 

１２月２５日（火） 

０５：３０ 復旦大学発 

１３：００ 成田空港発 
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  復旦大学附属中学と中国メンバーについて 

＊復旦大学附属中学 

復旦大学は中国の上海に校舎を構える総合大学で、私たちはその附属中学（日

本でいうところの附属高校）の生徒と交流しました。学生には、中国人のみなら

ず外国人留学生も数多く見られました。私たちが冬交流で実際に訪れてまず驚

いたのがその規模の大きさです。大学さながらの特別教室が複数存在したり、学

校の敷地内に立派な陸上の４００ｍトラックがあったり、中国でもトップレベ

ルの設備を持っていました。また、授業においても特別なカリキュラムを行って

います。復旦大学付属中学は中国と欧米の教育制度を取り入れたモデル校であ

り、世界の有名大学への進学率も高いです。冬交流では、体験の一環として中国

メンバーと体育の授業を受けたのですが、その自由性に富んだ授業形式に驚き

ました。復旦大学附属高校では大学のような形をとっているのか、授業を受けて

いる人もいれば、グラウンドでバスケをする人も見られました。このような大学

生活を見据えた制度が中国屈指の進学実績を生んでいるのかもしれませんね。  

 

＊中国メンバー  

夏交流：●陳瀛 ●蒋立凡 ●黄太和 ●秦翊蓁 ●柳海龙 ●王徐逊   

●蔡羽诺 ●方可一 ●孟嘉音 ●周宁 ●朱楷源 

 

冬交流：●陳瀛 ●黄太和 ●陳昕怡 ●張一弛 ●張予涵 ●陳宇程 

●周兆輝 ●陳周芷瑶 ●方路羽 ●邹宜晨 ●孟嘉音 ●蔣立凡 ●柳海龙 

●張蔡沫 ●方可一 ●徐姝祺 ●李佳佳 ●刘暁爽 ●王欣然 ●潘芷語 

●朱晶晶 ●陸大優 

 

今回交流した中国メンバーは全員が復旦大学附属高校生です。中にはとても

流暢に日本語を話せるメンバーもいて、語彙に関しても私たち日本人と同じか

それ以上に富んだメンバーもいて凄かったです。ディスカッションは双方英語

を用いて行いましたが、中国メンバーの英語力はとても高く、様々な面で助けて

もらいました。特に、プレゼンテーションの際には中国メンバーの流暢な英語と

パソコンを使いこなす技術もあり、素晴らしいプレゼンテーションを作りあげ

ることができました。夏交流では、そんな中国メンバーに圧倒されて自分たちの

意思を伝えきれませんでした。しかし、冬交流ではその反省を生かし、拙い英語
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であっても積極的に耳を傾け、発言しました。そういった面では、冬交流でのデ

ィスカッションは本当の“ディスカッション”だったかもしれません。それ以上

に言語を超えたコミュニケーションというものの大事さを学べたと思います。 

冬交流  

１２月２１日 福島メンバー移動日 

 この日の夜に復旦大学に到着し夏交流メンバーは感動の再会を、冬交流メンバ－

はドキドキの初顔合わせを果たしました。一人ひとり自己紹介をし大いに盛り上がり

ました。 

 

１２月２２日 

 この日は朝、見慣れない上海の街を徒歩で移動し小籠包を食べに行きました。流石

本場、とっても美味でした！ その後は班毎に分かれて、それぞれのテーマである食

に関する「マナ―」「値段」「生活習慣」「健康に対する意識」についてディスカッション

を行いました。事前に調べておいたことを持ち寄り、まず自分達は何を知りたいのか、

そのために何をしたら良いか、を明確にするべく話し合いを始めましたが、苦労したの

はやはり言語が通じないことでした。そのぶん、自分の伝えたいことが伝えられた時

の嬉しさは格別でした。 私達の班では、「マナーの歴史などを遡り、中国と日本での

相違点、一致点を見つける」ことを目標とすることになり、その後のディスカッションで

は様々な歴史に基づいてマナーの成り立ちなどについて、掘り下げていきました。国

や文化の違いがありながら、同じ探究心を持って意見をぶつけ合ったりするのは、と

ても楽しく刺激的な時間だったと感じます。  
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１２月２３日 

 中国に来てから３日目、私たちは朝からディスカッションをしました。中国メンバーと

英語を使って交流することで発見がありました。まず、英語が得意な人の特徴は、話

をしながら文を組み立てることができるという点にあるのだなと感心しました。次に、

何事も「ハート」が大事なのだと気づかされました。熱い気持ちには大きなエネルギー

があります。「上手く伝わらないというリスクがあるから、口に出すのをやめておこう」



 

 

 

 

14 

 

と、始める前から諦めるなんてとてももったいないことです。行動に移してみると変わ

ることがたくさんありました。どうやら、まずは目指してみないと何事もスタートしないよ

うです。 今回の交流で出会えたみんなはそれぞれ頑張っていて、キラキラしていまし

た。そんなメンバーたちと時間を過ごすことができて本当によかったです。 また、フィ

ールドワークは、班ごとに分かれて行いました。食の値段班はスーパーマーケットで

日本と中国の食品の値段を比べました。そこで日本の卵がとても安いことに気が付き、

背景を調べてみると、日本のニワトリが品種改良されて卵の生産効率が上がってい

るという発見がありました。自分が毎日生活しているはずの日本にはまだまだ知らな

いことがあるのだなと、改めて驚きました。異国を通して自国についての知識を深め

ることができ、新鮮な感覚を味わうことが出来たと思います。 

 

 

 

１２月２４日 

 中国に来て食事等にも慣れてきた４日目のこの日は、朝からディスカッションの総仕

上げの後、班ごとの発表を行いました。中国メンバーとそれぞれ助け合いながら、前

日までの調査の集大成を発表し、また異なった観点からの中国を知ることができたよ

うに思います。 午後からは、ディスカッションの班とは異なったメンバーで少し上海市

内を探索しました。高層ビルや近未来的な建物が立ち並んでいたのが印象的でした。

夕食には火鍋を食べました。高麗人参がそのままの形で入っていて面白かったです。 

夜は、中国メンバーとの最後の時間を過ごしました。伝統舞踊を見せてもらったり、歌

を送りあったりして、最後には土産交換をしました。共にしたのはたった数日間だった

にも関わらず惜別の情を抑えることが出来ませんでした。 
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１２月２５日 福島メンバー移動日 

帰国の日、中国メンバーは私たちを見送るために早起きして空港まで１２月２５日 

この日は朝五時半に復旦大学を出発しました。まだ夜の明けない時間にも関わらず、

寮から見送りに出て来てくれた中国メンバ－と互いが見えなくなるまで手を振り続け

ました。夕方には無事、全員帰国しました。ついてきてくれました。姿が見えなくなるま

で手を振って、別れを惜しみました。 

 

感想  

安積高校２年 土井 実  
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去年の夏、新しいことを始めてみたい、という思いから参加したあいでみの活動を通

してたくさんのことを学んできました。 夏交流では初めて会う中国の高校生と仲良く

なれるか、岳温泉のＨＰの試作を自分たちで作ることができるか、最初は不安でした。

しかし、実際に交流していくうちにメンバーと仲良くなることができ、岳温泉のＨＰも 

満足のいくものを作ることができ、とても思い出に残る交流になりました。 ４ヶ月後、

上海に渡航して冬交流を行いました。人数が増えたため、交流の準備に苦労しました。

しかし人数が多い分、みんなで知恵や意見を出し合って準備を進められました。冬交

流本番ではたくさん議論をして自分が今まで知らなかった中国や日本について知るこ

とができました。私たちは中国の日本と日本の中華料理について議論したのですが、

例えば日本で人気で当然中国でもよく食べられているだろうと思い込んでいたラーメ

ンは、実は中国ではそこまで頻繁に食べられているものではなかったり、私たちが普

段食べている麻婆豆腐などの四川料理は中国から伝わり日本で食べられるようにな

った時、だいぶ辛さを抑えた味付けに変わったりしたことなどを知り、衝撃を受けると

ともに、自分がどれだけイメージの中で生きているかがよく分かりました。また、積極

的に会話をしたり、文字やジェスチャーを使って自分の考えを伝えたりといった工夫を

することができました。メンバーと楽しく過ごすためには笑顔も大切だと気づきました。

伝える意思を持って、そのための工夫を考えれば言葉が違ってもコミュニケーション

は取れると学びました。 この１年間、あいでみの活動で学校や国を超えてたくさんの

人と関わることができ、たくさんのことを教わりました。これからは、今まで学んだこと

を生かし、他の人にも伝えていきたいです。 

橘高校 ２年 五十嵐理紗  
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 私たちは日本人、話し合う相手は中国人。双方にとって第三言語となる英語を使っ

てコミュニケーションをすることは、とてもとても大変でした。 ディスカッション序盤で

は自分の考えを思うように伝えることができずにいましたが、話し合いを重ねていくう

ち に、一番大事なのはハートなんだ、心なんだ！ということに気が付きました。この

発見によって、消極的だった 自分の行動が一気に積極的になりました。生きている

うちにこのことを発見することが出来てとてもラッキーだと思います。  

今回の冬交流後、人とのつながりで一番大事なのはハートだと強く思っています。あ

いでみに参加するまで、 私は人間関係の構築に消極的でした。簡潔に言うと、自分

から誰かに近づいて仲良くなったことがあまりなかったのです。誰かを遊びに誘うこと

もまれでした。 しかし、今回の冬交流で、心の中に「ハートが大事」という６文字が刻

まれました。シンガーソングライターの高橋優さんは彼の曲、「福笑い」の中で、 「き

っと此の世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う」 という歌詞を歌っています

が、きっとそうなのでしょう。日本で聴いていた時はなんとも思っていなかったフレーズ 

でしたが、あいでみに参加して異国の地を踏んだことでこの文に共感しました。 心が

持つエネルギーは言語の壁を越えます。どうせ上手く喋れないだろうと自分に見切り

をつけて他人との つながりを持つチャンスを絶ってしまうのも、もう終わりにします。 

来たる２０２０年には東京オリンピックが開催されます。以前の私では考えられないこ

とですが、もし私の目の前で、言葉の通じないような人が日本で困ったことに遭遇して

いたならば、そっと手を差し伸べたいと思います。 最後に、あいでみに関係する全て

の皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。  
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日大東北高校 ２年 武田亜依  

「メディアの情報が全てだ」とは思っていなくても、どこかでその情報を鵜呑みにし、

何かを決めつけていることはないでしょうか。私はメディアの情報のみで、中国は危な

い国と一概に決めつけていました。そんな私が「あいでみ」の冬交流に参加した理由。

それは「本当の中国」を自分の目で見たかったからです。上海交流中のグループディ

スカッションテーマは「食の価格」についてでした。食の値段の違いは何が起源なの

かということにフォーカスし、ディスカッションを進めていきました。私達のグループは

五角場というショッピングモールで調査をしました。私は中国人のペアの子と一緒に 

ＣｏＣｏ壱番屋のカレーにフォーカスしてまとめました。私にとって中国人と面と向かい

話すことも、専門的なところまで英語を使って話すことも初めてでした。英語力のなさ

を痛感し、言いたいことはあるのに伝えられないもどかしさを感じました。 

これらを通して私が冬渡航を終えて感じていることは、やはり、メディアの情報が全

てではないということです。私にとって、中国は良い印象の国ではなかったです。例え

ば、欠陥商品を売るなどの行為から私は、中国人に対して何事も雑という印象を抱い

ていました。しかし、今回の上海渡航で中国メンバーとディスカッションをした時に、中

国メンバーは一つ一つの行程を確実にこなし私の拙い英語にも耳を傾けてくれました。

この時に、「メディアの情報が全てではない。メディアの情報だけで何かを決めつける

ことをしてはいけない。」と確信を持つことができました。 

私が情報に満ちた社会を生きてく中で、あいでみで学んだことは絶対に役に立つと

思います。まだ高校２年生ですが常に情報を見極める努力をしていきたいと思います。 

 最後に、あいでみに関わってくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

福島南高校 １年 佐藤りさ 

 私は今回の渡航で大きく成長できたと感じます。 まず、１つ目はコミュニケーション

能力が上がった点です。 私は英語がとても好きで幼い頃から外国人と話す機会も多

かったため夏の合流で、中国の高校生と英語でコミュニケーションを取ると聞いた時

は、正直「あ、大丈夫そう」と思いました。 しかし、私の余裕は夏交流１日目で一瞬に

して消えました。自分の英語力の無さをすごく痛感させられました。通訳の方に頼って

ばかりでいつの間にか日本語しか話さなくなっている自分がいました。夏の反省会で

もこのことについては挙げられていたので今回こそはという思いて冬交流に臨みまし

た。 私のパートナーの子が、英語しか話せない子だったこともありほとんど英語で会

話しました。しかし、やはり相手の英語力と自分の英語力がかけ離れていたため、あ

いづちだけで流してしまう場面もいくつかありました。 私はいつか外国人と共通の話
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題で笑い合える日がくるといいなと思いました。 また、夏の交流を終えた時点で中国

に対してのイメージは大きく変わりましたが、それは単に聞いただけのものだったので

今回の渡航で身をもって体験を感じることが出来ました。それに伴い情報の信ぴょう

性を疑い、そこから正しい情報を選ぶことの大切さも知ることが出来ました。 

 

福島高校 １年 佐藤七沖  

この「あいでみ」での上海への渡航が初めての海外というのもあり、渡航前はとても不

安でした。実際、上海に着いてすぐは文法的に正しい、端的に言えばかっこいい英語

で伝えようとしてあまり発言できなかったのも事実です。しかし、中国メンバーとのディ

スカッションやフィールドワーク等を通してかっこいい英語ではなく伝わる英語というも

のが大事だと感じました。この５日間での経験は様々な気付きを私に与えました。具

体的には、中国の地下鉄事情を実際に見ることで、順番待ちをしないと言われるよう

な中国人は、そもそも並ぶ文化がないのではと思えるくらい、多い人口に対する設備

が整っていると感じました。私が思ってきた、ルールを守らない中国人というイメージ

そのものが国民性ではなく社会によって形成された効率を求めた結果そのものであ

るように感じ、一括りに国民性ではまとめてはいけないと気づくことができ、それと同

時に私も成長できたと思います。今までなら他の国の人の態度やマナーを、国民性と

して勝手にくくってしまっていたのですが、実際に渡航をし交流をすることで、その国

の国民性を考える上ではその国の文化や社会といったものを並列し、あらゆる面から

物事を考えることができるようになったと思います。渡航前の不安は何だったのかと

感じるくらい、とても楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。「あいでみ」に参

加して本当に良かったです。 
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あさか開成高校 ３年 松崎夏未  

わたしは夏交流と冬交流どちらにも参加しました。１番の感想はどちらもとても楽しく

有意義な活動だったということです。そして、活動することで自分が中国に対して持っ

ていたイメージである人々のマナーが悪く自己中心的、どこに行くにも大気汚染のた

めにマスクが手放せないといった今まで中国に持っていたあまりいいとは言えなかっ

たイメージが大きく変わりました。もちろん見ることができたのは一部分ではありまし

たが、自分が知っている情報そしてイメージが全てではないということを実感しました。

例えば今回の交流で関わった復旦大学付属中学の生徒はとても優しい人たちばかり

で、夏交流も冬交流も沢山助けてもらいました。プレゼンテーションの経験がなかった

わたしはパソコンでの作業が全くできなかったので、資料作成の際沢山教えてもらっ

たり、発表の原稿作成の際英語を教えてもらったりと、彼らから学ぶことがとても多か

ったです。また冬交流中に訪れた中国のコンビニのレジに並んでる時も無言で割り込

みする人はおらず、テレビなどで見た様子とは違っていました。自分のイメージにだい

ぶ偏りがあることを改めて感じました。このことは範囲を広げても言えることなのだと

思います。私たちが今回実際に触れたのは中国です。ですが他の国へのイメージも

偏りがあるのだと思います。だから私は、これからもっと色々な国や人に触れたいと

思います。そして、自分が感じたことを多くの人に伝えたいです。自分が今回イメージ

が大きく変わったので、伝えることで相手のもつその国に対してのイメージがいい方

向に変わるかもしれない。もっと知りたいと思ってもらえればその人の偏ったイメージ

を変えるきっかけになるかもしれない。という期待を抱いているからです。また、自分

に足りないものを実感したのもこの交流でした。まず学習に対しての向き合い方。こ

れは自分が英語をあまりにも話せなかったことから自分に足りないと実感しました。そ

して、自分で動く力。何が必要なのか何をすべきなのかを考えて行動する力が自分に

は足りませんでした。準備期間の自分の行動を振り返ると考えただけで動くことがで

きていない部分がとても多かったです。動けばもっとうまくいったはずだなという後悔

もたくさんありました。今回得た多くの刺激、課題をこれからの学びに生かしていきま

す。貴重な経験をありがとうございました。 
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日本大学東北高校 １年 鴫原みちる  

今回のあいでみの渡航では自分を見直すことができました。 本当のことを言って

しまうと私は中国にあまり良いイメージをもっていませんでした。 それはテレビやニュ

ースで食事のマナーが悪い、少しきつい性格だと思い込んでいたからというのもあり

ます。それに英語にも苦手意識を持っているにもかかわらず中国へ行ってもいいの

か？と不安にもなりました。ですが、こんな貴重な機会を頂いたんです、何か結果そし

て、自分を変えるきっかけが欲しかった私は中国メンバーとの話し合い、自由行動の

時などに積極的に自分から苦手な英語で話しか けました。 しかし、初日は怖くて日

本語がわかる中国の子に頼ってしまいがちでした。そこはすごく反省すべき点なので

すが、渡航２日目、３日目になってくると簡単な英語でもいいから会話がしたい！っと

思えるようになったことは成長だなぁと感じる点でもありました。 そして最後に渡航前、

中国に悪いイメージを持っていた自分がすごく悔しいです。それは中国のみんなと話

して自分の下手な英語を理解しようと何度も質問してくれたり、逆に私が英語を聞きと

れないと内容を簡単にして話し直してくれました。それに日本のいいところも話してく

れました。ここで私はみんなのことがもっともっと大好きになりました。出来ることなら

もっ ももっと他の人にもこんな体験をして欲しい！ そう思えた今回のあいでみはこ

れからの人生できっと役に立ちます、いや、役立たせます！ 

 

安積高校 １年 髙橋愛奈 

 今回のあいでみ渡航で、本当に多くのことを学びました。 準備段階で私は、お店

の方に活動を知ってもらうとともに資金面でのご協力をお願いする活動をしました。 

あいでみは、「日中」友好交流事業ですが、福島の人々にふれ合い、福島についても

っと知るきっかけにもなりました。いきなり伺って、それでも私のお話を聞いてくださっ

た方々には本当に感謝しています。 次に、交流中についてです。私は、食べ物の価

格の違いを通して福島と上海の食を見るというテーマで話し合う班でした。その調査

の為に中国のスーパーマーケットや市場に行ったのですが、そこでは日本の物がたく

さん売っていました。中国と日本の国家関係はあまり良くありませんが、双方生活の

中では受け入れられているのですね。また、私は中国の食材は育成環境が悪いと思

っていましたが、むしろ卵などは日本の方が動物にとって悪い環境かもしれないとい

う話になりました。実際に、中国の伝統的な市場で買った果物を食べてみたら、とても

美味しかったです。中国のものは劣悪というイメージを我知らず持っていたことを反省

しました。メディアや観光地の一部の中国の方々を見ただけで決めつけてはいけない

と改めて実感しました。 今回の経験がどこで生きるか、私の考え方にどう影響したか、
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まだ未来のことはわかりません。ただ、今は、たくさんの人との出会いに感謝するば

かりです。 

 

安積高校 １年 大友美由貴  

 私がこの『あいでみ』の活動の中で学んだことは、「なぜ？と思うことに年齢や国境

は関係ない」と言うとこです。これは交流だけではなく、事前準備の段階から実感しま

した。そもそも私達は、日中関係に疑問や違和感を感じてこの活動に参加したメンバ

ーが多いと思うので、出来ているかなと思う人も多いかなと思います。しかし、下線部

には付け足さないといけないことがあります。それは、「行動しなければ伝わらない」と

いうことです。幼い頃から態度で示しなさい、と、親や先生から言われた経験が多いと

思います。何故ならば、行動しなければ、それはＯＮＥ ＯＦ ＴＨＥＭに過ぎないから

です。それを実感させられた冬交流でした。 

 この活動は、金銭関係の事前準備からほとんどメンバーだけでやるという、ハッキリ

いえば自立性を問われる活動でした。その中で、先輩や後輩、経験値がある方が偉く

て、発言権があると思っていましたが、それは間違っていました。色々な視点から物

事を見ることで、発見できることが沢山あるからです。中国に行っても同じでした。私

は英語が得意ではないので、思っていたことを確実に伝えられたのか不安で、悔しか

ったことも多々ありますが、知能がある方が偉く発言権があるのではなくて、単純な視

点から見てみることも新たな発見が出来るとわかりました。  

学校では絶対にできない人生経験ができたので、これを糧にして、新たな人生経験

を積んでいきたいです。 

 

福島高校 １年 小針優汰  

私は今回の上海渡航を通して、異文化理解の重要性に気づかされました。例えば、

中国は日本に比べ、物を共有することが多かったり、学校の単位制度が異なっている

など日本とは違った素晴らしさが中国にはあるのだなと感じました。メディア等では中

国に対してあまり良い記事などを記載しておらず、自分でもあまり良いイメージを持っ

ていませんでしたが、実際に中国を訪れ、物、人、国など、自身の目で見ることで、実

際の中国とはどのようなものなのかを知ることができました。文化理解の他にも渡航

を通して、言語の壁は度胸さえあれば打ち破れるということも分かりました。お互いに

伝えられないことは、身振り手振りで伝えることができ、最終的には理解することがで

きたので、度胸も大事なのだと思いました。上海の学生とディスカッションをし、互いの

意見や思考が異なる中、客観的視点で事物をとらえることが、今回の渡航では重要と 
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なりました。常に理解しようと努めることが近道だと知ることができました。今後も中国

だけでなく、他国との交流などがあれば積極的に参加したいです。 

 

あさか開成高校 １年 菅沼 隆心  

今回、僕はあいでみに参加して、大きくわけて三つ学ぶことが出来ました。 まず一つ

目は、コミュニケーションの大切さです。僕は最初中国メンバーとなかなか馴染むこと

が出来ませんでした。ですが、勇気を持って自分から話しかけに行くと、とてもフレンド

リーに返事をしてくれて、おかげでとても楽しく会話をすることが出来ました。 二つ目

は、表現力の大切さです。中国メンバーと自分の拙い英語で会話は出来たものの、

自分の表現力が足りず、なかなか自分の伝えたいことを上手く伝えられずに苦労した

ことが多々ありました。そのため、自分の伝えたいことを上手く伝える為にも、表現力

というのはとても大切だなと思いました。 最後に三つ目は、理解することの大切さで

す。相手の言いたいことをしっかり理解することや、中国という異国の文化の伝統や

マナーを理解することなど、理解することというのはとても大切なことだと改めて学ぶ

ことが出来ました。 僕は今回この活動を通して、色々なことを学ぶことができ、とても

いい経験になりました。 この学んだことを将来に役立てていけたらと思います。 

 

あさか開成高校 １ 年 大内絵里菜  

私はあいでみに参加することで自分の将来の夢に生かせると思い応募しましたが、

あいでみで沢山のことを学ばせて頂きました。今回のあいでみでは、協力して活動す

る事がほとんどでした。下調べでは役割分担など、協力して活動を進めることが出来

ました。少し始めるのが遅くなってしまいましたが、それぞれ任された役割を果たすこ

とが出来ました。渡航後も自分の班と行動することがほとんどでした。下調べで共有

したことやお互いの知識などを駆使して共に行動することが出来たことから、グルー

プワークはどこでも必要で大切なことだと知りました。中国メンバーとのディスカッショ

ンでは、議題の食について話しました。日本と違う所もありますが、似ている所も多か

ったです。日本でよく食べられている生卵や納豆、梅などは中国ではあまり好まれて

いなく、おにぎりや唐揚げ、焼肉などは日本と同じように好まれて食べられていること

が分かりました。そして、中国メンバーは英語力、日本語力に長けていて、頼る機会

が多くありました。中国メンバーがいなければ活動を進めることが困難になっていたと

思います。今、世界では様々な事がグローバル化されており、母国語だけでなく、他

国の言語を学ぶことも必要とされていることを身をもって改めて感じることが出来まし

た。また、人口が多いため、悪い印象を抱く中国の方がいる事も事実でした。しかし、

心の優しく、思いやりのある中国人も多くいました。私は、日本と中国はもっと友好的
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になれると思います。お互いの悪い所だけでなく、いい所を見つけられる心の広い大

人になりたいと思いました。 

 

あさか開成高校 １年 大和田李音  

 私は担任の先生からの紹介で、このあいでみに参加しようと思いました。初めは、

海外に行き自分の視野を広げたい、将来のために．．．と思い参加しました。 参加す

るにあたり、事前調べで中国のことを調べていくうちに、もっと中国のことを知りたいと

いう気持ちが深まりました。初めての海外への渡航でもあり、楽しみな気持ち半分、

不安な気持ちもありました。 渡航後、中国メンバーとのフィールドワークやディスカッ

ションを通して、自分の英語力の低さに気付かされ、英語で会話ができない自分が嫌

で泣いた日もありましたが、もっと英語を頑張ろうという気持ちにもなりました。中国メ

ンバーはとても日本語が上手で、優しく中国語を教えてくれて、仲を深めることができ

ました。 日本の歌や、アニメ、ゲームなどを通し、接点を見つけることが出来ました。

接点を見つけることにより、楽しくディスカッションをすることが出来ました。 ディスカ

ッションを通し、事前調べとは異なることばかりで、中国のメンバーと話し合わないと

分からないことだらけだ、ということに改めて気づくことが出来ました。食の文化の違

い、食に対しての考え方の違いなど、実際に行き体験しないとわからないことばかり

です。 今回のあいでみ冬交流は、経験のした事のないことばかりでしたが、他国の

人との交流ができ、自分では考えられない発想であったり、文化の違いを直で感じた

りすることが出来ました。渡航し、学んだ知識をこれからの活動で生かし、中国の印

象を変えていきたいと強く感じました。この活動に参加することが出来て本当に良か

ったと思います。私にとっていい経験の出来た渡航になりました。 
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安積高校 １年 関澤太一  

・あいでみの事前準備の活動 

始めは一口に中国へ行くといっても、何から手を付けていいのか分からず、不安で

した。自分はクラウドファンディングのホームページ作成に携わった中で、資金調達の

手段や、各担当同士で助け合うこと、分担の大切さなどを知ることができました。 最

終的にクラウドファンディングができなかったのは残念でしたが、資料の提出期限をき

ちんと把握し、計画することの重要性を学ぶことができました。  

・中国渡航  

中国の高校生達は言語や文化こそ異なるものの、あまり日本の高校生と雰囲気や

体格などは変わらず、接しやすかったです。ただ、日本語、英語、中国語の三カ国語

を話せたり、授業のレベルが高かったりしたため、すごく頭がいいことが分かりました。

しかし、自分たちが交流したのはあくまで一部の中国人の方々であることを忘れない

でおきたいです。 食文化のディスカッションやフィールドワークを通して、中国の料理

や商品などを知ることができました。また、日本の中華料理は多くのものが中国料理

とは異なり、様々な違いを知ることができました。  

・全体 

 あいでみ全体の活動を通して、中国のことはもちろん、情報を正しく判断することの

大切さを学びました。確かに、中国にはマナーが悪い方がいるかもしれません。しか

し、それは日本にも当てはまることです。また、自分から見た＂異常＂は、相手から

見たら＂通常＂なのかもしれないことを学びました。 

 

安積高校 １年 北畑萌愛  

私がこの渡航で、将来の自分にとって必要なスキルはなんなのか、自分に足りないと

ころはどこなのか学ぶことができました。 ディスカッションの中では、たくさんの人と

話をしたりフィールドワークをしていく中で英語がもっと話したかったのが私の大きな

反省です。最初の日は、緊張して自分の英語に自信がなくて話しかけられなかったで

す。でも、だんだん慣れていくことで少しずつ話すことができました。自分の英語が伝

わったとき、相手の話していることがわかった時はとても嬉しかったです。自分の思い

考えを知ってもらえるのはとても快感でした。 また、中国のフィールドワークでは、な

にに対しても「大きい」という感想が一番最初に出てきました。お店の中でも道を歩い

ていても発展しているなと感じました。 世界の人口の大きな割合を占める中国はさら

に発展していくと感じました。 グローバルな社会になってきた今、英語はもちろん中

国語を学ぶことも英語を学ぶのと同じぐらい身近になるべきでは？と私は思いました。 

また、中国の高校生と触れ合って中国人は優しくて穏やかでなににでも積極的でとて
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もいい影響を私に与えてくれました。 グローバルな人材の育成という言葉をよく耳に

しますがあまり身近に「海外留学」がなくなかなか行くことができなかったのですが、

経験を日々の生活に生かしていきたいです。 

 

福島南高校 １年 舩山歩実  

私がこのあいでみという日中友好交流に参加したきっかけは、友人からの誘いでし

た。どのような内容なのかもあまり詳しくは把握していないまま２０１８年の夏に初めて

交流に参加しました。 夏は中国の上海にある復旦大学付属の高校生を日本で迎え

ましたが、その前段階の準備が慣れないことばかり重なり、とても大変という一言では

まとめられないくらいでした。福島の高校生６人でパソコン作業、宿泊施設の予約を

取るなどと少なくとも私にはなれない作業でした。また、中国語など話せない、聞き取

れない、書くこともできない。そんな中でどのようにコミュニケーションを取ればよいの

だろう、どうディスカッション をして意見を共有すればいいのだろうと悩みました。１つ

の手段としては英語でした。しかし、通訳の大学生に頼りっぱなしで英語もまともに使

えず、日本語が通じる仲だけでの狭い意見交換になってしまいました。成 功と言って

いいものかは別として、各グループのプレゼンテーションを無事に終え準備から交流

までの流れを振り返った時、このプロジェクトの影には多くの人の支えがあるのだと感

じました。高校生が主体となって行う活動ではありますが、大人の方の知識、力、経

験なしにはできなかったことだと思います。夏の交流を終え、私はそのように感じまし

た。 そして、２０１８年の冬、今度は私たち福島の高校生が復旦大学付属の高校生

たちのもとへ訪問することになりました。主なスケジュール設定や、事務的な仕事は

中国の高校生が行ってくれましたが、それでも私たちにはやるべきことが多くありまし

た。福島の高校生と中国の高校生がテーマについてディスカッションをする上でお互

いに何も知識がない状態では、話が前に進まないので、テーマについての下調べや、

中国に渡航する にあたって必要となる資金の調達、自分たちのしおりを作成、活動

の共有などと夏にも増して行うことはたくさんありました。 そして、私は冬交流中のプ

ログラムに関することを把握する班のリーダーを任されました。すべき仕事は少なくな

く、リーダーという負担も大きく、どの仕事も自分がやらなくてはという使命感に駆られ、

頭も心も限界ギリギリでした。仕事を進めることに精一杯で班の中のメンバーに頼る

ことを忘れてしまい、仕事のペースも遅くなり悪循環の繰り返しでした。完璧とは言え

ないまま中国へ渡航し、交流がスタートしました。 実際行ってみると、思っていたより

も多くの子が日本語を話せていて正直とても驚きました。初めて会う中国の高校生も

増えていて、なかなか距離を近づけるのが難しかったですが、最後はとても仲良くな

れました。 そして最後になりましたが、あいでみは中国への偏見、実際に見てみて

ありのままを伝える、文化の違いに気づくことで、マナーが悪いと思っていたことに対
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して理解ができるようになる、という大きな目標をかかげて活動しています。私はこの

夏と冬の交流を通して、中国対するイメージが大きく変わりましたニュースを見ると、

中国は悪い報道ばかりで取り上げられていますが、そんなことはありませんでした。

たくさん本物を見て、感じて、触れて、とても自分では成長したような感じがします。参

加できたことに感謝していきたいです。 

 

安積高校 ２年 安齋夏実  

 私にとって初めての海外渡航ということもあり異言語の人たちといかにして思いを共

有し、考えを伝えるか、ということが根本的な課題だと思っていました。結果的にはな

んとかゴールにたどり着くことができましたが、理解を阻む壁が自分の言語力不足で

あった事は本当に悔しかったです。 今回私たちは食事の習慣ということをテーマに

ディスカッションを行いました。初め私たちは人から聞いた話や、テレビなどの情報に

より悪印象ばかりを抱いていました。しかし今回私たちは中国メンバーとの話し合い

を通して、私たちの知識の大半は、実際は違っていた事を知りました。私達の話を聞

いた中国メンバーが困惑するようなこともありました…。そのギャップに今まで私たち

が知っているつもりだった事は何だったのかと心底驚きました。そう、それはメディア

から得たごく一部の情報を過信しすぎていただけだったのだと思います。しかし、かつ

ては存在したマナーもあったようですが、今は失われていることが多いように感じまし

た。これは、日本文化においても言えることで、つまり世界の画一化に比例しているだ

けなのではないかと思います。ディスカッションの中では中国メンバーの誠実さや謙

虚さにも沢山触れる事が出来ました。彼らは拙い私達の話にじっくり向き合い、理解

しようとしてくれました。 私が今回の渡航を通して強く感じたのは違った国の人であ

れ、同じ人間であり双方に歩み寄ろうとする意思があれば例え言語が通じなくとも、

文化が違っていようとも、分かり合えるということです。今回本当に沢山の方々にお世

話になり、沢山の方と出会え、自分の中の壁をいくつも破ることが出来ました。ありが

とうございました。 
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安積高校 ２年 三瓶未空  

 あいでみの参加にきっかけは友人からの誘いでした。国際交流に興味はあります。

しかし、私が将来就きたい仕事は国際的なことを日常で触れる仕事ではないので、参

加するかどうかは悩みました。今思うとそんなこと関係なく人間的、精神的に成長で 

きる場でもあるということを体感しました。 夏交流では、結果的にある程度まとまった

プレゼンができましたが、プレゼンに向けて思ったようにコミュニケーションが取れなく

て自分の中では否定的な反省が多くありました。 そして、不安なまま上海に飛び立

ちました。日本語が話せないメンバーの方が多い中、基本的に英語でコミュニケーシ

ョンをとり、時々日本語が話せる上海メンバーに助けてもらいながらも、プロジェクトを

進めることができました。プロジェクト中も夏に比べて意見交換がたくさんできて、話す

ことがとても楽しかったです。自分からも話しかけに行くことができたので、福島に帰

ってきてから反省したとき自分頑張ったなと成長を感じました。今回上海に渡航して、

夏交流の時仲良くなったメンバーの日本語が上達していて、とても驚きました。また 

体育の授業に参加した時には、日本では部活に力を入れる生徒が多いのですが、中

国は体育の方に力を入れているという違いを発見することができました。また、プロジ

ェクトを進める時にも日本語でも難しい説明 を自分の話せる範囲の英語で伝えたり、

こうすれば良いのではないかという話し合いを活発に行うことができました。あいでみ

の活動はとても頭を使うし、とても疲れるけど、その分他では味わえない達成感があ

るし、たくさん自分の意見を出さなくてはいけないので、語彙力も高まり、メンバー同

士の仲も深まります。学校で経験できないことがたくさんあるので、あいでみの活動は

私の中で異次元的な存在です。あいでみに出会えてよかったです。この活動に関わ

る全てに方々に感謝します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29 

 

福島南高校 １年 石本裕菜 

 最初は、不安と楽しみで正直複雑でした。私は、夏交流から参加していて、そ

の時は言語で本当に悩みました。中国メンバーは中国語で勝手に話を進めてし

まうし、日本メンバーはおろおろしながら話に参加ができないし、最初の方は正

直いらいらして、面倒くさいとも思っていました。しかし、「中国語は分からな

い、あなた達としっかり考えを共有したい。」という気持ちを伝えると、英語で

話を進めてくれました。それでも、英語でベラベラ話されてしまい、「え？」と

いう顔をしていると、「Ｄｏ ｙｏｕ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ？」と確認してく

れて、ゆっくり簡単な英語で話してくれるようになりました。だから、冬交流で

は、夏交流のようなことは絶対に起こさせない！という気持ちで参加しました。 

 今回、中国へ渡航するにあたり、いきなり日本の中国への偏見を無くすのは難

しいと思ったのでまずは身近な母の偏見を最初になくそうという目標を立てま

した。実際に私自身も、渡航前は人から聞いたことのある悪いイメージをたくさ

ん持っていました。例えば、順番を守らず列を抜かす人がいる、飲食店で食べた

ゴミを下に落とす、などです。しかし、実際に中国へ行ってみると日本とさほど

変わりはなく、列を抜かす人もいないし、飲食店も日本と同じで綺麗に掃除され

ていました。また、トイレにトイレットペーパーがない、空気が汚い、など母が

持つたくさんの偏見を渡航前に聞き、そこを重点的に見てきました。トイレにト

イレットペーパーはしっかりあったし、気になるほど空気が汚いわけでもあり

ませんでした。渡航後、母に偏見の結果と優しい中国の方々のことを話すと、「行

ってみたいな。」という言葉が出てきました。母の全ての偏見がなくなった訳で

はありませんが、少しでも中国への偏見がなくなったことはとても嬉しかった

です。 

 また、今回冬交流には初参加で広報班のリーダーという初めての連続で、私が

班長でいいのか、進められるのか本当に悩みました。渡航前のＦａｃｅｂｏｏｋ

による自己紹介や進行状況を伝える投稿も、スケジュール通りに進めることが

出来ず、渡航中の投稿も後でやろう、後でやろうと先延ばしにしてしまい、結局

日本に帰ってきてから投稿することになってしまいました。自分のことで精一

杯で、他の班の人達にしっかり指示を出すことが出来なかったことも反省すべ

き点です。サポートしてくれた大学生に投稿の仕方や、どうすればより多くの人

たちに投稿を見てもらえるのかを教えてもらい、「早く投稿してー！」という指

示をもらいながら初めての広報班という仕事をすることが出来ました。 

 今回、あいでみの活動を応援してくれた両親を始めとするたくさんの方々に

感謝をして、これからの私の生活や人生、将来につなげていきたいと思います。

本当に貴重な経験をすることが出来ました。ありがとうございました  
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福島高校  １年 志賀理望  

 私は途中からの参加でしたが、３ヶ月ほどの渡航に向けての準備そして、中国上海

で過ごした五日間はとても身になる充実したものとなりました。 このプロジェクトの募

集を学校で見たとき、丁度中国と日本の関係を少しでも改善したい！と思っていた時

なので、このプロジェクトに参加しました。しかし改善したいとはいってもあまりにも自

分の考えていたことが抽象的すぎで、少し行き詰まりました。そんな中、ロジックモデ

ル合宿や、あいでみのみなさんと交流していくなかで、まずは、自分の中から変えて

いこうと徐々に自分の思いが固まっていきました。そこで偏見をなくそうと、どのような

偏見を自分は持っているのか書き出し、それを現地交流で解決しようとしました。 交

流をしていく中であることに気づかされていました。 それは、“偏見を持つことが偏見”

ということです。中国ときいた瞬間偏見という言葉が脳内にうかびあがってくる。これこ

そまさに偏見です。実際に中国に行くと、出国前に持っていた中国の偏見はなくなり

ました。このようにあいでみのプロジェクトがあったからこそ、気づけたのです。是非こ

のような体験を沢山の高校生にしてもらいたいです。 日本のことわざに百聞は一見

にしかずという言葉があります。これから、人に物事をいわれる、または聞き活動する、

つまり、受動的に過ごすのではなく、自ら自分の目で見て活動しようとする能動的に

過ごしていきたいです。 最後にＢｒｉｄｇｅ ｆｏｒ Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ伴場賢一さんをはじめとし、

あいでみのみなさんに深く感謝しています。ありがとうございました。 
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ＧＡＴＥ Ａ－ＫＩＴＣＨＥＮ様、江幡忠男様、大束屋珈琲店様、とん珍様、五福様、まる

けい果樹園様、せいの果樹園様、樅山清志様、渡邉賢一様、リンカーン様、中村孝雄

様、小野克彦様、株式会社スマッキー様、岡部様、ジーニアス様、有限会社 坪倉土

質調査設計様、本当にありがとうございました。皆様のご寄付により、さらに奥深い渡

航になりました。 また、本事業に関わっていただいた全ての皆様に厚く御礼申仕上

げます。今後ともあいでみの活動を温かく見守っていただければ幸いです。 

 

 

終わりに   

 私達あいでみ７期は、この日中交流を通して多くの事を学ぶことが出来ました。今年

の冬交流組には渡航経験者が一人もおらず、少々慌ててしまったところもありました

が、新鮮で初々しい渡航かつ交流をすることが出来、それもまた良い経験となりまし

た。また、この報告書には私達が学んだ多くの事が記されています。是非、全てのペ

ージをご覧いただき、私達の活動を深く知っていただければ幸いです。 このあいで

みも長期に渡り続いておりますが、今期のメンバー一同この活動に携わることが出来

たことに、大変大きな喜びを感じています。また更に、少しでもこの活動が多くの人に

伝わることを願っております。 最後になりますが、この活動にご支援いただいた多く

の方々に感謝をし、終わりの言葉とさせていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は「平成３０年度ファイル福島県子どもがふみだすふくしま復興体験応援事

業」「わかものチャレンジプロジェクト」の助成を受けて実施しています。 
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