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青年中国上海スタディツアー 
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公益財団法人茨城県国際交流協会 
 

「行ってきます！」（茨城空港にて） 



はじめに 

 

平成３０年３月５日から９日までの５日間、（公財）茨城県国際交流協会が

企画し、地域を担うグローバル人材の育成や海外青年との友好交流活動の推

進を目的としたツアーを、茨城県上海事務所のサポートを得て、中国・上海

市で実施しました。県内の大学生１９名が、在外公館や企業等の訪問、文化

施設見学、現地大学生との交流などを行いました。 

初めての海外渡航で見聞を広げ、新たな気づきをもって帰国した人もいま

す。現地での学びや新鮮な感覚をここにとりまとめました。参加者ごとに、

報告として現地訪問や交流会などでの体験や得られたことと、全体を振り返

っての感想を記しています。 

今回を原体験として、今後皆さんが茨城県ゆかりの人材として、グローバ

ルな視野を持って活躍することを期待しています。あわせて、世界に向けた

本県の魅力発信にも協力してください。 

 参加者の在籍大学である常磐大学、茨城大学、筑波大学、また上海でお世

話になった関係の皆さま、ありがとうございました。 

 

公益財団法人茨城県国際交流協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

茨城県上海事務所からの眺望 



旅 程 

日程 内容 

３月５日（月） 

茨城空港から上海に向け出発 

・茨城県上海事務所職員との夕食懇談会 

・外灘地区にて夜景視察 

３月６日（火） 

・茨城県上海事務所訪問（研修、質疑応答） 

・在上海日本国総領事館訪問（講義、質疑応答） 

・JETRO 上海事務所訪問（講義、質疑応答） 

・豫園での文化視察（ガイド付き） 

３月７日（水） 

・春秋航空本社訪問（講義、質疑応答、施設見学） 

・上海養楽多貿易有限公司（上海ヤクルト販売株式会社）

訪問（講義、質疑応答、工場見学） 

・上海豊田紡織廠記念館見学（講義、展示見学） 

・日系企業関係者との夕食交流会 

３月８日（木） 

・華東師範大学訪問（講義、学生との交流及びディスカッ

ション） 

・華東師範大学の中国人学生、日本人留学生との市内視察

（グループ行動で南京東路・福州路散策、地下鉄乗車等） 

・華東師範大学生との夕食交流会 

３月９日（金） 空路、茨城空港に帰着 

旅行業者：東武トップツアーズ株式会社水戸支店、宿泊ホテル：上海映像戴斯大酒店 

 

参加学生 １９名（５０音順） 

氏名 所属 報告  氏名 所属 報告 

麻生 まどか 常磐大学 外灘  佐藤 勝己 常磐大学 JETRO 

石川 尭央 常磐大学 企業交流会  杉山 達哉 常磐大学 豫園 

市村 まどか 常磐短期大学 華東師範大  樽見 友登 常磐大学 外灘 

伊堂寺 正樹 常磐大学 豊田記念館  富田 美穂 筑波大学 春秋航空 

今川 菜津美 茨城大学 JETRO  永森 久稀 茨城大学 ヤクルト 

上野 竜 常磐大学 県事務所  根本 拓己 常磐大学 春秋航空 

樫村 理喜 常磐大学 総領事館  藤枝 優華 常磐大学 ヤクルト 

神田 美紅 常磐大学 学生交流  松丸 大志 常磐大学 企業交流会 

菊池 恵 常磐大学 総領事館  安 和輝 常磐大学 豊田記念館 

齊藤 諒 常磐大学 学生交流     
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報告・感想 

麻生 まどか 

報告（外灘地区の夜景視察） 

 私たちが五日間滞在した上海市は、金融及び貿易の町として栄え、地下鉄、高速道路

などの整備が進む世界屈指の国際ビジネス都市である。このスタディツアー初日の夜、

外灘にて夜景を見学に行きました。写真の真ん中の紫に輝くテレビ塔は東方明珠電視塔

と呼ばれている。隣の建物はジンマオタワーと呼ばれ高さ約４２１メートル、８８階の

超高層ビルである。次に、隣に続く建物は森ビルと呼ばれており、高さ４９２メートル、

地上１０１階で世界最高水準の国際金融センターを有しているビルである。最後に、東

方明珠電視塔の次に高い建物が上海タワーである。２年前の２０１６年に完成したこの

タワーは地上１２１階、高さ６３２メートルもあり、その高さは中国１位及び世界２位

を誇っている。この日は東京より気温が１０℃寒く、とても冷え込みましたが、世界の

三大夜景として選ばれる上海の夜景は深く心に刻み込まれた風景となりました。この夜

景を目の前にした瞬間、鳥肌が立つと同時に言葉が出ませんでした。私にとって海外へ

行く事は今回のこのツアーが初めてだった為、実質自身にとって海外での初めての夜で

した。日本各地で様々な夜景を見てきましたが、日本とは異なる夜景が眼前に広がって

いました。建物のライトアップが黄浦江の水面に反射し、より一層夜景を楽しむポイン

トとなっている。また、この黄浦江を渡る船や、車社会である事を強調し忙しく行き交

う車のライトもこの夜景の一部となり、溶け込んでいる。さらに、この日は天気が良く

とてもはっきりと見えたため、正面に広がる近代的な建物と、左右に広がるヨーロッパ

風の建物のライトアップが絶妙

な光のコントラストを彩ってい

た。近代と中世が同時に目に飛

び込んでくる。この幻想的な世

界に魅了されつつ、行き交う

人々は友人や家族、恋人と共に

上海の夜景を楽しんでいまし

た。 

 

感想 

 このツアーを通して、現地での日常的な風景及び生活を実際に見て体験する事で中国

での文化や考え方を学ぶことが出来ました。例えば、日本では、何かを行動に移す際に、

問題点などを挙げ議論を展開し、その行動が先延ばしがちになってしまう事に対し、中

国ではまず行動を起こし、問題が出たら改善するという相違点などです。また、茨城県

上海事務所でのお話の一部の『人によって吸収の仕方は違う。海外へ行く事に対し失敗
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したら、と考えずに、興味を持ったら行動に起こす。』と

いう言葉が今も深く心に残っています。今後このツアー

で学んだ事を忘れずに、中国語の勉強により一層力を入

れると共に、自分自身が一番興味を感じた中国と日本間

での思想の違いを再び中国に訪れ、肌で感じる事で学ん

でいきたいです。最後に、上記の上海事務所でのお言葉

を胸に様々な国に訪れ、多くの人々との出会いを大切に

すると共に自分なりに知識を吸収していく。それが私の

新たな目標となりました。 

 

 

石川 尭央 

報告（日系企業との夕食交流会） 

私は３月７日（水）に金外灘（キンワイタン）というレストランで日系企業関係者との夕

食交流会に参加させて頂いた。私は上海ヤクルト販売株式会社の方と、茨城県上海事務所の

方からお話を聞く機会があった。業務に関することはもちろん、上海での生活といったプラ

イベートな事まで、上海を深く理解する貴重な時間となった。ヤクルトは中国で成功するた

めに、まずは一番の目玉商品である「ヤクルト」の販売に注力し、「ヤクルト」が中国で根付

いた後に他の商品を販売するという経営戦略であった。ヤクルト人気の背景には容器の形状

に秘密があった。これは１回では必ず飲みきる事が出来ないよう作られており、何回かに分

けて飲むことで満足感が得られるようになっている。また中国のヤクルトは日本のものより

も大きく作られており、日本では１つ８０ml なのに対し、中国では１００ml で販売されて

いる。このように世界で人気のヤクルトは様々な工夫が施されていた。また上海でのライフ

スタイルについてもお話を伺った。上海では外灘（ワイタン）での夜景や豫園（ヨエン）と

いった観光名所が数多くあり外出先に苦労せず便利な場所のようだ。 

一方で私が今年大学４年生という理由から当時の就職活動についてもお話を伺った。まず

学んだ事は沢山の企業を見るべきという事だ。就職活動は人生で一度きりの経験であり、こ

の機会に多種多様の企業説明会に足を運び本当に自分にマッチする職業を見つける事が重要

であると教えて頂いた。 

今回の夕食交流会ではヤクルト

の販売事業を通じて中国の食文化

を知るだけでなく、生活スタイル

や就職活動といったタイムリーな

話題まで幅広くお話を聞く事が出

来た。 
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感想 

私は今回の研修で全ての事に挑戦する意識を身に付け

た。今回、酸辣湯（スーラータン）という非常に酸味が強

く日本では珍しい料理に出会った。初見であり戸惑いや不

安な思いの中、何事にもトライする意識でどんな料理でも

食べた。この経験は大変価値のあるもので、中国文化の一

端に触れる貴重な機会になり、私は自主的に学ぶ意識を常

に持ち続けた。自国では食べる事の少ない料理も一歩外に

出ればそれは日常になる。日本という非常に恵まれた環境

で生活していては、自ら求めない限りこのような経験は出

来ない。私は食文化を通じて挑戦する意識を身に付け、常

に新しい事にチャンレンジしていく。その第一歩となるス

タディツアーであった。 

 

 

市村 まどか 

報告（華東師範大学訪問） 

３月８日に華東師範大学で大学の紹介と留学に関する説明をきかせていただきました。 

華東師範大学は師範大学と書いてあるように教師を育てる大学です。だからといって教

師にしかなれないわけではなく、非師範専攻が７０％もいるということを言っていまし

た。 

  そして、華東師範大学は留学生が多いという話を聞きました。特に韓国の留学生が多

いようです。また３００人の日本人留学生がいて、１クラス５人は日本人というクラス

構成になっているという話を聞きました。初心者クラスなど日本人のために工夫がされ

ています。サークル活動なども充実し、ボランティア活動など多くの体験ができる華東

師範大学、多くの奨学金もあり経済面で入学しやすく、私も留学してみたいと思いまし

た。 

その後のグループディスカッションでは、まず自己紹介を兼ねたアイスブレイキング

を行いました。その中で、盛り上

がる話題で話が進み、そこから

深い会話になっていき、様々な

ことを聞くことができました。

日本では食べ歩きや電車での電

話はマナー違反となるのです

が、中国では食べ歩きや電車で

の電話は良いこととなっている
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ので、日本と中国の違いが少しずつわかってきました。その後の学食でも１食１５元と

いう値段で、日本円に換算すると約３００円なのでとても安いと思いました。また学生

食堂でも携帯での支払いが多く見られましたが、中国では場所にかかわらずどこでも携

帯での支払いができるのだと聞きました。 

華東師範大学生には、わからないことも優しく教えていただいたので、とてもありが

たく思っています。 

今回の上海スタディツアー、華東師範大学での交流はさまざまな文化の違いを実感で

きる良い経験になりました。ありがとうございました。 

 

感想・抱負 

初めて海外に行ったのが、今回の上海スタディツアーでした。海外に行くための良い

きっかけになったのでありがたいと思っています。  

今回伺ったのは、外灘、上海事務所、上海日本国総領事館、ＪＥＴＲＯ上海、豫園、

春秋航空本社、上海ヤクルト販売株式会社、上海豊田紡績廠記念館、華東師範大学です。 

最初に行った外灘では夜景を見ました。夜なのに明るく、大きな建物があったり、上

海テレビ塔の形やイルミネーションが綺麗で異世界感があり、圧倒されてしまいました。 

景色や街の雰囲気を見て、また肌で感じる

ことで、文化の違いなどを日本と比べなが

ら知ることができ良い経験になりました。 

今回このような経験を通して、さらに海

外について知りたいと思います。短い間で

したが上海スタディツアーに参加できてよ

かったです。ありがとうございました。 

 

 

伊堂寺 正樹 

報告（上海豊田紡織廠記念館） 

３月７日、上海豊田紡織廠記念館で、この記念館の経緯についての説明と展示室の見

学を受けました。その際、この場所は記念館であり、観光地ではない、そのため、ここ

に来るためには予約をする必要があるという説明をされました。また、それらの理由の

ため、あえてホームページを作らずにいるとおっしゃっていました。 

はじめに、この記念館の説明を受けました。１８４１年のアヘン戦争によってイギリ

スが上海を開港させ、多くの国々が上海に租借地を作りました。そのため、そこには多

くのモノ、カネ、ヒトの集まる格好の場所となり、多くの企業が進出する場所となりま

した。日本も例外ではなく、日本の租借地周辺に多くの紡織工場を建てました。そんな

中、豊田の豊田佐吉さんも上海に初めての海外拠点を設けました。その海外拠点が、上



 

5 

参加学生一覧のページに戻る 

海豊田紡織廠記念館の場所にありました。当時の他の日本企業の海外拠点では、中国人

労働者に対して暴力等を用い接していたそうですが、豊田の海外拠点ではそれはなく、

分かるまで丁寧に教えていたそうです。 

次に、ビデオによる説明を受けました。それを見ると当時の豊田佐吉さんと、その片

腕の西川秋次さんの日中友好にかけた思いを知ることができました。豊田佐吉さんは、

日中関係が悪化している中、「先ず官僚外交の前に、国民外交がなければならぬ」、「中国

は日本にとっては、実に大事な国じゃ、否が応でも、中国とは格別の親善関係を持たね

ばならぬ」と中国の重要性を理解していました。また、西川秋次さんも、「僕は半分は日

本人、半分は中国人になって、日本と中国の懸け橋になります」と述べていて、彼らの

中国に対しての思いを知ることができました。 

最後に、展示室の見学では、当時世界で最高性能のＧ型自動織機などが稼働するとこ

ろを見ることができました。これらの機械の説明によると、絶対に不良品を作らないた

めの工夫として安全装置も備え

られていて、今の企業にも通じ

るものがあると思いました。ま

た、当時の工場の様子などの写

真も見ることができ、改めて日

中友好にかけた思いをうかがい

知ることができました。 

 

感想 

今回、青年中国上海スタディツアーに参加して、四泊五日と短い期間でしたが、内容

の濃い時間を過ごすことができたと思います。自分は初めての海外ということで緊張も

ありましたが、それ以上に将来に対して視野を広げることのできたいい機会だったと思

います。また、日本と上海との文化などの違いを知ることができました。 

 今後、今回の経験を生かして、

豊田佐吉さんの「障子を開けて

みよ、外は広いぞ」の言葉を胸

に、日本国内のことだけでなく、

周りの国々などにも目を向けて

多くのことを知り、そのことを

生かしていきたいと思いまし

た。このツアーに参加できて本

当に良かったです。 
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今川 菜津美 

報告（JETRO上海） 

 今や世界経済の重要なポジションを担っている中国。そのうちの、上海をこの目で見

て、感じ、よい刺激となった５日間であった。ここでは、独立行政法人日本貿易振興機

構（ジェトロ）の上海事務所について述べようと思う。 

 そもそも、ジェトロとは、日本の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施

すること並びにアジア地域などの経済及びこれに関する諸事情について基礎的かつ総合

的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経

済協力の促進に寄与することを目的とした機関である。そしてその上海事務所の役割と

は、主に上海における日本企業の誘致や対日投資の総合的支援機関となっている。 

 私たちは、この上海事務所で何を学んだかというと、簡潔に述べると『中国経済』に

ついて学んだ。中国経済の変遷や今後の日中関係についてのお話があった。中国と言え

ば、“パクリ”“フリーライダー”というイメージを持つ人も少なくないだろう。完全に

否定することはできないが、中国の脅威の成長を“パクリ”という一言だけでは処理で

きないと感じた。同じアジアの経済大国であるにも関わらず、私は中国のことをなにも

知らないことに気がつかされた。私たちがグローバルな視点を持つときに、中国がかけ

がえのない存在であることは確かだろう。むしろ、今後中国を拠点にグローバル展開し

ていくと予想されるので中国へのさらなる理解（政治・経済はもちろん文化や国民性な

ど）が必要であると感じた。 

 ただ、もう少し茨城との関係性について知りたかった。茨城は広大な土地を保持し、

都心にも近いため工場の誘致などは向いているそうだが、具体的な取り組みはまだない

そうだ。せっかく茨城在住の人を集めたスタディツアーなので、茨城と上海の関係性を

もう少し知りたかったなと思う。 

 

感想 

上海に行ってみて、広大な土地をこの身で実感でき、また、効率的な開発を行ってい

たことなどをその街並みから察することができた。これは、行ってみなければ分からな

かったことだ。また、日々の生活を通じて中国人と触れ合いさまざまな異文化を体験す

ることができた。一番衝撃的だったことは、赤信号であるのになぜか車が発進すること

と、歩行者が優先ではないということである。 

 グローバルな人材が求められている現代で、グローバルな人材は日本国内だけでは育

成できないと感じた。現地に行き、自分の目で確かめることが必要である。そのため、

私は今後も世界各地をこの目で見ていきたいと強く感じた。  



 

7 

参加学生一覧のページに戻る 

上野 竜 

報告（茨城県上海事務所） 

私が書くのは、ツアー２日目に訪問させて頂いた「茨城県上海事務所」の設立された

趣旨や、今現在行っている活動についてです。設立された趣旨としては、上海事務所公

式サイトにもあるように、「茨城県では、地理的・歴史的に関係が深く、また今後の経済

的発展が見込まれる中国との交流を促進するため、１９９６年に上海に事務所を設立、

上海事務所では、中国との交流を望む皆様のニーズに合わせ、ビジネス・経済・文化・

教育など幅広い分野について支援を行っています。（一部略）」と紹介されているほかに、

「日立製作所が中国に進出する際に、１社だけでなく関わりのある下請け企業も一緒に

中国へ進出をするという事で、茨城県が進出の際のサポートの担い手として、この「茨

城県上海事務所」を設立した。」というような説明もありました。今現在の主な業務とし

ては、中国国内の経済動向や業界の調査、その他には日

本と中国の文化交流のイベント参加や、日本企業・中国

企業同士の商談会での通訳、中国国内向けにＳＮＳでの

情報発信など多岐に渡る活動の説明をしていただきま

した。 

また、中国での外国人就労者制度についても説明があ

り、「中国語が話せるか」や「収入」などで就労者に点数

付けをしてランク別（Ａ~Ｄまで）に区分、点数が６０

点以上になると中国国内で働けるという事も説明があ

りました。しかし、これには特例措置があり、就労者の

収入が高いと自国（中国）に利益をもたらしているとし

て点数が高くなる事や、年齢によっても点数が変化する

事も学べました。 

今回お世話になった鴫原さん海野さん、また、ソンさ

んをはじめとする中国人スタッフの方々に感謝を伝え

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

感想・今後の抱負 

今回スタディツアーに参加し、全体を通してまず一番初めに感じたのが「悔しい」と

いう思いです。理由は、春秋航空見学や華東師範大学と交流の際、現地の方が日本語を

少し使って説明をしているのを目の当たりにしたからです。今現時点で「自分は日本語

しかほぼ話せない」そんな現実を改めて自分の身で体験しました。中国語でもいい、英

語でもいい、少しでも話せたりするだけで、友人や知り合いが今まで以上に増えるのか

と想像するだけでワクワクします。 
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一歩、また一歩と勉強をし、数

年後、十数年後になるかは分か

りませんがまた上海に必ず行き

たいと思います。勿論その時は

自分の語学力を持って挑戦した

いです。 

 

 

 

 

樫村 理喜 

報告（在上海日本国総領事館） 

３月６日１０時からの１時間で領事館職員の方々より講義をしていただいた。 

講義の内容としては上海とその周辺地域の現状、日系企業の進出状況、領事館の仕事・

活動などについて講義していただいた。講義していただいた内容を以下に要約する。 

 主な仕事は中国人が訪日する際に必要なビザを発給する活動や、日本のマンガなどの

ＰＯＰカルチャーなどを通して日本の文化を広める活動を定期的に行っている。 

 領事館では、上海に拠点を置く多くの日本企業のサポートを行っている。そのなかで

も製造業がもっとも人気があるが、近年は都市などで環境対策などの規制が多いために

上海を離れ、郊外に工場を建設するケースが多いという。 

 日本がＯＤＡの一部として中国に対し支援を行っている活動がある。これから日本が

行わなくてはならないことは、中国の農村部などの地域で建物を建築するだけではなく、

修繕などの活動を行っていかなければならないそうだ。 

 最後に質疑応答の機会をつくってくださった。私からさせていただいた質問としては

「数年前に外交問題が発生しましたが、そのような問題が文化交流などの活動などに影

響を及ぼすのでしょうか？」とお尋ねしたところ、「国同士の問題はどうしても影響して

しまいますが、長く続く友好都市同士では影

響を受けることは少ないです。」という回答を

いただき、「例としては浙江省で開催された、

浙江省と静岡県の友好３５周年の記念式典で

は、浙江省側からはＴＯＰ１、２にあたる書記

と省長が参加し、静岡県側からは知事と議長

などが参加した。双方４００名以上が参加し

た。これは、長年の交流の結果があるために影

響を及ぼさなかった。」と例まで教えて下さっ

た。 
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感想 

 このツアーを通して中国の勢いのようなも

のを肌で感じることがでた。上海はどこでも

人が多くて、観光地などは特に多く感じた。日

本より進んでいると感じたのは紙幣を使わな

い決済だ。スマホに入っている日本でいうＬ

ＩＮＥのようなアプリであるＷｅＣｈａｔと

いうアプリを使用し、決済してしまう。しかし

ながら日本との環境や自由の差は感じた。現

地の学生とも会話ができ、自由、文化、歴史な

どの話ができて非常に良い経験になった。将来の目標は自治体職員になることだ。これ

からこの経験を通してさらにいろんな国の人たちと交流していきたいと思う。 

 

 

神田 美紅 

報告（華東師範大学学生との市内視察） 

研修４日目の３月８日に、華東師範大学で講義とグループディスカッションを行いま

した。講義では、華東師範大学の歴史や、特徴を詳しく説明していただきました。歴史

の説明として、１９５１年に「大夏大学」、「光華大学」などを統合して設立し、また１

９７２年に「上海師範学院」、「上海体育学院」などと統合、さらに１９９７年から１９

９８年にかけて、「上海幼児師範高等専科学校」、「上海教育学院」、「上海第二教育学院」

と相次いで統合した歴史のある総合大学ということを学びました。特徴については、華

東師範大学は、中国南方で最も有名な教育系大学であり、大学内は中国伝統の庭園風の

造りになっているため、上海一美しいと言われる大学であると知りました。 

 グループディスカッションでは、それぞれ割振りされたＡ～Ｄのグループに華東師範

大学の学生が２人ずつ加わる形で行いました。まずは、自己紹介をしてお互いを知って

いき、「実は○○です」という、自分の今までのエピソードを交えたアイスブレイキング

を行いました。そして最後に、日本で

実施した若者の意識調査での質問項

目を参考に、価値観や趣味などについ

て互いに意見交換し、日本人と中国人

の傾向や異なる点などを学びました。 

 昼食では、Ａ～Ｄそれぞれのグルー

プごとに華東師範大学の学生と共に

学食を食べました。私が行った場所の

学食では、だいたい１０元～２０元ぐ
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らいでスープとサラダと主食がついてきました。学食では、かなりの人数がいたため、

注文してから出来るまでしばらく待ちましたが、結構主食の量が多く、満腹感はとても

ありました。そして、食事をしながら相手のことをもっと知れるよう活発に会話を繰り

広げるなど、それぞれのグループで取り組んでいました。 

 

感想 

華東師範大学の学生は、日本人よりも日本語が上手いじゃないかと思うレベルで正直

びっくりしました。また、華東師範大学の学生はシャイな感じではなく、積極的に話し

掛け相手の事を知ろうという気持ちが伝わってきました。私も華東師範大学の学生を見

ていたら、自分の不甲斐なさと共に、積極性がいかに大切か学ぶことが出来ました。 

 学食では、私が食べた獅子唐とお肉の炒め物のようなものは、味は普通でしたが価格

も１３元と安く、量も多かったのでとても満足しています。その後の会話も円滑に繰り

広がり、さまざまなことを教えて貰ったり、教えたりできたのでとてもいい経験でした。 

 

 

菊池 恵 

報告（在上海日本国総領事館） 

 私たちは３月６日に上海の日本国総領事館で、田中副領事から総領事館の業務と中国

華東地域における自治体の活動内容について、徐さんからは開発途上国を対象とした草

の根・人間の安全保障資金協力について、約１時間という短い時間でしたが、内容の濃

いお話を伺うことができました。 

 上海の総領事館は白い塀に囲まれており、やはり警備が厳重でした。パスポートを提

示して館内に入ってみると、文化スペースには日本の書籍がずらりと並べてありました。

漫画から小説、雑誌まで幅広く取り揃えてあり、誰でも閲覧することが出来るそうです。

私は総領事館内で日本文化に触れられるとは思っておりませんでしたので、中国で日本

の幅広い書籍が閲覧できることに驚きました。 

 上海総領事館の業務について、渡航前は総領事館といってもビザの発給などがメイン

だと思っておりましたが、総務部、政治部、経済部、広報文化部、領事部と５つの部が

あり、各部署によって日中間の様々な取り決めや管理などが行われていることを知りま

した。また上海総領事館の管理地域は日本の１．５倍と広く、日本の人口が１億２６７

４万人であるのに対し、上海市の１市４省の人口は２億６６３０万と約２倍あること、

急成長し続けている中国の GDP と日本の GDP との値の差、などについて驚かされまし

た。その上で、中国における日本企業の都市別拠点数は上海が一位であり、日本との貿

易や投資も増加しているのが資料から分かりました。中国におけるビザ発給数の増加に

ついては、中国経済の発展や発給要件の緩和により増加しているそうで、訪日中国人は

２倍にも上っています。茨城県でも、東北六県宿泊訪問のようにビザの緩和を試みてい
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ると知り、自治体の活動が拡大することが見込まれることが分かりました。反対に、「草

の根無償」による活動内容とは、日本側が開発途上国で活動する NGO に必要な資金を

供与するもので、これまでの浦東空港への円借款について、１市４省における内訳、洪

水で崩壊寸前の学校を新たに立て直す事業等がありました。学校では中日交流の促進活

動があり、日中の架け橋ともなるプロジェクトだと感じました。質疑応答の時間では、

日本で働く中国人の増加につい

て、賃金を重視して働いている

のではなく、技術を習得するた

めに日本で働く割合が増えてい

ることを私は意外に感じまし

た。 

 これから日中双方互いに協力

していく必要性がひしひしと伝

わり、とても勉強になりました。 

 

感想 

 私は今まで台湾、香港と訪問した経験はありますが、中国大陸に訪れることは初めて

だったので、今回の中国スタディツアーの最終日に現地学生との交流会があることで、

文化相違において緊張していました。日本国内で耳にする情報として、中国はマイナス

のイメージがありますが、しかしながら現地を自身の目で見てみると、日本と歴史的な

面では大いに違いがありますが、上海は日本の東京とそれほど大差がないように思いま

した。茨城県上海事務所、日本国総領事館、ジェトロでは、現在の上海の情勢、経済、

現地の人々の生活について詳しい解説があり、日本国内においては、中国の情勢につい

てほとんどが政治的な側面しか認知されておらず、勉強になりました。 

 益々発展していく中国に日系企業が重点をおいている理由も理解でき、様々な日系企

業との交流会や現地大学生との交流会は、なかなか経験できる機会ではないので、いろ

いろな方に出会えてよかったと心から思っています。 

 私は就活生として就職活動を行っておりますが、今回茨城県国際交流協会が主催した

上海スタディツアーに参加でき嬉しく思いま

す。日系企業の交流会では、企業の方が職種

の話だけではなく、異文化とうまく交流する

方法などためになるお話をたくさんお聞かせ

くださいました。今後の抱負としては、中国

語のスキルアップとこれからの就職活動に向

けてこの経験を有効活用していきたいと思い

ます。 
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齊藤 諒 

報告（華東師範大学生との市内視察） 

 私たちは３月８日の午後に市内視察を行

った。 

これは日本人数人のグループに現地の大

学生が加わり、一緒に市内を視察するもの

である。視察場所は南京路歩行街という、ビ

ルの林立する歩行者天国のような場所であ

り、数多くの様々なものを取り扱う店が並ん

でいた。平日にもかかわらず多くの人がここ

を訪れており、市民にとっても買い物をする場所であると考えた。 

 最初に張小泉というお店に行った。ここは包丁やはさみなどの刃物を数多く扱っており、現地

の大学生も有名なブランドだと教えてくれた。 

 次に私たちは地下鉄に乗った。私自身地下鉄に乗りたいと考えていたため、乗ることができて

よい経験ができたと思う。地下鉄は駅も車内も混雑しており、市民の重要な移動手段として成り

立っているのだと感じた。 

 その次に上海書城という本屋に行った。ここは 7階建てのビルすべてが書店であり、上海市内

最大級の書店である。教育の参考書や地図、多種多様なジャンルの本が売られており、そのな

かには中国語に翻訳された日本の漫画も見られた。海外において日本の漫画やアニメ、ゲー

ムなどのサブカルチャーが人気であることは耳にしていたが、このような大規模の書店において

漫画が売られていることを知り、それが事実であることを確認できた。 

 最後に第一百貨商店に行った。お菓子のお土産やドリンク、さらには魚介類の商品が並んで

いた。ここでは干し柿のようなものを食べた。 

 移動中には現地で有名なお菓子を教えてもらったり実際に食べたりし、現地で人気のあるも

のを知ることができた。また日本でもなじみのあるナイキやスターバックスなどのお店を見ること

ができた。 

 ビルが多く近代的な上海市内だが、この場所は欧風な建築の建物が多く顕在しており、ビル

群と欧風建築の混在する異様な場所であった。 

 

感想 

私がこのスタディツアーに参加しようと決めた理由は、領事館や上海事務所、日系企業の視

察ができるということである。 

まず現地に到着して驚いたことは、高層ビルが非常に多いということである。どの方向をみて

も、どこに移動してもビルが林立しており、その成長を肌で感じることができた。それらが織り成

す夜景はカラフルで、日本では見られないであろう幻想的なものであった。 
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領事館や上海事務所、企業の視察で

は、上海の情勢と各施設がどのような点を

重視し活動しているのかを詳細に教えてい

ただき、上海に興味を持つことができた。 

このスタディツアーを通して、海外におけ

る日系企業の在り方を確認することができ、

とても有意義な経験をすることできた。上海

のみならず、世界中の様々な事柄に対して

もアンテナを張り、情報を入手するようにしていきたいと考える。 

 

 

佐藤 勝己 

報告（JETRO上海） 

 私は上海スタディツアーで５日間という短い期間ながらも、充実したプログラム（日

系企業への訪問、現地学生との交流、観光など）を通して、ここ数年で急成長する中国

の力強さを体感した。事前研修では、国レベル（日本と中国）、又は都市レベル（茨城県

と上海市）において、友好関係状況、現状と課題に対するモノの考え方、文化、インフ

ラなどを様々な角度から比較し学んだ。しかし講義を聴くだけでなく、実際に現地を訪

れることでより深く鮮明な理解につながると改めて感じた。 

 プログラム二日目の「日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）上海事務所」への訪問では、

対日投資の現状と課題、経済面から見る中国の急速な変化について話を聞くことができ

た。私は将来、貿易関連の会社に勤めたいという目標があり、現在は貿易に関する資格

（通関士など）取得を目指している。しかし、そういった資格試験は採用時、又は実際

に現場でどう活かされているのかという個人的な質問を投げかけてみたところ、あまり

資格試験などに集中しすぎず、就職活動時は視野を広く持つこと、入社後は、それぞれ

の部署で専門性を高めていくことが重要であるという回答をいただいた。 

 訪問を通して、ＪＥＴＲＯは世界の国々との貿易をするだけでなく、日系企業に政府

系組織として情報を提供、さらに中国企業が日本に進出する際にも援助をしていること

を知り、貿易業務以外にも様々

なことに取り組んでいることを

知った。 

 私が生活する茨城県の強みと

しては、①広い土地、②東京都へ

のアクセス、③港がある、という

三つを挙げていた。これは日本

の貿易のおいて非常に重要な、
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貨物船など船で貿易をする際に非常に有利に作用し、実際、製造業を日本で、さらには

茨城県でやりたい、という企業が数多くあることを知った。もっと自分の生活する地域

について知りたい、知っていなければいけないと感じた。 

 

感想 

 私が上海スタディツアーを通して学んだことは、実際

に現地を訪れて話を聞くことの重要性である。日本と中

国の関係というと、何となく良くないイメージを持つ人

も多いだろう。しかしこれは、新聞やニュースなどのメ

ディアの影響に過ぎない。実際に現地を訪れ、そこで働

く中国人や日本人の方に話を聞くと、そんな悪いイメー

ジはなく、むしろお互いの文化に興味を持ち、尊重しあ

っているということが分かる。 

 今回の研修のおかげで、私は現地の語学研修プログラ

ムに興味を持ち、現在はその内容について更に詳しく調

べている段階である。「百聞は一見に如かず」という言葉

があるが、今回の研修は、まさにそれを感じたものであった。 

 

 

杉山 達哉 

報告（豫園） 

今回の上海スタディツアーでは中国の豫園という所に行った。豫園とは四川布政使の

役人である潘允端が刑部尚書の父の潘恩のために 18 年費やして作ったとされている場

所である。この場所では 16 世紀から 18 世紀の時代の文化をそれぞれ感じることが出来

る。豫園内の綺麗な庭園を見ながらショッピングやグルメを楽しむことのできる、人気

の観光地の一つとなっている。 

この豫園で私の感じたことは、都市化された上海でも歴史を感じることが出来るとい

うことである。このスタディツアーに参加するまで中国の歴史と言えば、教科書で少し

触れた程度であまり実感が沸く

ようなことはなかった。そこで

何かの機会に外国の文化に触れ

たいと思い、このツアーをきっ

かけに初めて文化を見ていくこ

とにした。 

そこで見たものは、水を使っ

た華やかな庭や木の根を使った
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書斎、所々に点在する動物など日本に無いような景色や工夫がされていていた。日本の

京都のようなわびさびの落ち着いた空間と違い、華やかな文化を全身で感じることがで

きた。また豫園では、中国で有名なお茶を体験することが出来た。そこでは数種類のお

茶を飲み比べた。日本の緑茶とは違い、ジャスミンティーやプアール茶など何種類もの

お茶を体験することができ、味の違いを見分けることが出来た。豫園の周辺では日本で

おなじみのケンタッキーや本場の小籠包の店、その他諸々の雑貨屋を見ることが出来た。

夜には中国料理を体感し、様々な味を味わうことが出来た。日本にはない独特の調味料

などがあり、味付けの違いを確かめることが出来た。 

 

感想 

このスタディツアーを通して学んだことは、今回の豫園を体験して初めて海外の文化

を知ることが出来たことである。そして、この旅を通して中国の見方を改めて変えるこ

とが出来たことである。今までの歴史の経緯から、昔ながらの歴史が失われつつあるの

かと思っていた。しかしこのスタディツアーを通して、改めて歴史が生きていることに

安堵を覚えた。同時に、日本の古来の文化を守っていきたいと感じることが出来た。そ

の点で考えていることは日中両

方同じように感じる。そして歴

史を学ぶことで、海外の他の文

化を見たいと思う気持ちがより

深まった。そのためにも語学や

国際交流について勉強して、自

分自身をより高めていくと同時

に、日中交流の懸け橋になれれ

ばいいなと思う。 

 

 

樽見 友登 

報告（外灘地区の夜景視察） 

ここ外灘の夜景を見たのは 3 月 5 日の上海

に降り立ってすぐの活動である。外灘、この名

前を聞くのは初めてだったがこの風景を見た

のは初めてではない。この外灘またはバンド

は中国・上海市中心部の黄浦区にある上海随

一の観光エリアらしい。確かにこの建物一つ

一つが生きているように発する光、建物で鮮

やかといえば自国の東京もあるがここ外灘は
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東京すらかなわないであろう虹色の美しさを持っている。この風景を見るために平日の

夜でさえ人で賑わっていた。また売店もあったがほとんどの売店は写真を撮ってくれる

お店だった。夜景が夜景だからそういった商売もありなのかもしれない。さて、先ほど

から夜景にしか触れてこなかったが外灘はほかにも名所となる観光スポットがある。ま

ず一つ目に上海人民英雄記念塔、この塔は戦死者を弔う塔で、アジアでも有数の高さを

誇る記念塔で見どころがある。この塔を夜見たとき違和感を感じたが、この塔には錯覚

する仕掛けがあり、面白味も感じられた。二つ目にロシア領事館、名前を聞く限り堅苦

しくて観光スポットにはならないだろうと思うが確かに名前だけではそう思うが、観光

スポットになりえるのはズバリ建物だ。領事館は鮮やかな赤色をしたレンガが特徴な屋

根に四階建ての建物で非常に目立つつくりになっている。三つ目に外白渡橋である。こ

の橋は蘇州河にかかり、外灘地区と虹口地区を結んでいる。この橋を実際わたってみた

が足元が木でできており歩くたびにミシミシという音が鳴り響く。が、この橋も夜にな

れば音も気にならないほどの素晴らしい夜景として姿を変える。そしてその橋から見え

るのは眩い光を放つ夜景、水面を鮮やかに彩るクルーザーの光。私はこの時、息もでき

ないほどにこの景色に見とれていたことを覚えている。 

 

感想 

今回上海スタディツアーに参加して感じたこと、思ったこと、今回の経験を経てのこ

とを述べたいと思う。まず感じたことだが、海外に行ったことは初めてではない。マレ

ーシアやタイなどにも行ったことがある。だが感じたことはマレーシアやタイとは別の

ものだ。というのもこれは旅行という堤で行ったものなので観光スポットやおいしいも

のを食べて帰ってきたにすぎず、その国について勉強をしに行ったのではない。だが今

回の上海は勉強をしに行ったのでその土地のこと、食文化のこと、人柄やその地の歴史

を旅行だけじゃ味わえない貴重な経験を得たと私は感じた。次に思ったことだが、噂に

は聞いていたが車の運転が荒い。が、茨城県民である私がそれを言っていいのかと痛い

ところだが中国は運転が荒い。またバイク大国らしくとってもバイクで行き来する人が

多かった。そしてクラクションの音は毎分に五回ほどのものだった。我々の移動手段は

バスだったのだがバスの運転手の運転技術が高く雨の日に我々が濡れないように入口の

近くまで大きい車体のバスで

狭い道に来てくれた。きっと

中国人は皆運転がうまいと思

った。次に今回スタディツア

ーを経てこれからの抱負につ

いてだ。今回短い時間とは裏

腹に多くのことを学んだ。先

ほども述べたように土地のこ
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と、食文化、人柄、地の歴史。またお世話になったバスの運転手、ガイドマン、会社見

学の際にお世話になった担当者、交流会でお世話になった華東師範大学の生徒たち、こ

の人たちの支えにより無事にスタディツアーを遂行できいろんなことを学ぶことができ

た。今回のスタディツアーを経ての抱負は、人の縁とはどのようなものかわからない。

だから私は人の縁を大事にしていきたいと決意しました。 

 

 

富田 美穂 

報告（春秋航空本社） 

 ３月７日、上海に本社を置く、春秋航空を見学しました。１９８１年に春秋旅行社と

して開業した春秋航空は、２００５年に運航を開始し、２０１０年に中国上海から茨城

を結ぶ航路が開通しました。現在支社は５０都市にあり、２０００店舗で運営を行って

います。また、世界中でパイロットの数が不足しているということから、独自に開設し

たフライトシミュレーションセンターにおいて、１５０機のパイロット訓練を行ってい

ます。春秋航空は、アジア最大の LCC 航空会社として、今でも成長を続けているとのこ

とです。 

実際の見学では、まず初めに、春秋航空は中国で一番ローコストな航空会社であり、

会社の建物についてもなるべくコストを抑えて運営していること、会社内の部署はさま

ざまな場所に点在していること等をご説明いただきました。 

 オペレーション室では、小さな部屋で１５名程度の方々が作業をなさっていました。

お話によると、この１５名程度の人員で、通常のオペレーション機能に加え、キャビン

アテンダントの派遣など、本来の１０倍もの仕事をこなしておられるとのことでした。 

 次に、情報技術部の見学を行いました。この情報技術部では、春秋航空におけるすべ

てのシステムを開発しており、民営では、中国で唯一、自社内開発を行っているそうで

す。 

 最後に整備部の見学を行いました。整備部の作業場は、廃棄となった工場を利用して

います。作業場の中では、整備士やシステムエンジニアの方々が飛行機の到着を待って

おられました。さらに奥には飛行機の部品が厳重に管理されており、品質管理のために

エリア分けがされている様子を見

学することができました。また、独

自に開発したという、除雪・除氷機

を見せていただきました。それら

を他から購入するよりも大幅にコ

ストを削減したうえで、普通の物

と同等あるいはそれ以上の性能の

機械を造ることができたと仰って

春秋航空のバスとタラップ 
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いました。 

 

感想 

 私がこのツアーに参加した目的のひとつに、中国の人々の生活を知りたいということ

がありました。中国を訪れたのはこのツアーが初めてでしたが、多様なプログラムにお

ける実体験を通じて、自分の中で中国に対する見方が変化したことを実感しました。 

 まず事前研修で中国の歴史や現状等を学ぶ講義があり、新たな知識を多く得ることが

できました。さらに、現地で、各

機関の見学や中国人大学生・日本

人留学生との交流を深める中で、

中国の歴史や地理、言語、経済に

ついてもっと学びたいと思う気

持ちが強くなりました。企業の方

や現地大学生が、何度も「中国の

ことを学んでほしい」と仰ってい

たことが心に残っています。今後

も中国のことを、正しく学び、そ

して伝えていく努力を続けていきたいと考えています。 

 貴重な機会を与えてくださいました関係者の皆様に、心から御礼を申し上げます。 

 

 

永森 久稀 

報告（上海ヤクルト販売株式会社） 

私たちはツアー３日目に「上海ヤクルト」工場へ伺いました。ヤクルトと言えば、日

本では知らない人はほとんどいないと言っていい有名な乳酸菌飲料ですが、中国をはじ

め世界各国に工場を設け、販売網を広げているグローバルな企業です。冒頭のパワーポ

イントでは、ヤクルトの創始者である代田稔氏の考え方「代田イズム」を紹介ください

ました。「代田イズム」とは、予防医学・健腸

長寿・誰もが手に入れられる価格での３つの

概念であり、今日でもヤクルト社にとって大

切な企業理念であることがわかりました。私

は以前、大学の講義で「水戸ヤクルト」取締役

社長の方の講演を拝聴したことがあったので

すが、同様に「代田イズム」のお話をされてい

まだ人通りのまばらな上海の朝の風景 
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たので、ヤクルト社にとって「代田イズム」の大切さは日本国内外問わず普遍的なもの

であること、それは海外でヤクルトに携わる外国人にとっても同じことがいえると感じ

ました。その一方、海外で日本企業が工場や事務所を設けるのが珍しくなくなってきた

昨今ですが、やはり労働に対する考え方や価値観は国によって様々であり、外国籍の企

業の中で働く現地の従業員と日本人従業員とうまく折り合いをつけていくことは相当難

しいことなのではと感じました。日本は世界的に、仕事に対して真面目で家族や自分の

時間さえも厭わない仕事第一主義とされていますが、国ごとに仕事の取組み方のスタイ

ルは違う上、ヤクルトは飲料なので、より一層の衛生環境が求められる職場だと思いま

す。高品質な製品をばらつきなく製造するには、「代田イズム」をはじめ日本で培ったノ

ウハウを世界の労働者と共有する難しさと大切さを見学して知ることができました。 

 

感想 

私は今回が初めての中国でしたが、とても充実した時間を過ごすことができました。

それは上海というパワフルで成長目覚ましい都市の色々なところを見て回ることができ

たからです。加えて、今回のツアーでは上海で今活躍している社会人の方々と直にお話

しする機会があったのがすごく良かったと思います。普段大学にいるだけではわからな

いことをたくさん教えていただいて大変参考になりました。このツアーを通して、将来

は自分が日中友好の一助になれればいいなと思うようになりました。参加者のほとんど

が常磐大の学生で難しい部分もありました

が、良い経験となりました。最後に、事前研修

から何から何までお世話になった加藤さんを

はじめ本当に多くの皆さんのおかげでこのツ

アーが企画運営されていたことと存じます。

本当にありがとうございました。このツアー

をきっかけにまた頑張りたいと思います。 
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根本 拓己 

報告（春秋航空本社） 

 ３日目（３／７）の午前中に私たちが往復で

利用する中国の航空会社の春秋航空へ見学に

行きました。まず春秋航空の会社概要につい

て話を伺いました。そこでは春秋航空の成り

立ちや戦略について知りました。そのあと春

秋航空のオフィスを見学しました。オペレー

ションセンターやＩＴ部門など様々なところ

を見学しました。そこで特に興味を持ったの

は、飛行機に天候状況や気圧状況などを伝え

るオペレーションセンターです。春秋航空はＬＣＣ（Ｌｏｗ-Ｃｏｓｔ Ｃａｒｒｉｅｒ

＝格安航空会社）でありコストを徹底的に削減していると話されただけあり、航空会社

とは思えないほどの狭いスペースの中で、大勢の人が働いていて本当にコストを徹底的

に削減していると肌で感じることができました。次に春秋航空の整備工場を見学しまし

た。そこでは普段見ることのできない、安全を維持するための努力・実践を知ることが

できました。整備工場も、やはりとても小さく狭いながらも、効率よく作業することで

コスト削減を可能にしていることが分かりました。ここで興味を持ったのは過去に起き

た不具合について、概要・原因・対策をそれぞれ１件ずつまとめて壁面に掲示してあっ

たことです。不具合の大きいものから小さいものまで様々な事例についてまとめてあり

ました。こうすることによって普段から目につくため、意識するようになることが分か

りました。 

 

感想 

 私がこのツアーに参加した動機は、卒業までに一度は海外に行きたいと思っていて、

就職活動が本格化する前にちょうどよい機会だと感じたからです。しかし中国に関する

知識はほとんどありませんでした。事前研修の講義で聞いたことはほとんど知らないこ

とばかりでしたが、とても勉強になり当日が楽しみになりました。当日現地に着くと、

日本語が全くと言っていいほど見当たりませ

ん。海外なので当たり前ですが、初めて海外に

行った私には何もかもが新鮮で、新しい発見

の連続でした。たくさんの予定が詰まってい

た５日間は、あっという間に過ぎてしまいま

した。この貴重な経験を胸に、社会人に向けて

今よりもっと成長していきたいと思っていま

す。最後になりましたが、この貴重な機会を与
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えてくださった茨城県国際交流協会や茨城県上海事務所の皆さんには、大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

 

藤枝 優華 

報告（上海ヤクルト販売） 

上海スタディツアー三日目の、３月７日に上海ヤクルト工場の見学をしました。まず、

企業の方のお話を聞き、上海ヤクルトの歴史と、乳酸菌シロタ株の詳しい説明と、日本

と中国のヤクルトの関連性をご説明いただき、そのあとに製造過程の見学をしました。

製造機器は、ほぼ日本製であることが分かりました。日本にある｢ジョア｣は、日本だけ

で作られていて、上海などの海外では製造していないというお話を聞きました。ジョア

はヤクルトと製造機器が異なるため、ジョアを生産するためにはヤクルトと違う製造機

器を購入し、場所の確保をしなければならないためだからです。他の乳製品で使用され

ている乳酸菌と、ヤクルトで使用されている乳酸菌は全く違うということも分かりまし

た。ヤクルトで使用されている乳酸菌は、｢生きた乳酸菌｣であるため、腸の改善をして

くれると聞きました。日本でも愛されているヤクルトは、世界中でも愛されているんだ

なと感じることができました。 

 そして、実際に上海のヤクルトを試飲でき、味は日本とあまり変わらないが、容器や容

量が日本より少し多めだということに気がつきました。底に少し残ってしまうヤクルト

を、最後の一滴までしっかりと飲み干すことで満腹感を得られると聞きました。 

 今回、上海ヤクルト工場のお話と見学をさせ

ていただき、日本と違うところが少し見つか

りましたが、ほぼ日本の工程と同じだという

ことが分かりました。ヤクルトの魅力を知る

ことができ、もっとヤクルトのことを知りた

いと感じました。そして、ヤクルトを１日１本

飲み、元気な生活を送っていきたいと思いま

した。 

 

感想 

私は、上海スタディツアーに参加して、同じ大学の参加者が多かったものの、今まで

あまり交流がなかったため、このスタディツアーを機に仲を深めることが出来たと思い

ます。また、他大学の人とも交流でき、良い経験になりました。総領事館や、茨城県上

海事務所、企業のお話を聞くこと、そして夕食で金融関係の方のお話を聞くことができ、

今後の就職活動や社会に出る上で役立つと感じました。 

華東師範大学の学生の方とも交流する機会があり、日本と中国の文化の話など、日本



 

22 

参加学生一覧のページに戻る 

では聞けないことを聞くことができよかったと感じました。 

このスタディツアーで、国際交流を経験し、日本とは違う文化や生活を体感すること

ができました。今後は、今回のことを生かして国際交流を自らもっと体験していきたい

と考えました。 

一緒に参加する予定だった友人にも、今回のスタディツアーの内容などを共有してい

けたらと思いました。５日間、お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

松丸 大志 

報告（日系企業との夕食交流会） 

４日目の夜、企業との食事会があり、そこで上海を拠点にしている会社の人と話をす

る機会がありました。中国でも人との付き合いで酒をたしなむことがあるようです。上

司とであったり、取引先とであったり様々です。私たちの世代は、酒離れが進んでおり、

なかなか飲む人がいません。お酒を勧められた時に、飲めないからといって単に強く否

定すると、相手に嫌な印象を与えことがあるようです。この話はすごく納得できました。

お酒に関わらず、目上の人の提案を強く否定することは失礼にあたります。この話を聞

いて、私は、相手の話や意見を真剣に聞いてチャレンジするのもとても大切なことだと

思いました。これから社会に出る私にとって、とても大切な考え方を得ることが出来ま

した。このツアーの中で一番勉強になる話だったと思いました。 

 

感想 

  上海スタディツアーに参加して私が思ったことは、日本にいるだけでは分からないこ

とがたくさんあるということです。例えば、よく日本人は海外に出ると日本食が恋しく

なるといいます。それは海外の食事が日本人好みに作られてはいないからです。日本で

暮らしていればどの外国料理を食べても、日本人好みにアレンジしてあってとても食べ

やすくなっています。しかし一歩海外に出てみると、本場の味は私たち日本人が思って

いるより口に合わないことがあります。これはその地域の人の好みの味に合わせたもの

だからです。こういった日本から海外に出なければ気づけなかったことを、たくさん気

付くことが出来る良い体験になりました。 

 

 

安 和輝 

報告（上海豊田紡織廠記念館） 

私は上海スタディツアーに参加し、中国の文化や歴史、そして日本との関係について

深く触れました。そこで一番に印象に残ったのは、上海豊田紡織廠記念館でした。ここ

は、ホームページがないためインターネットなどで検索ができず、予約するにも一苦労
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する、秘密の場所といっても過言ではない記念館で、豊田が紡績産業を中心に行ってい

る頃の上海工場の一部が綺麗に復元されていました。そこには豊田創業者である豊田佐

吉が発明した、自動織機のレプリカが展示されており、実際に触れることができるよう

になっていました。他の記念館にはない仕組みに驚きました。 

 ここには、豊田佐吉が上海に工場を作ったときの歴史か記されており、一番に驚いた

のが豊田佐吉は植民地である中国で雇った工場の従業員を差別することなく、日本人と

対等に扱い優しく接していたということです。この事もあって今でも植民地であったと

いう苦い思いをしている中国、その頃の記念館を日本が作れるの所以なのではないかと

思いました。この記念館は人として学ぶ事の多いものになっており、後世に絶対に残す

べき記念館です。 

 この豊田記念館は、きっとこのツアーに参加しなくては見ることのできなかったもの

でした。本当に参加してよかったです。そして、上海スタディツアーに関わる関係者の

方々は本当にいい人ばかりで、楽しく学びの多い経験ができました。 

 

感想 

 私が上海スタディツアーに参加した理由は、海外に出たことがなく、手頃な価格で海

外に行けるという安易な考えからでした。しかしいざ参加し、中国の文化や中国で活躍

する日系企業に触れて、学びの多い５日間となりました。単なる海外旅行では体験でき

ない貴重な時間でした。日経企業で働く人には、海外で活躍するだけのコミュニケーシ

ョン能力が必要不可欠だということも、身に染みてわかりました。 

 私は、この経験を経て海外に視野を広められるようになりました。将来的には会社を

起業しようと考えているので、日本に縛られず海外でも活躍できる会社をつくろうと思

います。 

 

 

----- 

※ここに書かれている内容は、参加した皆さんそれぞれの受け止め方に基づ

く個人的な見解です。また、記載内容について正確さを保証するものではあ

りません。 

※全部または一部を問わず、無断転載を禁じます。 


