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第38期日中学生会議の活動終了にあたって

日中学生会議顧問　天児　慧 

　実行委員会の皆さん、中国側学生との交流活動、そのための骨の折れる様々な準備活動など大変お
疲れさまでした。苦しかったこともあったかと思いますが、それらを乗り切って、実りの多い交流が
できたことは、これからの皆さんにとってかけがえのない豊かな経験になったと思います。また、こ
れまで長きにわたって多くの先輩たちが築いてきた日中学生交流に新しい１ページを刻み込み、社会
への貴重な発信がなされたことにもなりました。 

　日中関係は、大きなスパンで見ると今日重大な岐路に立っているように見えます。日中関係の逆転
は、たんに経済力、軍事力にとどまらず、マンパワーの面でも中国優位の状況になってきました。も
ちろん我々は勝ち負けを争っているわけではありませんが。またグローバルにみると米国と中国の関
係がきわめて不安定な状況にあり、しかも長期に続く様相を治しています。そして、そのことが日中
関係、あるいは日本自身の立ち位置に大きく影響することにもなっています。 

　日本にとって望ましいのは、中国が日本とのより協力的、協調的な姿勢を強めてきているというこ
とです。日中首脳の対話が再開されて、2020年春には習近平主席の訪日も予定されています。もちろ
ん中国政府にはそれなりの目論見があっての対日接近であることは間違いないですが、関係改善の重
要なチャンスでもあります。 

日本を訪れる中国人の数は着実に増大し、自分たちの目で、感性で日本を理解する人も増えていま
す。日本人、とりわけ若者は積極的に中国の人々とかかわって、彼らの優れた面を素直に感じ、また
自分たちの長所もアピールしながら、相互に切磋琢磨して日中関係の人的なつながりを深めてほしい
と思います。皆さんの未来は開かれています。そして皆さんの努力次第で日中関係も輝きを増してい
くことになるでしょう。そしてまた、これからは日中学生会議のOB/OGとして後輩たちの新たな活動
をサポートしてあげてください。皆さんのますますの発展を祈ります。 
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フェア（公正）かニュートラル（中立）か

東京大学　阿古智子 

中国本土への容疑者の引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正への反対がきっかけとなって始まった
香港の大規模デモは、この夏、全く収束せず、一部では大きな混乱を引き起こした。私は大学院時代
を過ごした香港の情勢を心配しながら、自分が生まれ育った日本の行く末についても考えていた。日
本は表面上、平和で自由に見えるが、実態はどうなのか。 
大学院以降、米国で教育を受け、欧米メディアで働いている中国大陸出身の友人は、米国から香港

情勢を踏まえて米中関係などを報じている。彼女は、自分のソーシャルメディアのページに、このよ
うに書いていた。 

“Wish I were covering HK on the ground. But sometimes taking a step back shows a greater picture. （中略）
My fellow journalists, keep calm and carry on. Check facts. Pay attention to details. To observe, research, 
question and inform. Be fair but not neutral.” 
訳「私も香港の現場で報じられたらよかったのにと思う。でも、一歩引いた方が、より広い視野を得
られることもある。ジャーナリストの友人たちへ、冷静に、報道を続けてください。事実をチェック
し、細部に注目してください。観察し、研究し、問いを投げかけ、人々に知らせるために。中立では
なく、公正であってください」 

「ニュートラル（中立）ではなく、フェア（公正）である」ということがいかに重要であるか。私
も彼女の観点に深く共感する。人間は誰一人として立ち位置が同じであることはない。皆それぞれ異
なる位置にいて感じ、考えた結果得られた見方を表現するのだから、人間が完全に中立で居られるは
ずなどない。そうではなく、フェア（公正）であるかどうかを常に確認することが重要ではないか。 
具体的にいうと、特定の政府機関や企業などと癒着するなどし、権力の監視を怠ってはいないか、

力を不当に利用して自らの主張を行なってはいないか、弱者の視点に立つ努力が続けられているか、
といったことを確認するのである。人類の歴史や社会について学ぶ場においても、自分の関心や好み
に応じてモノを見ようとするだけではなく、異なる立ち位置にいる人たちが、どのような主張を展開
しているのか、それはどうしてなのかを多方面から捉えることによって、自分の立ち位置をより明確
にすることができる。 
日中学生会議の学生たちにも、自分の姿勢がフェアであるかどうか、しっかり考えて欲しい。香港

の情勢は決して楽観できるものではない。しかし、平和的手段で主張を発信し続ける香港の人たち
は、自由に思考し、主体的に選び取ることが、人間らしく生きることに繋がるということを私たちに
教えてくれているような気がしてならない。 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新しい繋がり 

近畿大学　上田貴子 

今年は、日本での本会議開催の年で、実行委員・参加者のみなさん、ディベートの準備だけでなく、
ホスト側としての準備も大変だったことでしょう。今年の参加者の皆さんとは、大阪での合宿の際に
お目にかかり、熱気のこもる皆さんの姿に本会議の成功も間違いないと確信をした覚えがあります。 

この夏は機会があって、みなさんが熱いディベートを重ねておられる頃に、2回中国を訪問しまし
た。学会参加もしましたが、地方の村民委員会での現地調査を行うなど、複数の違うタイプの場所を
訪問し、中国の変化を実感してきました。 

なかでも小さなことですが、新たに感じた日中の違いとして、名刺交換が廃れつつあることが挙げ
られます。以前は、名刺交換から挨拶が始まりましたが、今回はそれがwechatのアカウント交換に替
わっていました。つまり日本でlineの交換をするような感覚です。日本ではlineは人と繋がるツールで
はあっても、まだオフィシャルな連絡手段に使うことには抵抗があります。友人同士でlineのアカウ
ントを交換して友達に気軽に挨拶するように、学会のような場でも連絡先をwechatで交換し、気軽な
メッセージを送りあいながら関係を作っていく。ここには関係を作ることを重視する中国ならでは
の、しかし新しい人間関係の作り方をみたような気がします。 

これはもうジェネレーションギャップに驚く上の世代のコメントにすぎないわけですが、きっと日
中学生会議で出会ったみなさんは、私の戸惑いに比べれば、遥かに飛躍した軽やかさで、お互いの繋
がりを作られたことと思います。そうやって紡がれた関係は日中にとどまらず、地球全体を覆う勢い
を持つのだろうなと、頼もしく思っております。本会議の成功をお慶び申し上げるとともに、この繋
がりを生かした今後の皆さんのご活躍を期待しております。 
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第38回日中学生会議　日本側参加者名簿
委員長 土屋勇魚 国際教養大学 国際教養学部 2年

総務 髙橋真洋 慶應義塾大学 総合政策学部 3年

歴史 今井絵莉香 大阪大学 外国語学部 3年

歴史 樫本佳韻 早稲田大学 文学部 4年

歴史 吉永伊織 明治大学 国際日本学部 2年

歴史 佐藤みのり 都留文科大学 文学部 2年

教育と文化 中村千聖 国際教養大学 国際教養学部 2年

教育と文化 趙婉言 一橋大学 社会学部 2年

教育と文化 星田明 国際教養大学 国際教養学部 2年

教育と文化 中村優佳 早稲田大学 国際教養学部 4年

環境と開発 原田千尋 創価大学 経済学部 4年

環境と開発 加藤洋一 アメリカ創価大学 一般教養 2年

環境と開発 張貝 ダラム大学 会計学・金融 3年

環境と開発 石原立輝 国際教養大学 国際教養学部 3年

環境と開発 浜川薫 九州大学 経済学部 4年

メディア 北條久美 創価大学 法律学部 3年

メディア 田中浩志 国際教養大学 国際教養学部 2年

メディア 鈴木日和 慶應義塾大学 法学部 2年

メディア 寺社下弥生 台湾国立政治大学 コミュニケーション学部 2年

社会現象 山下紗季 神奈川大学 外国語学部 1年

社会現象 阿部羅良枝 創価大学 国際教養学部 3年

社会現象 田中星来 都留文科大学 文学部 3年

社会現象 喜納公弘 長崎ウレスレアン大学 現代社会学部 3年

マイノリティー 翁羽翔 上智大学 総合グローバル学部 4年

マイノリティー 桐山和歌子 慶應義塾大学 経済学部 2年

マイノリティー 斎藤達己 順天堂大学 国際教養学部 4年

マイノリティー 劉紫薇 筑波大学 人文・文化学部 2年

スポーツと健康 児嶋夏花 早稲田大学 文化構想学部 2年

スポーツと健康 村山友章 一橋大学 国際公共政策大学院 M1

スポーツと健康 藤本真穂 広島市立大学 国際学部 3年
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第38回日中学生会議　中国側参加者名簿
委員長 	0 中山大学 哲学 3年

歴史 梁志� 广�外�外*大学 国際ビジネス 3年

歴史 侯的 中山大学 歴史 2年

歴史 李子! 北京外国�大学 日本語 2年

歴史 鄢欣昊 天津外国�大学 外交学 2年

教育と文化 商嘉琦 ケンブリッジ大学 教育 2年

教育と文化 代毅 中山大学 外国語文学 2年

教育と文化 森岡薰 复旦大学 法学 2年

環境と開発 #' 東京工業大学 材料 M1

環境と開発 胡恩  北京大学 国際政治 1年

環境と開発 -&� 西安外国�大学 中国語国際教育 M1

環境と開発 #� 云南民族大学 翻訳 4年

メディア 李小萌 天津外国�大学 国際政治 2年

メディア %4. 中山大学 原子力工学 1年

メディア 李冠儒 北京大学 国際関係 4年

メディア �� ��
��� 文化財管理 4年

社会現象 安家宇 西安外国�大学 日本語 3年

社会現象 +�& 复旦大学 社会学 3年

社会現象 %, 中山大学 社会学 2年

社会現象 唐琳 北京大学 中国語 1年

マイノリティー 沈丹5 复旦大学 日本語 2年

マイノリティー 	)� 四川外国�大学 金融 4年

マイノリティー 2�� 广�外�外*大学 ビジネス英語 3年

マイノリティー ��3 中山大学 ビジネス英語 3年

スポーツと健康 �( 中山大学 中国語文学  3年

スポーツと健康 沈芮伊 北京
范大学 社会奉仕 4年

スポーツと健康 邢翌煊 北京体育大学 体育経済と管理 1年

スポーツと健康 "�$ �1�� 日本語 3年



 

文責：土屋勇魚 
1.  日中学生会議について 

■沿革 
　外務省（社）日本外交協会主催全国学生国際問題討論会「ザ・フォーラム」入選者より発案。日中
関係に関心のある日本人学生有志が1986年実行委員会を設立したことが始まりである。1987年夏、中
国・北京において第一回日中学生会議本会議を開催し、今年で第38回目の開催となる。 

■理念 

　“日中友好へ、学生の挑戦。” 

■第38回日中学生会議理念 
緒　～対話から紡ぐ、友好の“糸”～ 

　 
　今年で中国は建国70周年になり、より日本は中国との関係性について見直すべき時代に突入してい
る。中国による一帯一路政策、AIIBによる世界各地へのインフラ投資など我々が思っているよりも早
く、中国による影響網が拡大してきている。その中で、日本はどのように中国と接していくべきなの
か、また我々日中学生会議などの学生が将来に向け、どのように中国を理解していかなければいけな
いのか、そのようなことを考えなければいけない岐路に立たされている。そのような状況下で、日本
開催の第38回日中学生会議では、学生の輝かしい未来を見据え、議論を通して日本人学生と中国人学
生にしか築くことのできない友好を成し遂げるために、本理念を設定した。 
　糸を紡ぐ上で、緒というものは糸そのものの始まりであるが、日中学生会議本会議を通しての学生
による日中友好という「糸」への緒は、「困難」の入り口でもある。受けてきた教育も全く違い、全
く異なるアイデンティティや価値観を持つもの同士が議論を行うのは、時には意見の相違や対立が生
まれたりと、困難の連続である。その上、学生一人ひとりは日中友好を築くにはあまりに小さい
「糸」である。しかし学生会議として59名の学生の力が集まり、その人達が友好の為、議論と共同生
活を通した相互理解をすることによって大きく太い「糸」となり、困難をくぐり抜け、紡がれた「糸」
が日中友好への「緒」へするという思いを込めた。また、日中学生会議によって紡がれた日中友好の
「糸」が世間一般にも波及する決意の現れでもある。 
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第一部　はじめに

“日中友好”とは、お互いの国、国民に対し、好印象を抱いてい
ることであり、人と人との交流が活発なことだ。さらに、国際
社会で両国が協力し合うことでもある。“学生の挑戦”とは、日
中友好を願うチャンネルとして、限りない可能性をもつ、学生レ
ベルからの積極的かつ情熱的な試みである。



■実行委員長挨拶 
第38回日中学生会議実行委員長　土屋勇魚 

　2019年8月21日をもって、第38回日中学生会議は東京にて幕を閉じました。このように例年通り無
事に開催できたこと、そしてこのようにして無事に全ての活動が終えられたことをとても喜ばしく
思っております。開催にあたり顧問の先生方ならびにOBOGの皆様をはじめとした関係者の方々に厚
く御礼申し上げます。また1年間質の高いプログラムを提供し、日中友好とは何なのかをひたむきに
考え、本学生会議を創り上げてくれた日本側と中国側実行委員、そして参加者の皆さんに心から感謝
申し上げます。 

　「日中学生会議の存在意義とは」第38期日中学生会議実行委員会はこの大問を投げかけ続けまし
た。本実行委員会は第37回日中学生会議本会議終了後8月に4人で発足し、新たな実行委員募集から始
まりました。その後新たに4人が加入し、2019年4月に1人加入し、計9人で活動をしてきました。ここ
までの大規模な新実行委員募集は日中学生会議始まって以来初であり、手探りの状態で始まりまし
た。しかし、新たに加入した実行委員は各々が学生として日中友好にどのように貢献できるのか、ま
た日中学生会議実行委員として参加者に何を提供できるのかを考え、より良い日中学生会議を開催し
ようと尽力してくれました。1年間の運営を振り返り、彼らのこのような意欲がなければ、今回はこ
のような素晴らしいものにならなかったと思います。 

　我々が参加者を迎えるにあたって、日中学生会議が作り出す「学生による日中友好」とはどのよう
なものか、「日本と中国の学生が行う議論」はなぜ必要なことなのかを、一度我々実行委員の中で見
直し、「議論をすること」自体に意味があることを統一意識として持つことにしました。我々学生の
行う議論は、学者の視点から見れば建設的ではなく、成果の少ないものと思われることも多いでしょ
う。しかし、日中学生会議として日本と中国の社会問題に対して本音で議論をすること、その経験こ
そ我々日中学生会議でしかできないことではないだろうか。また将来を担う我々学生として、日本と
中国、また他国の人々とどのように接するべきなのかを学ぶことができる場所を提供できる場所こそ
が日中学生会議なのではないだろうか。そのような意識を持って、変革を行ってきました。また32年
続いてきた学生団体として、我々の築いてきた学生による日中友好をどのように社会に波及していく
べきかを考え、学生の学生による学術的交流のプラットホームがこれからも存在することこそが我々
が日中友好を社会へ波及させる方法ではないかと考え、本学生会議の持続的発展に目を向けるように
心がけました。 

　本会議での議論では、我々実行委員が予想していた通り、日本側と中国側で意見のすれ違いが起こ
り、時には議論が紛糾する時もありました。しかし、参加者の皆さんは対立して議論を終了するので
はなく、そのすれ違いは何処から生じているのかを分析し、各々にステレオタイプに嵌っていないか
を確認することで日本と中国の本質に迫ることができたのではないでしょうか。しかし相互理解をし
たことだけで「日中友好」と思ってはいけません。日中学生会議での議論はスタート地点でしかあり
ません。見つけられた問題点を社会に提言し、より良い社会を築いていくことこそが真の日中友好な
のではないでしょうか。またそれこそが先に述べた日中学生会議の存在意義なのではないでしょう
か。 

　来年中国開催をするにあたり、寺社下実行委員長をはじめとする39期実行委員会が我々の築いてき
たものを引き継ぎながらも、「日中学生会議の存在意義とは」「日中学生会議が社会になすべきこと
は」「学生にしか築くことのできない日中友好とは」という大問を常に投げかけ続け、各々の理想の
日中学生会議の実現に向けて邁進していくことに違いないと信じています。 
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　本報告書は、実行委員、参加者が各々日中友好へ向けて何ができるかを熟考し、徹底的に議論した
記録です。現在の社会に対して、我々の築き上げた日中友好とはどのような意味を持つのかを考える
きっかけにして頂ければ幸いです。 

　実行委員の皆さん、参加者の皆さん、ここまで支えてくださった顧問の先生方、OBOGの皆様、1
年間本当に有難う御座いました。 

■第38回日本側実行委員会 

■実行委員会活動 

1.   実行委員合宿 
　第37回日中学生会議終了後、実行委員を公募した。10月には実行委員が決定し、37回報告会後役職
ごとに引き継ぎが行われた。その後オンラインミーティングにより、事前合宿、本会議開催地・日程
等を決定した。10月27日・28日には東京にて第一回の実行委員合宿を行い、一年の日中学生会議実行
委員会の動きの確認と理念の決定、設置分科会の決定、各役職の詳細な引き継ぎを行なった。分科会
の数と所属人数に関しては、議論を重視し、一人一人により自身の意見を発言するように促す環境作
りのため、分科会を一つ増設し、所属人数を例年より1名少ない3名とした。設定分科会は以下の通り
である。 

歴史分科会　　マイノリティ分科会　　教育と文化分科会 
環境と開発分科会　　メディア分科会　　社会現象分科会　　スポーツと文化分科会 

　第2回実行委員合宿を1月26・27日に本会議開催都市である奈良で下見を兼ねて行なった。その際
に、事前合宿及び本会議の詳細な日程の決定及び参加者募集の詳細を確認した。第3回実行委員合宿
を4月13日・14日に東京で行い、エントリーシートの採点及び2次審査の採点基準等の確認を行なっ
た。 

役職 名前 所属・学年

実行委員長 土屋勇魚 国際教養大学国際教養学部2年

副実行委員長・総務 髙橋真洋 慶應義塾大学総合政策学部3年

広報・分科会リーダー 北條久美 創価大学法律学部3年

広報・渉外・分科会リーダー 山下紗季 神奈川大学外国語学部1年

渉外・分科会リーダー 児嶋夏花 早稲田大学文化構想学部2年

財務・分科会リーダー 原田千尋 創価大学経済学部4年

分科会リーダー 今井絵莉香 大阪大学外国語学部3年

分科会リーダー 中村千聖 国際教養大学国際教養学部2年

分科会リーダー 翁羽翔 上智大学総合グローバル学部4年
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2.  広報・説明会 
　第38回実行委員会では例年と同じく、全国の大学にご協力頂き、ポスター・パンフレットの配布と
Facebook・Twitter等日中学生会議SNSの更新に加え、他団体との合同説明会と個人説明会を実施し
た。合同説明会は、日露学生会議と日波学生会議と共に上智大学にて実施した。個人説明会では都内
の大学の場所をお借りし、一対一の説明会を多く行なった。 

3.  参加者選考 
　広報活動の結果、参加希望者が募集人数を上回ったため、一次はエントリーシートによる書類審
査、2次に個人面接又はグループ面接に加え、今年からの試みとしてグループディスカッションを行
なった。本38期はより議論を重視するという観点から、議論においてどれほど自分の意見を発言でき
るか、妥当性はあるか等を審査した。議題は以下の通りである。 

【4つの懸案事項から1つ選び、妥当な解決案を見出せ】 
 1：日本における中国人留学生の労働環境について 
 2：中国の一帯一路政策に日本は参加すべきか否か。 
 3：日本の芸能人を中国へ派遣するならどの人を派遣するか。その方法も示せ 
 4：中国のパンダは日本に必要か否か 

　面接は大阪と東京の二箇所で行い、大阪では弊団体顧問である上田貴子先生のご協力により、面接
会場の提供をしていただいた。遠隔地の学生には、LINE・WeChatを使用したグループ面接及びグ
ループディスカッションで対応した。面接官は38期実行委員と日中学生会議のOBOGで構成され、厳
正な審査にもと、20名の参加者が決定した。 

4.  分科会準備 
　議論を行う上で日本と中国のより深層について議論が可能な分科会を日本側実行委員会で一度検討
し、その後中国側実行委員会に提案し、中国側と協議の上、最終的に分科会を決定した。分科会リー
ダーの役割として、参加者の選出、顔合わせ合宿から本会議までの事前勉強やフィールドワーク先の
選出等の準備を行い、38期参加者加入後円滑に行えるように努めた。また、中国側の分科会リーダー
と求める参加者像やどのような議論を行いたいか等の認識の擦り合わせを行い、本会議での議論と共
同生活に向けて運営面での最終調整を行った。 
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文責：土屋勇魚 
1.  事前活動 

■顔合わせ合宿 
　5月25日・26日、東京都内国立オリンピック記念青少年総合センターでの顔合わせ合宿にて第38回
日中学生会議は活動を開始した。本会議での活発な議論と共同生活の為の参加者間の密な人間関係の
構築のため、全国各地に散らばる参加者が一挙に集まり、今後の38期日中学生会議の予定や分科会準
備、勉強会準備を行い、互いに親睦を深めあった。自身の出身地の紹介を含めた自己紹介のアイスブ
レイクを行うと同時に、OBOG総会に顔合わせ合宿終了後に参加し、OBOGとの交流を通して日中学
生会議の歴史や議論の理想的な仕方等を学んだ。 

1.  アイスブレイク 
　38期参加者は日本全国から集まっていることもあり、例年とは異なり自身の出身地を含めた自己紹
介を行なった。また「緒　～対話から紡ぐ、友好の“糸”～」という38期日中学生会議の理念にもある
ように、自己紹介後も各員の自身の趣味や出身地に関して話が盛り上がり、一歩踏み出すことで、そ
れまで関わってこなかった他人とも友好関係が築くことができることを学んだ。 

2.  分科会準備 
　38期日中学生会議ではよりフィールドワークに行き、現場の声を聞くことを強調した。そのため、
各分科会内の自己紹介後に本会議までの分科会方針を決定し、フィールドワーク先の選出を行なっ
た。また、中国側参加者との初めてのミーティングをWeChatを通してオンラインで行い、自己紹介と
共に本会議で議論を行いたい論題やテーマを検討した。 

3.  勉強会準備 
　38期実行委員会にて分科会とは異なる構成員で勉強会を、顔合わせ合宿から中間合宿までの1ヶ月
間設置した。勉強会の目的としては、分科会議論を行う上で必要となる日本に関する前提知識の吸収
と、本会議で行う活発な議論を行うことのできる人間関係の醸成である。設置勉強会は以下の通りで
ある。 

日本における外国人　　地域を限定した上でのLGBTQ     持続可能な環境 
世界または日中の政治、経済、軍事　　Popカルチャーの問題 

　週一回のミーティングを実施し、中間合宿で各勉強会で学んだことをプレゼンテーション形式で発
表し合うことで参加者全員が同じ知識を共有することができた。 
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写真：顔合わせ合宿にて 

4.  OBOG総会 
　顔合わせ合宿終了後、5月26日にOBOG総会に参加した。参加されたOBOGの方から、日中学生会
議発足当時のお話や、どのように議論が中国側と対立を生み自分達の学びになったか、また現在の分
科会編成からみた理想的な議論の仕方等のアドバイスを頂いた。OBOGの方との繋がりを強化できた
ほか、団体がどのような変遷をして今に至るのかを知ることで、参加者内の本会議に向けての意欲を
高めた。ご多忙のところお越しいただき、非常に興味深いお話を頂いたこと、心より深謝申し上げた
い。 

■中間合宿 
　6月29日・30日、大阪市立青少年センターに於いて中間合宿を開催した。本会議で活発な、尚且つ
有意義な議論を行うための参加者間、実行委員と参加者間の基盤を作るという目標で行なった。勉強
会成果発表と本日中学生会議の顧問でもある近畿大学上田貴子准教授の関西華僑についてのご講演を
主な活動とした。本合宿を通し参加者及び実行委員一同、本会議に向けて日中学生会議での自身、本
期の目標の再確認を行う機会となった。 
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1.  リスクマネジメント講座 
　本年は日本開催ということあり、主に中国側に不測の事態が起こった場合にどのように対処すべき
か、日本側参加者がどのように行動すれば中国側が3週間の安全で快適な時間を過ごすことができる
かどうかを、少人数のグループに分かれ議論を挟みながら勉強した。また中間合宿が初めての日中学
生会議での活動に参加の参加者も居たため、参加者間のアイスブレイクも兼ねて行なった。 

2.  分科会活動 
　主に本会議までのスケジュールの確認と本会議で中国側と議論するテーマの決定、及びフィールド
ワーク先の選定を行なった。限られた少ない時間ではあったが有効活用し、全体での本会議に向けて
の意識作りと同時に、各分科会での本会議までの目標を設定することで、本期の理念で 
ある対話による日中友好形成のために努力する姿が多く見られた。 

 
写真：中間合宿にて　分科会活動 

3.  日中学生会議顧問 近畿大学 上田貴子准教授のご講演 
　30日午前に大阪市青少年センターにて本日中学生会議顧問でもある近畿大学上田貴子准教授より関
西、神戸地域における華僑についてのご講演を頂いた。上田先生からは華僑が移り住んだ地域には中
国文化と日本文化が共存しており、関西・神戸地域のみならず他の日本においても同様の傾向が見ら
れ、我々は日頃から中国から密接に関係を持っているというお話があった。本会議に向けてどのよう
に中国に接していくべきかを考えるきっかけとなった。 
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写真：中間合宿にて　上田先生のご講演 

4.  勉強会発表 
　29日夜、30日午後に顔合わせ合宿から約1ヶ月間勉強してきた成果を発表した。上記に記入した5つ
に分かれたグループで発表を行なった。勉強会の目標として、本会議での議論の前提知識となる日本
の様々な分野に関して理解することとしていたが、各勉強会で分野ごとに大変深く勉強及び議論され
ており、発表をする参加者だけでなく聞いている参加者も学びとなる勉強会発表となり、本会議に向
けての知識を発展させる場にすることができた。 
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写真：中間合宿にて　勉強会発表の様子 

◾直前合宿 

　8月6日にシェアビレッジ広島にて行った。本合宿の目的としては、本会議における議論・共同生活
への意識の更なる向上と中国側参加者を迎えるための準備をすることであった。前者に関しては決意
表明を行い、後者に関しては観光班ごとのプレゼンテーションを行った。各位が日中学生会議で何を
成し遂げたいのか、また学生として日中友好に対して何ができるのかを確認し、本会議に臨むことが
できた。 

1.  決意表明 
　決意表明では、主に日中学生会議において自分は何を成し遂げたいかについて、各位が発表した。
参加者の中には、日本と中国の友好の架け橋になりたいと話す人や、日中間で蟠りが多いが学生とい
う身分を生かして自分にしかできない日中友好を築き上げたいと話す人が多くおり、本会議への全員
の意識がとても高まった。 
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写真：直前合宿にて　決意表明の様子 

2.  観光班発表 
　中間合宿後から、分科会以外の人とも本会議における共同生活の基盤となる交友関係を深めるため
に6つの観光班を設置した。観光班ごとに本会議で滞在もしくは訪れる可能性が高い都市を割り当
て、観光案のプレゼンテーションを行った。割り当てた都市は以下の通りである。 

広島・大阪・奈良・京都・神奈川・東京 
各観光班ごと、日本側のみならず中国側に見せたとしても学びになる観光案を発表しており、当初予
定していた交友関係の醸成は勿論のこと、日本の文化についても深く知ることができ、大変有意義な
勉強を行うことができた。 

写真：直前合宿にて 
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2.  本会議 

1.  開会式 
　本会議初日である2019年8月7日、広島オフィスセンターにて第38回日中学生会議開会式を開催し
た。まず初めに、日本側・中国側実行委員長より開会の言葉が述べられ、各分科会の日本側と中国側
リーダーが挨拶を行った。日本側と中国側のアイスブレイクが進むとともに、日本側と中国側の日中
学生会議にかける意識の共有を行うことができた。 

 

写真：開会式 

2.  全体フィールドワーク 
　8月8日に広島平和記念資料館にて被爆者である岡田恵美子様よりご講話頂いた。主に8月6日の広島
原爆投下の日での実体験を語って下さった。参加者からは、原爆投下は忘れてはいけないことであ
り、今後繰り返されるこよがないように我々が後世に伝えていかなくてはならないという感想が多く
あり、また中国側からも核戦力の使用については世界平和のためにもより一層議論を重ねなければな
らないという意見が多く、日本側・中国側どちらにも学びとなるものであった。ご多忙の中お越し頂
き、このような素晴らしいお話をして頂いたこと、心より深謝申し上げたい。 
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写真：岡田様の講話 

3.  ワールドカフェ 
　ワールドカフェ(World Cafe)とは、主体性と創造性を高める話し合いのエッセンスを抽出してまとめ
た場である。参加者がオープンに会話をし、自由にネットワークを築くことのできる「カフェ」のよ
うな空間でこそ知識や知恵は創発され、このような考えに基づいた話し合いの手法であることから、
分科会とは違うメンバーで、様々な議論について話し合う機会を作るために行った。 
議題は以下の6つである： 
　1.  将来住むなら中国か日本か 
　2.  好きな異性に自分から告白するか否か 
　3.  沢山の人と一度に浮気するのがいけないのか、 
　　 長い期間一人の人と浮気するのがいけないのか 
　4.  経済発展のためにビザはさらに緩和されるべきか 
　5.  トランプと金正恩のどちらが優れているか 
1つの議題に対して約15分に議論時間を設定し、時間をかけて深く議論することよりも、分科会外の
参加者とも議論を重ねることで交友関係を築くことを主な目標とした。短い時間ながらも白熱した議
論をすることができた。 
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写真：World Cafeでの議論風景 

4.  混合分科会 
　混合分科会とは、各分科会で止まっている論題に対して分科会外の参加者と議論することで、新た
な知見を得ることを目標に行っているものである。1つの議題に対して約50分に議論時間を設定し、
World Cafeに比べてより深い議論を促進した。 
各分科会における議題は以下の通りである： 

　マイノリティー分科会：我々は障害者とどのように共生していくべきか 

　 メ ディ ア 分 科 会 ： すでに義務教育を終えている政治的無関心の人々に対して、 
  　　              メディアを使ってどのように政治的関心を向上させるか 

　スポーツと健康分科会：長時間労働問題に対して、どのように対処すべきか 
   　　 会社を辞めるのか、仕事と生活のバランスを見つけるのか、 
   　　それともストレスを解消する方法を探すのか。 

　教育と文化分科会：課外活動を行うことは有意義かどうか。 

　環境と開発分科会：原子力発電を日本・中国で使い続けることに賛成か、反対か。 

　 歴 史 分 科 会 ：日本政府は戦争問題について謝るべきか、 

  　　　　　   もしくは謝る段階まで到達できるか。 

　社 会 現 象 分 科 会 ： 中国と日本の家庭介護の違いとは何か。 
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写真：混合分科会での議論風景 

5.  スポーツ大会 
  スポーツ大会では議論や共同生活を通して日中両国学生間の友好に加えて、スポーツを通して更な
る友好を築くことと同時に、議論を更に有意義で活発にするためのリフレッシュを目的に行った。8
期では男女関係なく全員が楽しめるドッジビーを行った。 

　　　　　　　　　　  
写真：スポーツ大会 

6.  観光 
　日中学生会議では議論を重視しているが、共同生活も大きな要素の一つであり、観光は共同生活の
大切な一部である。広島では分科会ごと、奈良周辺および東京では分科会の枠に関係なく観光班を作
成した。ただ観光を行うだけでなく、観光案を作成する過程から日本側と中国側で協力し、議論で築
く交友関係とは違った良い関係を築くことができた。 
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7.  分科会最終発表 
　本会議最終日の8月21日午後より分科会最終発表を行った。顧問である天児先生もお招きし、発表
で終わるのではなく、参加者間また参加者と先生間で議論が行うことを目標とした。日本語、中国語
で発表を行う関係で伝えることを精査することが大変ではあったが、各分科会で何を伝えることで他
の参加者の学びになるかを最大限考えて発表することで、最終発表がより良いものとすることができ
た。 

 
写真：分科会最終発表 

8.  文化交流会 
　文化交流会とは、分科会の最終発表の後に行われる本会議最後のイベントであり、日中双方の文化
を紹介しあい、楽しむイベントである。今期は中間合宿後から演目を出し合い、本会議での分科会議
論終了後に演目出演者ごと集合して練習を行った。中国側の演目は琵琶演奏やダンス、歌、太極拳と
いったものがあり、日本側では組体操や世界に一つだけの花を日本語と中国語で歌ったりと、現代の
文化に留まらず伝統的な文化を見せ合うことで、ただ楽しむだけでなく、日本と中国の文化の面を双
方で知ることができた。 
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写真：文化交流会 

3.  直後合宿 
　第38回日中学生会議では、8月22日に中国側が帰国の途についたのち、午後からオリンピック記念
青少年総合センターにて直後合宿を行った。17日間の本会議を振り返り、参加者各位が日中学生会議
を通して何を学んだのか、またその学んだことをどのように学生による日中友好につなげていくのか
を発表した。その後実行委員長土屋より来年度実行委員に関する説明があり、39期実行委員長寺社下
弥生をはじめとする39期実行委員会が発足した。 

4.  報告会 
　2019年10月13日、顧問である阿古先生のお力添えで、東京大学にて開催した。初めに実行委員長土
屋から挨拶を行い、総務髙橋より第38回日中学生会議の全体報告を行った。その後、各分科会による
報告に移り、慈善活動から本会議終了までの成果を発表した。質疑応答では来場者の方々からも積極
的な質問がなされ、活発な質疑応答が行われた。 
　38期参加者によるパネルトークが行われた後は、39期日中学生会議実行委員長となった寺社下弥生
による閉会の挨拶によって終了した。 
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5.  勉強会活動 

■LGBTQ勉強会 
メンバー：今井絵莉香、田中浩志、北條久美、阿部羅良枝、婉言、藤本真穂 

 
写真:勉強会発表で第一位に輝いた様子 

■はじめに　　　　        文責：今井絵莉香 

　われわれLGBTQ勉強会では、日本と中国のみならず、ある程度地域を限定したうえでその地域にお
けるLGBTQの地位や、法律、教育について調べそれぞれの地域を比較対照することで、これからの
日本においてLGBTQコミュニティのあり方について考えるという目標を立てた。 
発表本番である中間合宿に向けて約一か月の間、週に一回の電話ミーティングを通して各々調べた内
容をプレゼンテーションする形で勉強を進めていった。中間合宿二週間前からは、本番のプレゼン
テーションに向けて結論を考えたり、スライドを作り始めたりした。一週目「フェミニズムと
LGBTQ+」と「LGBTQと教育」、二週目は「宗教と同性婚」と「LGBTQとメディア」、三週目は
「日本人がLGBTQと向き合うには」と「日本のLGBTQの現状」について話した。 

■LGBTQに関する現状分析 

　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：阿部羅良枝 

　LGBTQとはL：レズビアン＝女性同性愛者、G：ゲイ＝男性同性愛者、B：バイセクシュアル＝両性
愛者、T：トランスジェンダー＝生まれたときの生物学的性に囚われずに生きていく人々、Q：クエス
チョンマーク＝自分の性がわからない人々の総称で「性的少数者」や「性的マイノリティ」とも呼ば
れる（AMNESTY　INTERNATIONAL）。大手広告会社電通内に設けられた電通ダイバーシティ・ラ
ボの発表によると、LGBTQの認知度は2015年37.6％であったのに対し、2018年には68.5％とおよそ２
倍に増えたことからもわかるように、近年、LGBTQに対する関心は急激に高まりつつあり、それに
伴い性のあり方について今一度問い直す動きも多くみられる（電通ダイバーシティ・ラボ「LGBT調
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査2018結果報告」）。2001年にオランダが世界で初めて同性婚を認めて以降、現在まで約27の国で同
性婚が合法化された。近年では2019年5月に台湾がアジアで初めて同性婚を認めたことは記憶に新し
い。これに加え「登録パートナーシップ」という形で性の多様性に理解を示す国もあり、イスラエ
ル・イタリア・ニュージーランドはその例である。この登録パートナーシップなどで同性カップルの
権利を保障する制度を持つ国・地域の割合は世界中の約20％に当たる（NPO法人EMA日本）。しか
しながら未だ70以上の国で同性婚の結婚が違法あるいは処罰すべきであるとされており、うち13か国
では同性愛者であるという理由で死刑に処せられるなど、依然としてLGBTQの人々への理解は少な
いと言える。このような法律上の規定はLGBTQの人々に対する偏見や差別を生み、排斥行為や暴力
行為に拍車をかけている。LGBTQの人々の割合に関しては世界で様々な調査がされてきているが、
公表しずらい話題であり、データの信憑性の低さから賛否両論あるが、一説によるとLGBTQの人々
は世界で約11人に1人、およそ左利きの人と同じ割合で存在していると考えられている（電通ダイバー
シティ・ラボ 「LGBT調査2018結果報告」）。カミングアウトがしにくい原因としては、「偏見を持
たれたくない」「理解してもらえないと思う」「嫌がらせなどがあるかもしれないから」等があり、
家族や友人にカミングアウトすることはできても、職場の上司や仕事仲間には多くの人が言い出せな
い状況にあり、まだまだLGBTQの人々にとっては自由に生きづらい環境であると言える。特に日本
における現状としては、同性婚も認められておらずあまり整備が整っていない現状がある。米リサー
チ会社ギャラップが発表した、『自分の住む国がLGBTにとって暮らしやすいか？』を聞いた国際世
論調査結果において日本は123か国中50位、国民の意識の低さが問題点として挙げられた（GALLUP
World）。ここ最近になってようやく東京都渋谷区や兵庫県宝塚市等、ごく限られた一部の地域では
あるが、自治体によってパートナーシップ制度が認められるようになり、大手自動車メーカーの日産
ではLGBTQのイベントを開催、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドも同性結婚式
が挙げられるようになるなど、様々な企業でもLGBTQの人々への取り組みがなされる動きが高まっ
てきた。

■問題提示
文責：北條久美 

　日本は世界各国と比べてLGBTQの人々が生きづらい環境、つまりあまり寛容ではないことがわ
かった。世界には非寛容、寛容な国とある。では一体何が国の政策や市民社会を寛容と非寛容に分け
ているか、主に5つの要素を寛容な国と非寛容な国とで比較しながら順番に見ていきたい。 
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図１　LGBTトラベル　ゲイトラベル指数 

　その主な原因の要素は5つ、地理的要因、女性の社会進出の相関関係、宗教、メディア、教育であ
る。まず一つ目に、地理的要因に関しては、図１を見れば分かるように、西ヨーロッパ（アイルラン
ド、スウェーデン）、カナダ、アメリカが寛容である。一方では、中東、アジア、が比較的非寛容で
あることが分かる。このことから、寛容、非寛容は周りに影響されていると考えられる。比較的、寛
容な国は寛容な国に同士、非寛容な国は非寛容な国同士で固まっているということが見てわかる。 
  

 
図２OECD〈働く女性のための環境〉ランキング 

　二つ目に女性の社会進出を考えて見る。図２の働く女性のための環境ランキングを見てわかるよう
に、寛容な国は、女性に対しても寛容だといえる。なぜかというと、女性へ寛容な国は、人々の中に
差別意識がなく、自分と性の違う人を受け入れやすいからであり、女性の社会進出が進んでいる国
は、LGBTQにも寛容である傾向にある。たとえば、女性の社会進出が比較的進んでいる国の例を見
てみると、アイスランドとスウェーデンが挙げられる。この2国は先ほど地理的にも同じヨーロッパ
地域に属しており、アイスランドは、法律で性的指向による差別を禁じていること、1940年に同性婚
合法が成立したこと、2010年にヨハンナ・シグルザルドッティル首相同性愛パートナーと正式に結婚
したことなどから社会全体がLGBTQの方々に対して寛容になった。また、スウェーデンにおいて
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も、法律で性的指向による差別を禁じおり、2009年に同性婚合法化が成立し、政治家・公職者が積極
的にカミングアウトをしている。 
　一方で女性の社会進出があまり進んでいない国を例に挙げると、韓国と日本であるといえる。なぜ
なら韓国には、大韓民国憲法および韓国の刑法では同性愛に対して特に言及した条項はなく、韓国軍
刑法の第92条では「同性間の性行為はセクシャルハラスメントとして最長1年間の懲役」と規定され
ている。そして日本は、異性カップルと同等の権利が法的に保障されておらず、近年の2017年3月に
やっと、日本政府はいじめ防止基本方針の改訂を行い、LGBT生徒の保護の項目がはじめて盛り込ま
れた。  
　これらのことからLGBTQの人々に寛容な国の特徴は非寛容な国と比べて、権力者のカミングアウ
トがあること、 Gender教育が発達していること、Gender Roleがないこと、つまりは性別という概念
がそもそもあまりないという点が寛容に必要なポイントであることが分かった。 

　三つ目は、宗教についてである。イランは最近女性の社会進出がされるようになって来たという
データがあったが、しかし、LGBTQには全く寛容ではない。そこで、もうひとつの原因として、宗教
という要素があげられると思う。 
  

 
図３Sexual Orientation Laws In The World 2019 

　宗教とLGBTQ＋への寛容度の関係は以下の国の例からあると考えられる。例えば、カナダ国民の3
分の2以上（67.3％）がキリスト教徒（国民の約39％がローマ・カトリック）であり、一見同性結
婚、人工妊娠中絶への反対が強そうなイメージがあるが、実際にはケベック・ナショナリズムに配慮
した二言語・二文化主義に他民族が対抗し、多民族社会が形成されている（佐藤美和　2010　 カナ
ダにおける同性婚訴訟の展開 : 「承認」のプロセスとしての一考察　 お茶の水女子大学）。そのため
カナダは多文化主義であり、それがLGBTQの寛容に良い影響を与えているととらえられる。宗教と
いうよりかは、多文化主義であることが寛容につながる要素として大きい。ブラジルでは、カトリッ
ク約65％，プロテスタント約22％であり、サンパウロのプライドパレードは世界最大といわれてい
る。2003年の選挙戦から、ゲイの権利を訴えて活動をしてきたブラジルのルラ・ダ・シルヴァ大統領
が当選した。彼がその直後早い時期にゲイカップルのためのシヴィルユニオン制度を導入し、高等学
校では「同性愛嫌悪(homophobia)のないブラジル」の学習指導を徹底した。南米諸国は同性婚に寛容
な国々が多いと考えられる。この両国の共通点は、キリスト教国であり、宗教的に見ると同性婚に寛
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容になるのは難しいが、多民族国家であることが、異文化の受け入れにたけているという点があげら
れる。 
　逆にイランでは、イスラム革命が起こって以降、シーア派時の神権主義的独裁政権が支配的であ
り、イスラム教が同性愛を禁じている。それは一般的に、聖典コーランにある預言者ロトの言葉が根
拠とされるが、ただし、トランスジェンダーなどの記述はない。ムスリムの認識として、トランスが
手術を受けることは可能であるが、同性愛者はいないとされている。しかし、この背景には、実質同
性愛による処刑が行われている。また、「反西洋主義」も大きく、「西洋」がLGBTの権利を主張す
ればするほどますます激しく同性愛嫌悪の執念を燃やすため、LGBTQに寛容な姿勢を多く見せてい
る西洋に対抗しているともいえる。次に日本を見てみると、前近代においては同性愛はLGBTのカテ
ゴリー以前のクィアーな性愛として存在していた。同性愛関係は稚児、男色、衆道などと呼ばれて、
古くから頻繁に描かれている背景がある。ただ、大正時代には男色は「同性愛」とされ、「変態性欲」
とされ、それは趣味嗜好の一つとされた。日本ではオネエとしてのカテゴリーを確立させ、同性愛者
の存在は認めるがあくまで別物としてとらえてしまっている。また、西洋列強と肩を並べるという国
としての目標があるため、男性は男性らしさを求められ、男女の性差がはっきりさせられた。 
　最後に中国を見てみると、前近代では男性同性愛は性的指向の一つとして社会に許容されていた。
ただし女性の記述はあるにはあるが少なく、女性が表現する手段を持たなかったから 
・中華人民共和国成立以降、国民に性的な面での純潔道徳が求められLGBTQタブー化になった。儒
教の教えの中に、「年長者を敬い、忠孝をつくす。何よりも家族を優先する。和を大切にする。」こ
の時、同性愛が和を乱すという認識が生まれるため、中国ではLGBTQの人々は受け入れられていな
い。また、毛沢東による農村重視の平等主義、すなわち、家重視の思想は、同性愛者を嫌悪する思想
にもつながった。彼の政策に一人っ子政策があったが、もし一人息子/娘がゲイ/レズビアンならば跡
取りがいなくなるともいわれ、恐れられていた。 
　これらのことから、非寛容な国の特徴としてあげられるのは、宗教や国の政策（権力の団体）が政
治と深く結びつくこと、コントロールの手段として、リベラルな考えを遮断する、つまり、寛容さが
民主化（西洋文化）と結び付くためそれに対抗しようとする、そして、情報統制によるアクションの
起こしにくいことからに大使て寛容さにかけているといえる。 
　多民族国家で、国民性が寛容でない国を一つ発見した。それは、マレーシアである。その特徴とし
て、メディアが関係していると思うため、次はメディアを見ていきたい。 
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図４メディアの自由度（https://lgbter.jp/noise/0020/） 

　図４は各国のメディアに与えられる報道の自由度を表す。報道の自由に対する侵害について、法的
支配やインターネット検閲、ジャーナリストへの暴力などの項目で調査されており、侵害度が大きい
ほど指数は高くなるものである（2019年度版）。 
　一位であるノルウェーは特にLGBTQに関する法整備が進んでおり、6歳を迎えれば親の同意のもと
性別変更ができ、16歳以上の場合は親権者の同意を必要とせずに、性別変更が可能になるなど、欧州
におけるトランスジェンダーの権利向上のロールモデルになっている。日本は67位と低いランクに位
置する。具体的に見てみると、カミングアウトしたい人＝41.5％、友人にカミングアウトをしている
人：13.0%、家族（親・兄弟・親戚など）にカミングアウトをしている人：10.4%、職場環境（同僚・
上司・部下・取引先）にカミングアウトをしている人：4.3%と少ない（LGBTを公表している有名人
まとめ http://jobrainbow.net/lgbtcelebrity）。 
　カミングアウトしている有名な芸能人で、はるな愛、GENKING、マツコ・デラックス、壇蜜や最
上もががいる。このとき、日本の国民から人気のある芸能人がカミングアウトしていることは社会に
取って寛容な風潮につながるのではと感じる一方、日本のメディアの扱い方には様々な問題点がある
と感じている。それは、メディアでLGBTQの芸能人を取り上げることでより一般的名人々は特別意
識を抱き、差別意識につながっていくことである。 
　メディア自由度166位の中国では、IT企業・シャオミが昨年8月から販売したスマートスピーカー
「Xiaomi Mi AI Speaker」がいった言葉に問題があった。「やあ愛ちゃん。同性愛って変態だと思うか
い？」と人間が答えると、「たぶんそうね」とIT企業・シャオミが昨年8月から販売したスマートス
ピーカー「Xiaomi Mi AI Speaker」中国名「小愛」が答えるように設定されている。 
中国では、同性愛は不良行為という曖昧な言葉であり、 反同性愛と同性結婚を認める法律はいまだ
にない。そしてさらにLGBTに関する教育は一切ない。 
　映画「美女と野獣」をめぐる問題がいくつかの国で起きている。最初に例に挙げた多民族国家であ
るにもかかわらずLGBTQにそこまで寛容ではない国マレーシアでは、同性愛のシーンをカットして
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上映した。しかしそれに対してディズニーが反発し、公開中止になった。ロシアでは、与党議員が
「同性愛の宣伝活動」を未成年に広めることを禁じた法律を根拠に上映禁止を求めた。そのため、16
歳以上の年齢制限付きで公開という形になった。アメリカのアラバマ州では、上映しないとFacebook
で宣言をしている。このようにメディアという要素も社会を寛容と非寛容なものに分けている。 

　そして最後の要因である教育を見ていきたい。性教育に対して寛容な国は、以下である。カナダ、
アメリカ、イギリス、アイスランド、フランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン、
スペイン、ノルウェー、ポルトガル、ドイツ、オーストリア、マルタ、フィンランド、アイルランドな
どである。フランスは、中学英の時に、避妊法についてデータや写真で説明を受け、高校では性的指
向（性的少数者）とは何かを学ぶ、そして安全性と性行動の責任について学び、グループ討議をする
という段階まで行っている。また、フィンランドでは日常生活で起きる性の問題を取り上げるなどし
ていることで、日頃からジェンダー問題に対して意識していることがわかる。 
　反対にジェンダー教育が充実していない国や地域はアジア・アフリカ・東ヨーロッパなどである。
日本の性教育について見てみると、高校の家庭の教科書は、義務教育期間はLGBTに関するテーマを
一切扱わず、 2017年度からやっとLGBTが掲載され始めた（毎日新聞「LGBTの初登場　多様な性、
高校学んで」）。その原因は、教師が教える必要性を感じる機会がなかったということと、2018年4
月からLGBTに関するものは中学校の道徳教科書で掲載されるようになったが、未だ性教育を担当す
る先生が当事者であることが多く、他の先生は性問題に関して知識は少なく教えるのが十分ではない
（ 橋本紀子「ジェンダー、セクシュアリティと教育　女子栄養大学紀要」）。以上の5つの要因が
LGBTQ＋の人々への寛容と非寛容の分け目に関係しているということがわかった。 

■解決案提示          
文責：趙婉言 

　私たちは以上の考察を経て、LGBTQの人々へ寛容な社会にしていくためには、無意識のバイアス
をなくす教育をすることが重要だと考えた。さらに学校教育だけでなく、親からの家庭教育も必要で
あるため、中長期的なスパンで意識変革をうながしていく必要がある。また、日本の国民性を生かし
て、メディアを良い方向で利用していく、という解決策を提案した。たとえば、有名な人がLGBTQに
ついて語っていくなど、普段見るテレビを通して知る機会を増やすといった方法を使っていくが有効
なのではないかといえる。 

■まとめ          
文責：田中浩志 

　私たちの分科会はLGBTQ＋の人々の現状を主に女性の社会進出、宗教、メディア、教育という4つ
の点から関係性を分析し、比較的寛容な国と比較的寛容でない国にジャンル分けを行った。その後、
日本がどのケースに当てはまり、なぜ今現在日本においてLGBTQ+の人々の権利が向上していないの
かということをまとめ、教育カリキュラムにLGBTQ＋の認知度をあげる内容を組み入れるべきだと
いう結論に至った。今回の勉強会で良かった点は女性の社会進出、宗教、メディア、教育という4つ
に分けた点に対しての分析が細かかったことはもちろん、それぞれのジャンルの中で出てきた国々の
歴史や情勢も調べてより深い分析ができたことである。このより深い分析のおかげで、例えばブラジ
ルのようにキリスト教徒が大多数の人口を占めている国でも歴史的に人々の多様性の方により重きを
置いている国もあるということがわかり、必ずしも宗教の影響力がいつも大きいとは限らないという
結論に至ることができた。もし国の情勢や歴史レベルの分析がなければきっとブラジルはキリスト教
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徒が多い国なのでLGBTQ+の人たちに対しても非寛容な国だという誤った結論にたどり着いていたか
もしれない恐れがあったので、そういう点において今回の勉強会で行った二段階の分析は有効だった
といえる。 
　逆に改善できた点としては明確な目標や解決すべき課題を持たずにリサーチを行ってしまったた
め、結局最終的には日本におけるLGBTQ＋認知度をよりあげるためにはどうしたら良いのかという
ありきたりで非常に広い課題提起となってしまったことである。結論もそのせいか決して間違ってい
て悪いことではないがLGBTQ＋についてのことを教育に組み込むというややありきたりな結論に
なってしまった。なので今後の展望としてはLGBTQ＋についての問題はたくさんあるが、その中のう
ちの一つを選択肢深く掘り下げ大きなことは言わずにもうしこし丁寧な分析とともにより現実的な解
決策を提示していく必要があると思えた。 
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■持続可能な開発勉強会 
メンバー：ウェンユウシャン、寺社下弥生、浜川薫、齋藤達己、石原立暉、原田千尋 

 

■はじめに　　　　        
文責：ウェンユウシャン 

　中間合宿まで一ヶ月の時間があったので、私たちはまず最初に週に1回の電話会議の時間を決め、
前半は各々のプレゼン発表、後半は評価軸によるテーマの選定、深掘りをすることを決めた。プレゼ
ンの発表では私、斎藤、寺社下、原田が「格差の解消」、「水とトイレ」「水問題」「フードロス」
について、取り上げた。そしてこの四つの中から①グローバルな課題②数値目標が達成できる③自分
がやりたい課題の3つの評価軸を使い寺社下の「フードロス」に決定した。 
　そして当日になると、発表直前まで6人全員でパソコンを片手に侃侃諤諤の議論を行い、皆が納得
のいくパワーポイントが出来上がった。 

■問題提示         
文責：ウェンユウシャン 

　フードロスの定義を説明をした上で、日本と世界の対比を用いて、問題提起を行った。具体的に世
界では、世界生産の約３分の１に当たる１３億トンの食料が毎年放棄されている。その一方日本で
は、2016年時点で、643万トンのフードロスが発生している。内訳としては事業系廃棄物と有価物を
合わせて357万トン（55.3%）、家庭系廃棄物で289万トン（44.7%）となっている。前者では野菜等の
規格外品、納品後の返品、お弁当の売れ残りやレストランでの食べ残しが、後者では自宅での食べ残
しや冷蔵庫にしまっておいて結局食べなかったものが主とのことだ。 
　そして私たちは発表で、“つくるせきにん、つかうせきにん”を元に倫理的な観点で問題提起を行っ
た。それは食品をつくる際に水を使い、CO2を排出しており、ましてや世界中で飢餓で苦しんでいる
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人たちがいるのに、私たちは無意味やたらに食料を捨てていいのか？という切り口で参加者全員に問
いかけることから私たちのプレゼンは始まった。 

■現状分析　 
       文責：寺社下弥生、浜川薫 

　世界のフードロスの現状を見ると、概ね人口規模に比例してフードロスが増加することが分かる。
しかし、米国やドイツなどは再生利用量が多い一方で、日本のフードロスは比較的再生利用料が少な
く、改善の余地があると考えられる。 
　ここから、日本のフードロスの現状について詳しく見ていく。日本は2016年現在で年間643万トン
ものフードロスを排出しており、国連世界食糧計画(WFP)による食糧援助量が約320万トンであること
を考えると、この数量がどれだけ莫大なものかが分かる。フードロス削減に向けて取り組んでいる企
業も年々増えてきているが、それでも全体量が変わらないのが現状である。 

日本のフードロス量の内訳としては、643万トンのうち事業系フードロスは全体の約55.3%にあたる
352万トンを占めており、家庭系フードロスは全体の約44.7%にあたる291万トンを占めている。 

１）事業系フードロスには、予約の突然の取り消しや食べ残し、作り置き、包装の不都合などいくつ
かの原因が挙げられるが、特に問題が深刻化しているのが食品業界で常態化している1/3ルールと野菜
の規格外品である。 

①1/3ルール 

「1/3ルール」とは、賞味期限の3分の1までを小売店への納品期限、次の3分の1までを消費者への販
売期限とする業界の商慣習である。たとえば、賞味期間が6カ月の食品ならば、製造してから2カ月以
内に小売店に納品しなければならず、次の2カ月のうちに消費者に売らなければならない。その期限
を過ぎると、返品や廃棄処分となってしまう。このように、本来まだ食べられる食品が無駄に捨てら
れてしまう事になるこのルールは日本のフードロスが発生している主な原因の一つである。 

②「規格外」商品 

野菜は種類により様々な「規格」があり、野菜の規格を作ることにより流通の合理化、取引の簡素化、
出荷の簡素化などが図れるためその規格に基づいて野菜の価値が決まり、規格を満たしたものだけが
私たち消費者に届けられる。そしてその「規格」を満たさない、曲がっている、傷がついている、サ
イズが適合しない、色が薄いがために市場に出荷されない野菜を「規格外野菜」といい、その量は約
200万トン、生産量の約40%にも達する。 

２）日本の家庭形フードロスは、年間約291万トンある。内訳としては大きい順に、食べられる部分
まで過剰に除去して廃棄してしまう過剰除去、食べ残し廃棄、期限切れなどによる直接廃棄が原因と
なっている。この食品ロスによって、日本は年間11.1兆円を失っているという推定結果もある。 

①消費者心理によるロス 
これは、消費者が小売店などの商品を購入する際に、より賞味期限が長いものを選択しようとする心
理が働くことで、賞味期限の短い商品ばかりが売れ残ってしまうことで生じるロスである。あるアン
ケート調査の結果によると、調査対象者の実に半数以上が賞味期限を確認して、より期限の長いもの
を購入していた。 
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■解決案提示        
文責：斉藤達己、石原立暉 

　以上に提示した問題に対し私たちは、企業と家庭の２つの側面からアプローチした。初めに企業に
フォーカスした解決策を紹介し、後に家庭レベルで可能な取り組みを紹介する。どちらの面において
も、既に施行されているアイデアを紹介した後に、それらについての考察を述べ、独自のアイデアを
提示する。更に、フードロスのみならず、農作物のうち市場に出回ることのない規格外食品について
も解決策を示す。 

　功罪両面で企業の取り組みが社会に与える影響は大きく、解決策を提示する際には慎重になる必要
があった。そこで、国内外問わず既に検討され、施行されている案を初めに参照することにした。ま
ずアメリカでは、ドギーバッグが普及している。これは、レストランや外出先での残飯の持ち帰りを
促すものである。個人レベルでの導入も可能ではあるが、各レストラン・居酒屋等が参加すること
は、その効果の最大化に不可欠であると考えた。またフランスでは、食品廃棄量に対しての罰金も導
入されている。日本でも、いくつかの企業が導入している。またデンマークでは、賞味期限切れの食
品を主として扱うスーパーが存在している。賞味期限の近い食品の購入を避けるという消費者の傾向
により、未開封のまま店頭に残る食品があるが、それらの食品に対処することができる。この消費傾
向に対しては、賞味期限の近い食品を割引することでも対応できるはずである。しかし、商品の無計
画な割引は、その対象とならない商品の値崩れを引き起こす可能性があるため、慎重に行う必要があ
る。 

　規格外食品へのアプローチとしては、突飛ではあるが、自国内の総農業生産量を抑制することを提
案する。農産物全体の約4割を占める規格外食品であるが、農作物の総量を減少させることで、規格
外食品の総量も減少させるという考えである。具体的には、農家への補助金を削減することで、生産
量を現在の約1,500万トンから約1,200万トンまで減らす見込みである。最終的に、農作物の総減少量
約300万トンのうちの約4割（120万トン）もの規格外食品を減らす見込みである。補助金の加減によ
る生産量への変化率については、詳細な分析を重ねる必要がある。以下の段落では、予想される反論
への回答を試みる。 
　まず、日本の食料自給率の低下を懸念した反論が考えられる。私たちはこの点に関して、中・長期
的には問題にならないであろうと予測する。生産量が減少することで一般市場への農作物の供給量が
減り、それらの価格が上昇した後に、比較的安価な輸入品が市場を席巻することは十分に考えられ
る。一方で、価格上昇を好機と捉えた企業が農産業へ参入することも十分に考えられる。一般的なモ
デルでは、新規企業や個人の参入は産業全体の競争率を向上させ、効率化をもたらすと考えられてい
る。このような中・長期的なプロセスを経て国内の農産業が再び隆盛することを、私たちは考えてい
る。また、既存の農家への短期的な負担、災害時の短期的な需要への対応も求められるであろう。補
助金の段階的な削減、食料の備蓄、各都道府県間の連絡・輸送網の確立等で対応できると考える。い
かなる副次的な問題をも引き起こさない解決策が理想ではあるが、それは極めて困難なことである。
費用便益分析や海外諸国の例を参照するという現実的な思考を忘れてはならない。もちろん、農家の
基本的な生活の保護や、食糧供給を一時的に海外へ頼ってしまうことについて、道徳・倫理的な視点
も忘れてはならない。以降の段落では、家庭レベルでの導入が可能な解決策、家庭へのアプローチ等
を述べる。 

日本国内で家庭から発生しているフードロスは前章で記載があるように年間291万トンであ
り、その内訳として過剰除去、食べ残し廃棄、期限切れなどによる直接廃棄などがあげられる。本勉
強会では家庭からフードロスが起こる3つの大きな原因に対して議論を交わした。結果的に、家庭で
のフードロスを減らすには個人に向けた意識の改善と制度の改革という双方向的な改善が必要だとい
う結論になった。 
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最も比率の大きな過剰除去の一部である野菜の皮むきを例として考えると、誰しもロスする
ために野菜を切るのでなく、技術の不足によってロスが出るというように、個人の意識を変えること
ですべてを解決できる訳ではないという結論になった。そのため、個人でできる改善としては、技術
の向上だけに留まらず、スーパー等で商品を購入する際にカット野菜や下ごしらえ済み商品を利用す
ることも有効であると結論づけた。さらに、個人の意識を改善するための制度として本勉強会でが提
案したのはゴミ袋の有料化である。間接的な削減方法ではあるがゴミ袋の有料化により各家庭が食品
ゴミを捨てる際に一定の負担を負うようになる。負担を嫌う人間の心理により、ゴミ袋の価格を上げ
ることで家庭から出るフードロスの削減が見込まれる。（同様の施策でプラゴミなどを削減できた事
例がある） 

上記の通り、個人の意識の変化と行政による制度改革によって家庭でのフードロスを削減す
ることが効果的だと結論付けられた。 

■まとめ 
         文責：原田千尋 

　SDGs勉強会は「日本のフードロス」について問題意識を抱き、その現状と解決策を発表した。毎
週の電話ミーティングではメンバーそれぞれが関心のあるSDGsを取り上げてプレゼンテーションを
行い、「格差の解消」「水とトイレ」「水問題」「フードロス」の中から複数の評価軸を基に選定を
してフードロスを選んだ。フードロスはSDGsの目標12 “つくる責任、つかう責任”で取り上げられて
おり、持続可能な社会を実現するため国際的に取り組むべき重要課題の一つである。 
　ここでフードロスとは「本来は食べることができたはずの食品が廃棄されること」であり、日本は
2016年時点で年間643万トンものフードロスを排出している。国連世界食糧計画(WFP)による食糧援助
量が約320万トンであることを考えると、日本1国だけでも大量の食品が捨てられていることが分か
る。フードロスのうち事業系は全体の約55.3%にあたる352万トンを、家庭系は全体の約44.7%にあた
る291万トンを占めている。事業系フードロスが発生する主な原因には①3分の1ルール（賞味期限の3

分の1までを小売店への納品期限、次の3分の1までを消費者への販売期限とする業界の商慣習）②規
格外商品がある。一方で家庭系フードロスが発生する主な原因として、内訳の大きい順に過剰除去、
食べ残し廃棄、期限切れなどによる直接廃棄がある。加えて、消費者心理によるロス（消費者が小売
店などで商品を購入する際、より賞味期限が長いものを選択しようとする心理が働くことで、賞味期
限の短い商品ばかりが売れ残ってしまうことで生じる）も存在する。 
　では、どうすれば日本のフードロスを減少させることができるのだろうか。私たちは企業へのアプ
ローチと家庭へのアプローチの2つに分けて解決策を提示する。まず、企業系フードロスの一因であ
る規格外商品へのアプローチとして、突飛ではあるが、自国内の総農業生産量を抑制することを提案
する。農家への補助金を削減して、農作物生産量自体を現在の約1,500万トンから約1,200万トンまで
減らし、それに伴って農産物全体の約4割を占める規格外食品の量を減らすことができると考える。
最終的には農作物の総減少量約300万トンのうち4割にあたる120万トンもの規格外食品を減らせる見
込みである。ただし補助金の加減による生産量への変化率については詳細な分析を重ねる必要があ
る。次に、家庭系フードロス削減のためには個人の意識改革と制度改革という双方向的な改善が必要
である。家庭系のなかで最も大きな割合を占める過剰除去に関しては個人の技術による部分もある
が、カット野菜の利用といった工夫によってロス削減に貢献できるだろう。また、制度面での改革の
一例としてごみ袋の有料化（もしくは値上げ）を提案する。ごみ袋の有料化によって負担を嫌う人間
心理が働き、フードロスを含むごみの減量に取り組むようになるのではないかと考える。以上が
SDGs勉強会のまとめである。 
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■政治・経済・軍事勉強会 
メンバー：高橋真洋、児島夏花、桐山和歌子、樫本佳韻、鈴木日和、劉紫薇 

 
写真：中間合宿にて  

■はじめに　　　　         
文責：高橋真洋 

　政治・経済・軍事勉強会では、日本と中国が関係する政治や経済に関する問題について扱う。 
　日中関係は、尖閣諸島の領有権争いに代表されるように政治や外交において様々な問題を抱えてい
る。また安全保障の側面においては南シナ海の埋め立てなど中国海軍が外洋進出を進めている現状に
対し、日本やアメリカは警戒を強めている。 
　その一方で日本と中国の経済は強い相互依存関係にあり、90年代以降は「政冷経熱」と呼ばれる状
況が続いていた。ところが2017年のトランプ大統領就任以後、米中関係は冷え込み「米中貿易戦争」
が勃発。日本の軍事・外交的な同盟国であるアメリカと中国の経済的な対立は、日本にも少なくない
影響をもたらすとみられている。 
　以上のような日中間政治・経済の現状から、本勉強会では特に「米中貿易戦争」「尖閣諸島問題」
をピックアップし、現状の問題を整理した上で問題の展望と打開策を論じる。 

■米中貿易戦争 
文責：高橋真洋 

○概況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　アメリカ・中国の両国間における貿易摩擦の激化と、それによって生じた関税引き上げ措置の応酬
は「米中貿易戦争」と呼ばれるようになった。最初に関税引き上げが行われたのは2018年3月で、そ
れ以後段階的に対象品目や関税の税率を増加させる形でエスカレートしている。2018年12月の米中首
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脳会談以降、事態の沈静化のため閣僚級会議が続けられているものの、2019年5月に追加の関税引き
上げが決定するなど収束への道筋は見えていない。 
　2019年現在、米国は世界最大の貿易赤字国である。また、中国は世界最大の貿易黒字国である（図
１）。米国の貿易赤字の最大の相手国こそ中国であり、その次にメキシコやドイツ、日本が続く。 

 
図１　国・地域別貿易収支の推移 

三井住友銀行「米中貿易摩擦の動向（2019年5月17日改訂版）」より引用 

　2018年の関税引き上げ措置決定以後、米国向け輸出の駆け込み増加もあり2018年の対中貿易赤字額
は2017年より拡大した（2017年：3,752億米ドル→2018年：4,192億米ドル）。 
　当初関税引き上げ措置の対象となっていた品目は主として鉄鋼製品や機械部品、半導体など産業用
の物品だったが、2019年にはさらなる追加関税としてスマートフォン、パソコン、アパレル製品など
米国が中国より輸入する物品のほぼすべてが対象とされようとしている。こうした一般消費者向け製
品に対する関税引き上げが実施された場合、一般消費者への影響は大きいものとみられる。 

○ファーウェイ問題と米中貿易摩擦　　　　　　　　　　　　　　　　 
　文責：桐山和歌子 

　2018年末のカナダにおけるファーウェイ副会長の逮捕に始まるファーウェイに対する締め付け・規
制強化も、米中貿易摩擦と関連付けて考えられる。ファーウェイは中国政府と強い結びつきを持って
おり、中国国外におけるサイバー攻撃やスパイ行為への懸念がある。そのため、米国や日本では
ファーウェイやZTEなど中国企業の製品を政府調達品から排除しているが、こうした措置は機密保全
のみを目的としたものではないのだ。 
　ファーウェイは中国最大の電子機器メーカーであり、特に次世代通信規格である５G技術の開発・
製品化に忠直し、世界市場へ急速に進出している。５Gは４G以前の通信規格より「高速大容量」
「低遅延」「低コスト」「省電力」「多接続」な通信を可能とし、IoT製品の浸透や4K・8K映像の普
及、自動運転技術の発展において必要不可欠なインフラとなる重要な技術である。この５G通信を可
能にする技術特許のうち、全世界で36%のシェアをファーウェイを筆頭とする中国企業が占めている
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（対して米国企業は14%, 2019年3月時点）。５G技術をファーウェイなど中国企業が掌握すること
で、今後５G通信の利用が加速するにつれ、特許技術の利用権や特許使用料収入の多くが中国企業の
ものとなるのである。 
　ファーウェイ副会長が逮捕されたのは2018年末であり、米国政府調達品からファーウェイ製品を排
除する決定がなされたのは2019年5月である。これらの措置は米中貿易摩擦が激化し、交渉が決裂し
た時期以降になされたものであり、5G技術を占有するファーウェイに対する締付けは貿易交渉にお
ける中国への圧力としてとらえることができる。 

○今後の見通しと日本の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
文責：鈴木日和 

　米中貿易協議において、米国は中国に対して、産業政策の是正、知的財産権保護の強化などを主張
している。これに対して中国は、合意後のすべての追加関税の撤廃、実需に合った輸入規模の目標設
定などを主張している。貿易赤字に関しては両国ともに回避しようとする機運はあるものの、解決へ
の道筋は見えていない。 
　今後の見通しを考えるにあたり、1980年代から90年代にかけて発生した日米貿易摩擦を参考とす
る。日米貿易摩擦では米国による対日関税引き上げのほか市場開放協議、為替介入など度重なる対日
強硬策が打ち出された結果、日米間の貿易収支改善には至らなかったものの、追いつきかけていた日
米間のGDP格差は拡大することとなった。この先例から、米国のねらいは貿易収支の改善ではなく、
米中の長期的な覇権争いを制することにあるとみられる。 
　米中の対立がエスカレートする中で、日本は何ができるだろうか。日本は中国、アメリカ両国に
とって重要な貿易相手国であり、産業的にも半導体の生産などにおいて米中ともに依存度が高い。今
後米中対立が続き、やがて第二の冷戦として経済圏の分裂が進むのではないかという見方もある。日
本は双方と強い結びつきを持つ中立的な立場を維持し、経済圏の分裂を阻止するために有効な立ち回
りをしなければならない。 

■尖閣諸島領土問題　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　文責：樫本佳韻 

○概況 
　尖閣諸島は沖縄の南西、台湾の北東に位置し、複数の無人島から成る諸島である。現在日本が実効
支配中であるが、中華人民共和国（中国）および中華民国（台湾）が領有権を主張して日本の支配に
抗議している。諸島の名称は各国によって異なり、それぞれ尖閣諸島（日本）、釣魚群島（中国）、
釣魚台列島（台湾）と呼ばれている。 
　尖閣諸島領土問題が顕在化したのは1968年、尖閣諸島海域に石油資源が埋蔵されている可能性が高
いことが明らかになって以降である。中国、台湾の両国が尖閣諸島における領有権を主張し始めたの
は1971年である。その後1997年には日中漁業協定が締結され、尖閣諸島周辺の漁業に関する取り決め
が組み込まれるなど尖閣諸島の共同利用に向けた取り組みが続いていた。しかし2010年9月に発生し
た中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件の際、海保が拘束した中国漁船乗組員に対し当時の管政権
は日本国内法での対処を表明したことで中国政府の反発を招いた。次いで2012年9月に行われた日本
政府による尖閣諸島国有化以降中国国内では反日暴動が激化。日本国内でも嫌中感情が広がり、日中
関係は一気に悪化した。 
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○各国の主張 
　日本政府の立場としては、「尖閣諸島がわが国固有の領土であることは、歴史的にも国際法的にも
疑いのないところであり、現にわが国はこれを有効に支配している。歴史的にも一貫して南西諸島の
一部を構成している」とした上で、尖閣諸島をめぐって解決すべき領有権の問題はそもそも存在しな
いものとしている。 
　こうした日本政府による主張の根拠は、尖閣諸島が無主地であることを確認した上で国際法上の
「無主地先占の論理」から沖縄県への編入を決定した1895年1月の閣議決定まで遡る。その後数度の
戦争を経て1951年のサンフランシスコ講和条約において日本は台湾を放棄したが、尖閣諸島について
は沖縄管轄下として日本領に残留することとされた。これに関して中国・台湾ともに異議を唱えるこ
とはなかった。上述のとおり中国・台湾が領有権を主張し始めたのは1971年であるが、翌1972年に日
米間で結ばれた沖縄返還協定では南西諸島における日本への返還対象区域に尖閣諸島が明示的に含ま
れている。また　1972年の日中国交正常化および1978年の日中平和友好条約の交渉の際、尖閣諸島の
領有権に関して「棚上げ」して合意したという事実はない。歴史的にも中国・台湾が尖閣諸島を実効
支配していたことを裏付ける根拠もない。以上の事由を根拠として日本政府は尖閣諸島が日本国領土
であると主張している。 

　日本政府の主張の問題点としては、以下の点が挙げられる。 

・閣議決定における領有手続きの曖昧さ 

・領有時の根拠の曖昧さ 
日清戦争における清国との力関係の逆転が領有の実質的な根拠になっている 

・領有権主張の時期 
海底資源の埋蔵が発覚してから領有権を公言し始めたのは日本も中国、台湾と同様である 

・「棚上げ」合意の不認知 
日本政府は棚上げ合意は無かったと主張しているが、この点について公文書と実録との間に矛盾があ
る 

　中国政府の立場としては、まず歴史的に尖閣諸島が中国の領土であることを文献が証明していると
主張している。明代に尖閣諸島はすでに中国の会場防衛区域の中に含まれており、1561年の段階で明
朝の地図に釣魚島が含まれているとしている。また明治政府の領有手続きに関して問題があると主張
している。日本が尖閣諸島に国標を立てたのは清朝より台湾、澎湖諸島の割譲を定めた下関条約締結
直前であり、その告知も手順を踏んで行われていないとする。中国政府にとって尖閣諸島はカイロ宣
言に従って中国に返還されるべき土地であり、サンフランシスコ講和条約締結の際にも中国は抗議し
ていた上、日中国交回復以降両国間でこの問題を棚上げする合意があったものの日本によってこの合
意を一方的に破られたものとしている。 
　台湾政府の立場としては、古来より尖閣諸島は台湾と琉球との境界に位置しており、中国から琉球
に遣わされた冊封使らは台湾や尖閣諸島を経由して琉球へたどり着いたとしている。また尖閣諸島は
大陸棚の一部であり、台湾島と地盤がつながっているとしている。そして尖閣諸島が日本の領土と
なったのは日清戦争で台湾と澎湖諸島が日本に割譲した時点であるため、現在の日本による領有に法
的根拠はないとしている。　 
　領有手続きに対する意見の相違の根底には、日本と中国における国境と領有に関する認識のずれが
ある。まず無主地先占の論理は1895年当時国際社会を形成していた列強各国による取り決めであり、
当時鎖国状態だった清国はそのアクターとして認められていなかった。中国にとって無主地先占の論
理は明らかに欧米植民地主義・帝国主義的なものである。華夷秩序における支配地域は明確な境界を
持つ「領域」ではなく「版図」として決定されるものであり、国境に関する認識のずれは明治維新後
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の日本が参加していたヨーロッパ的な国際秩序と中華帝国的な国際秩序の間の齟齬によるものと言え
るだろう。 

　尖閣諸島をめぐる問題の根源は、整理すると以下の五点にまとめられる。 

１．尖閣諸島の地位的変遷 
石油埋蔵と安全保障上の国境画定の重要さの変化 

２．冷戦構造における片面講話という歪み 
 日本の戦後処理における中国というアクターの不参加 
３．中国国内事情 
 中国国内における国共分裂 
４．国際秩序の齟齬 
 近代の欧米的国際秩序と東アジア・中華的国際秩序とのズレ 
５．文言の不明瞭さ 
 どの条約の文書にも明確に尖閣諸島の存在が示されていない 

○問題解決のために 
　尖閣諸島問題を解決するため、日中台の間でどのような取り組みが必要だろうか。 
　まず、「棚上げ」合意に関して事実を確認し、両国で認識を統一した上で現状維持をめざす。そし
てそれぞれの立場・主張のロジックがあることを認識し、主張ではない事実を捉える。またわれわれ
は国民として、マスメディアは自国の利益に主張を語り世論を形作るものであると理解し、世論誘導
に安易に乗らないことを意識する。そして、“我々”対“彼ら”というナショナリズム的な二分法に惑わ
されないよう心がける。こうした取り組みを積み重ね、尖閣諸島問題における各国の認識をすり合わ
せることが問題の解決あるいは対立の沈静化に向けて必要な取り組みではないだろうか。 
　 

■まとめ          
文責：高橋真洋 

　私たちの勉強会では、数ある日中間における政治・経済の問題の中でもまさにリアルタイムで話が
進んでいる話題である米中貿易戦争と、日中関係悪化のターニングポイントとなった尖閣諸島問題を
テーマとして選び、それぞれのテーマについて現状分析を行った。米中貿易戦争は貿易摩擦を発端と
した米中の覇権争いであり、それは経済的な利益だけでなく５Gをはじめとするテクノロジーや知的
財産など幅広い分野に関わる問題である。「米中貿易戦争」の項では日本が中立的な立場を活かして
米中対立を沈静化させるために行動すべきであると述べたが、実際には日本は米国と軍事・外交的に
強い結びつきを持つ同盟国であり、貿易戦争において安全保障問題も絡み合う中で、経済問題のみを
切り離して日本が中立国としての立場を確立することは難しいと思われる。ともすれば米中貿易戦争
がさらに激化した先には日本と中国の政治・経済・軍事の全側面において対立せざるを得ないのでは
ないだろうか。 
　尖閣諸島問題においても、国民として客観的に尖閣諸島問題をとらえ、日本と中国、そして台湾そ
れぞれの主張を理解し、歴史的な事実をベースに議論することが重要であることは疑いない。しか
し、政治問題として見たとき尖閣諸島問題に「客観」は存在しない。そこにあるのは日中台それぞれ
の「主観」による主張のみであり、客観的な事実は主観に優先されてしまう。それならば政治問題と
しての尖閣諸島を解決することは不可能なのだろうか。 
　私たちは不可能ではないと考える。両国の国民が互いを理解し、客観性に基準をおいて議論する努
力を続けていれば政治問題において必ずしも「主観」のみの議論に終始することはなくなるのではな
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いだろうか。そうした相互理解の過程において重要な場こそ、日中の草の根交流を目的とするこの日
中学生会議なのではないだろうか。 

■参考文献 
三井住友銀行『米中貿易摩擦の動向（2019年5月17日改訂版）』 
https://www.smbc.co.jp/hojin/report/investigationlecture/resources/pdf/3_00_CRSDReport081.pdf 

NHK『１からわかる！「米中貿易摩擦」』 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji6/ 

WSJ『5G技術、中国が覇権を握る領域とは』 
https://jp.wsj.com/articles/SB11166242290339733756804585152932822573048 

時事ドットコム『貿易交渉再開で合意＝追加関税見送り、決裂回避－米中首脳会談』 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062900241&g=pol&p=20190629at20S&rel=pv 

濱川今日子「尖閣諸島の領有をめぐる論点」 
https://web.archive.org/web/20120716132558/http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0565.pdf 

中内康夫「尖閣諸島をめぐる問題～日本の領土編入から今日までの経緯～」 
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https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/senkaku/senkaku.html 
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■popカルチャー勉強会 
メンバー：山下紗季、佐藤みのり、吉永伊織、田中星来、喜納公弘 

 

■はじめに　　　　 　　 
文責：山下紗季 

日中学生会議ではpopカルチャーに焦点をあてた議題は珍しい。そこで、この勉強会の参加者が日常
に存在している娯楽としてのサブカルチャーやグローバルに広がりを見せているクールジャパンにつ
いて話し合った。メインテーマはオタクの地位についてである。アニメファンである「オタク」とい
う存在は、よく一部が社会の中で自分を表現できない状況にあったり、いじめや不登校などの現代社
会問題にもつながってしまうというイメージを持たれている。それはなぜなのかを調べ、昔の「オタ
ク」から現在のオタクへの移り変わりについても調べた。またサブカルチャーが今後どのような役割
を担っていくのか、海外の反応や実際に日本で行われている民衆文化をFWも交え、現状と未来予測
をした。勉強会自体の雰囲気もよく、仕事も分担しておこなっていたため、一人に多大の負担をかか
ることはなかった。楽しい話題について議論することができたので、メンバー同士の絆も深める活動
を行うことができた。活動を通じて、参加者間ではとても話しやすいフラットな関係が築け、また調
べたり議論を行うときは真剣に行うこともできた。 

■問題提示 　　 
文責：佐藤みのり 

　「オタク」は世間からレッテルを貼られ苦しんできた。具体的には、偏見が原因の一端となりいじ
めの対象にされる、スクールカーストの下位に位置づけられるなど学校生活に支障をきたす、または
オタクであることが知られるが故に世間体が悪くなるといった例がある。そういった偏見を恐れ、オ
タクは自分がオタクであることを周囲に言うことが出来ずにいる。しかしながら、これが他の趣味で
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あった場合はこのようなことは起こりにくい。これを踏まえたうえで、何故オタクは迫害されてきた
のかを中心に話し合い、調査することにした。 
　プレゼンテーションでは視点を変え、何故オタクは自身がオタクであることを隠したがるのかとい
う観点から問題提起を行い、そういった心理に至るまでの経験・歴史的事実を軸に話題を展開した。　 

■現状分析　 　　 
文責：田中星来・喜納公弘 

　現状、日本ではオタクに対するイメージは決して良いとは言えない。1983年に中森明夫氏が「おた
く族」についてコラムを掲載したのを機に現代のオタクの典型が世間に広まった。 

運動が全くだめで、休み時間なんかも教室の中に閉じ込もって、日陰でウジウジ 
と将棋なんかに打ち興じてたりする奴らが。モロあれなんだよね。髪型は七三の 
長髪でボサボサか、キョーフの刈り上げ坊っちゃん刈り。イトーヨーカドーや西 
友でママに買ってきて貰った980円1980円均一のシャツやスラックスを小粋に着こ 
なし、数年前はやったＲのマークのリーガルのニセ物スニーカーはいて、ショル 
ダーバッグをパンパンにふくらませてヨタヨタやってくるんだよ、これが。それ 
で栄養のいき届いてないようなガリガリか、銀ブチメガネのつるを額に喰い込ま 
せて笑う白ブタかてな感じで、女なんかはオカッパでたいがいは太ってて、丸太 
ん棒みたいな太い足を白いハイソックスで包んでたりするんだよね。普段はクラ 
スの片隅でさぁ、目立たなく暗い目をして、友達の一人もいない、そんな奴らが、 
どこからわいてきたんだろうって首をひねるぐらいにゾロゾロゾロゾロ一万人！ 
それも普段メチャ暗いぶんだけ、ここぞとばかりに大ハシャギ。アニメキャラの 
衣装をマネてみる奴、ご存知吾妻まんがのブキミスタイの奴、ただニタニタと少 
女にロリコンファンジンを売りつけようとシツコク喰い下がる奴、わけもなく走 
り廻る奴、もー頭が破裂しそうだったよ。 

　オタクに対するイメージを聞いてみると、上記のような特徴が真っ先に挙げられ、日本におけるオ
タクのイメージが良くないことがわかった。一方、中国でのオタクに対する世間のイメージを聞いて
みると、数年前までオタクは日本のサブカルチャーが好きな人ぐらいの認識であったが、最近では
年々オタクに対するイメージが悪くなってきている。以前に比べてオタクは批判的に捉えられること
が増えた。中国でコスプレが盛んなのは日本でも有名だ。日本のコスプレイベントにも中国のコスプ
レイヤーが多く参加しており、SNSでも取り上げられている。中国ではコスプレイヤーが芸能人のよ
うに扱われており、世間での地位が高い傾向にある。しかし、日本ではコスプレはオタク文化に含ま
れていると考えられているのに対し、中国では別物と考えられている。つまり、中国ではコスプレと
いう例外はあるが、日中両国ともにオタクの地位は低く、世間から認められていない傾向にあると言
える。 

　オタク迫害はなぜ起こったのか、その経緯となった出来事やきっかけとなった事件を調査した結
果、二つの事件にたどり着いた。まず、世間がオタクを迫害するようになったきっかけとなったとさ
れる東京・埼玉連続幼女誘拐事件（宮崎事件）がある。さらに、誤ったオタクの危険性を周知するこ
とになった地下鉄サリン事件、以上の二つの事件について記述する。 

　まず、オタク迫害の発端となった一つ目の事件、東京・埼玉連続幼女誘拐事件、通称「宮崎事件」
についてである。この事件は1998年から89年にかけて東京の八王子市などで発生した事件で、被害に
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あったのは4歳から7歳の、いずれも女児であった。事件は誘拐したのち殺人するというものであり、
のちに犯人の宮崎勤が逮捕され、彼は裁判で無罪を主張していたものの、裁判の後に死刑となった。 
　なぜこの事件がオタクを否定していくことにつながったのかというと、当時あらゆるニュースや番
組でこの事件が大きく報道されていたが、その報道で犯人の宮崎がオタク、ロリータコンプレック
ス、ホラーマニアとして報道されたことだった。宮崎は5787本という膨大な量のビデオテープを所持
していた。ほとんどは一般向けのテレビ放送を録画したものであったり、「ドカベン」などのアニメ
だったのだが、その中でサイコホラーチックなものやポルノ系のものが見つかったということから、
マスメディアはこのことをひときわ取り立てて大きく報道した。その中には犯人の異常性をよりイン
パクトある「モノ」にすべく、民法カメラマンが部屋にあった雑誌のうち成人向け書籍を一番上に載
せて撮影する行為があるなどの行為があったとされる。また、いかがわしいビデオやポルノ系は5787
本のうち44本に過ぎなかった。このように当時は事件のあまりの特異性・異常性に多くのメディアが
報道を繰り広げていた。しかし、後に犯人の父親が自殺したことをきっかけにメディアスクラムをは
じめ、報道のあり方に疑問が持たれるようになった。この事件の後、ホラー映画や映像の表現の規制
が強まったほか、一時「オタク」という言葉そのものが放送問題用語としてテレビ放送で使用できな
い言葉になった。 
　この事件の結果、このころからオタクというのは、現実と空想の区別があいまいで犯罪に対する規
範が欠けている危ない人種だ、という誤解が広まることとなった。 

　次に、1995年に起きた地下鉄サリン事件である。オウム真理教の教徒らによって東京都心の地下鉄
車内に毒ガスのサリンが撒かれ、13人が死亡、6000人あまりが重軽傷を負って、今なお時折テレビな
どで取り上げられるほどの大事件だ。この事件がどのようにオタク迫害とつながるのか、それはサ
ティアンと呼ばれる建物が関係している。これらは宗教における聖堂であり、非常に重要な存在であ
るはずだが、オウムのサティアンは異なる。これはかなり簡素な造りで、内外装は工場のようになっ
ていた。一方、教団の制服や布教用のアニメ、選挙活動のパフォーマンスなどは徹底しており、明ら
かにサティアンに比べて教団が力を入れていることが分かるほどであった。オタクと呼ばれる人々の
部屋はアニメキャラクターのグッズやゲーム関係の装飾が多く、さらにハイテク機材などが増えてい
くほど整理整頓とはかけ離れた部屋になるという傾向がある。ところが、パソコンのモニターやテレ
ビについては綺麗に整頓されていた。要するに、サイバースペースに没入する時間が増えれば現実空
間への意識は自然と薄くなるということだ。これらのことがオウムとオタクを関連させる理由の一部
になっている。 

　オタクがなぜ迫害されるようになったのか、その理由は過去の事件と関係している。しかし、それ
らは決して事件そのものだけに原因があるわけではない。メディアは宮崎事件が起こった際、その異
常さを示すためのキーワードとしてオタクという言葉を見出し、あたかも犯人がオタクの典型である
ような紹介をした。その後もことあるごとにそのような報道を繰り返した結果、世間全般にオタクを
夢と現実の区別がついていない犯罪者予備軍のような印象を与えたのだと考えられる。 
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■フィールドワーク① コスプレde海ごみゼロ大作戦　　　　　　　　　 
文責：山下紗季 

　　　　　　　　　            

　　　　　　　　　  
写真：コスプレde海ゴミゼロ大作戦in東京タワー 

　国際海洋デーの6月8日(土)東京タワーで行われた日本財団の海ごみゼロプロジェクトでの一環コス
プレをしながらゴミ拾いをして環境問題について考えるイベントが行われた。世界コスプレサミット
が後援についている関係で、世界で活躍しているコスプレイヤーも清掃活動に参加した。イベントで
は日本財団・笹川陽平会長が人気漫画「ワンピース」の主人公・ルフィのコスプレで登場した。コス
プレ文化は比較的新しいものだが、このような奉仕活動と関連のあるイベントは徐々に増えている。
コスプレイヤーという存在は一般からはまだ馴染みが薄いが、チャリティー活動をしているというこ
とでいい認識をしてもらえるという狙いもあれば、メディア映えするコスプレイヤーが清掃活動をし
ているというのは話題になりやすいのでチャリティー側にもメリットがあり相互的な関係性で成り
立ったイベントである。 
　今回のイベントにはかなりの力を入れていた。東京タワーの屋外スペースをはじめ、更衣室として
スターライズタワーというスペースを貸切にするイベントを無料で参加できたことは従来ではありえ
なかったが、そこに運営資金が回ったということはコスプレ業界が認められてきた証拠であることは
間違いないだろう。会場の後ろにずらりと並んだメディアの中には海外のも少なくない。コスプレ参
加者の中にも日本在住の外国人が多かった。特にフランスは日本漫画愛好家が多いと知られているの
で、フランス人の参加者が目立っていた。このようにコスプレのイベントを通じて環境問題やグロー
バル視点を養えたのがとても新鮮で、参加者同士では同じ意識と趣味を持ち合わせた仲間ができた。
これから新たの発展に希望がもてるものであった。 
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■フィールドワーク②明治大学加藤徹先生　　　　　　　　　　　　　　 
文責：吉永伊織 

写真：明治大学加藤徹先生へのフィールドワーク 

　勉強会フィールドワークとして、明治大学法学部教授加藤徹先生の元へ伺った。加藤先生は中国文
化、表象文化を専攻しており、日中間の文化の差にも精通されている方だ。加藤先生のお話によると
「自国の文化は自国で受け入れられにくい」傾向があるようだ。その代表的な例として、京劇(北京
オペラ)をあげてくださった。京劇は1790年に誕生した中国の古典演劇のひとつである。しかし、京
劇が誕生した当初はあまり国内、とくに上流層に受け入れられなかった。当時国内の上流層では、京
劇は野蛮な地方民のものだとされていた。しかし、その京劇の魅力にいち早く目をつけたのは日本を
代表する文豪である芥川龍之介や与謝野晶子である。彼らは京劇は、中国語があまりわからない人で
も楽しめる素晴らしい文化だと京劇の素晴らしさを認めたのだった。そして、現在中国政府では海外
からの大統領等訪問の際には必ずと言っていいほど京劇を観劇させるほど、中国を代表する文化とさ
れている。実際にドナルド・トランプ大統領も一時期Twitterのヘッダー画面を京劇の写真にするなど
社会的影響力が強いことも伺える。 
これらのことを踏まえると、最初自国で自国の文化は受け入れられづらいが、他国で評価されること
によって、その後国内で再評価を得るというテンプレートが存在しているようだ。 
このテンプレートに「新世紀エヴァンゲリオン」というアニメ作品を当てはめてみる。「新世紀エ
ヴァンゲリオン」の主人公は碇シンジ(14)で、彼は内省的で後ろ向きな性格である。また、自身の家
庭環境のこともあり自分に価値がないと思い込んでいるのだ。加藤先生のお話によると、中国を初め
とした海外におけるアニメの主人公は総じてリーダー気質なみんなの人気者であるという。そのた
め、弱い立場の人間が主人公である「新世紀エヴァンゲリオン」は海外の人々から見てとても衝撃的
なものだと言う。そしてそのような作品は弱い自分を肯定してくれるとして、海外で絶大な人気を
誇っているのだ。つまり、日本におけるアニメ漫画文化も海外からの評価を得た後に、日本国内で再
評価されるだろうと推測できる。ご多忙のところフィールドワークを快諾して頂き、また非常に興味
深いお話を頂いたこと、心より深謝申し上げたい。 
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■まとめ 　　 
文責：山下紗季 

　Popカルチャーは完全に一つに定義付けられるものではない。時代が移り変わるごとに前時代の文
化と結びつき、新たな形となっていく。Popカルチャーとはそのような移り変わるものに対して言わ
れるのではないだろうか。また全ての文化はPopカルチャーの段階を経るのではないだろうか。Popカ
ルチャーは学術的な議論から忌避されるものかもしれない。しかし、我々の文化を考えていく上で本
分野は必ず議論されるべきなのではないのではないだろうか。我々の勉強会はそのような社会への投
げかけを持って締めとする。 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■日本における外国人勉強会 

メンバー：土屋勇魚、中村千聖、村山友章、加藤洋一、中村優佳、星田明、張貝 

 

写真：中間合宿にて  

  

■はじめに　　　 

                                                                  文責：中村千聖 

          今日、グローバル化による人々の盛んな移動や中国などの政府の政策等により、訪日外国人観
光客や日本で働く外国人が増えている。そのような情勢を基に、私たちは「日本における外国人」と
いうテーマで日本にいる外国人（観光客、労働者）、また彼らを取り巻く環境（入国管理法、差別・
偏見、コミュニケーション問題）について一人一人がテーマを決めてプレゼンを行い、知識を深め
た。顔合わせ合宿後から、週一回のLINE通話によるオンラインミーティングで一人ずつ個別のテー
マについてプレゼンを行った。 
  

■現状分析 

  
【コミュニケーション問題について】　 

　　　　　　　　　　　　　　　文責：中村優佳 
ハイコンテクストカルチャーとローコンテクストカルチャーに見られるように、日本では

「空気を読む」ことや婉曲表現を選ぶことで会話がスムーズに運ばれることが多いが、外国では対等
な立場での話し合い、又は直接的な表現が適している場合も多々存在する。このように、日本と外国
とで意思疎通を図る上での言葉選びや伝え方の文化の違いから不和が生まれている。 
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【外国人に対する偏見・差別について】                                             

文責：加藤洋一                                      
ここ最近、日本に滞在もしくは在住している外国人を各地で見かける。日本語を学びに来て

くれる方、ビジネスで日本に来ている方など理由は様々であろう。日本人の人口減少による人手不足
が加速する中で、彼らのような外国人はこれからさらに重要になってくる。そんな中で、彼らが日本
に来て直面する問題がある。それは、日本人もしくは日本社会からの差別的発言や対応だ。平成２８
年に日本に在住する外国人を対象に、日本における差別に関してのアンケートを法務省が発表した
（参考文献１）。それによると、回答者4252人中、約30パーセントの方が「外国人であることを理由
に差別的発言を受けた」と回答した。他にも、日本で働く際に差別を受けた（約25%）、また住む家
を探す際に差別を受けた（約41%）ことがある人も同様な割合で存在する事がこのアンケートでわ
かった。 
  
【技能実習生について】                                                         

文責：村山友章 
    技能実習生となっている人は全国で28万人（平成30年6月末時点、参考文献２）いることが分
かっている。ただ、特定技能への移行が進むとみられるので、数は縮小に向かうと考えられる。技能
実習制度の特徴として挙げられるものは、先進国としての役割を果たすために国際社会との調和ある
発展に寄与する目的から、技能・技術又は知識の開発途上国等への移転や「人づくり」に貢献すると
いうことにある。そのため、労働力としての活用をすることは想定されていない。 
  
【改正入国管理法について】         

                              　              　　 文責：星田明 
  今年四月、技能実習制度で生じた問題の解決策の一つとして入国管理法が改正された。これ
により正式に一定の職業に就労する労働者を受け入れることが可能となった。改正入管法には新たに
特定技能一号、特定技能二号の二種類の在留資格を設置した。特定一号は１２種の業種（介護、ビル
クリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、航空、宿泊、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業）に就労することを認める在留資格である。改正入国管理法で
定められた特定技能一号の最長在留期間は五年､家族の帯同は不可となっている。対して、特定技能
二号は定められた二種（建設、造船・舶用工業）での就労が認められており、在留期間は上限が定め
られておらず更新することで在留期間を延長することができ、家族の帯同は認められている。両資格
とも取得のためには試験を通じて一定の日本語能力を証明する必要があり、加えて就労を希望する職
業に関する試験を受けなければならない。しかし、特定技能一号に関しては技能実習制度を三年修了
した場合は試験が免除となる。特筆すべき点として、技能実習生と違い、特定技能一号、特定技能二
号は定められた職種の内であれば転職が可能である。 

  
【日本における観光客について】                                         　　　 

　文責：中村千聖 
          訪日外国人観光客は年々増加しており、2015年には、2032年までの目標としていた2000万人を
突破した。2018年1月に発表された観光白書によると、2017年の訪日外国人旅行者消費額は4兆4,000
億円を突破した(参考文献３)。そのうち最も大きい割合を占めているのは中国であった。また、2003
年から2018年までの15年間の訪日外国人韓国客の推移を見ると、リーマンショックや東日本大震災の
年を除いてはっきりと増加傾向があることがわかる（参考文献４）。特に中国人観光客のビザ緩和が
開始された2015年から2,000万人を突破するなど、大きく増加している。この大きな要因として、中国
人観光客へのビザ緩和など日本政府が2003年から「観光立国」として発展するための計画を進めてい
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ることがあげられる。来年2020年には東京オリンピック・パラリンピック開催されることを主とし
て、2020年までの訪日者数4,000万人の突破を目指した政策が次々と進められている。 
  
  
■問題提示      
                                                                                                           　  
【コミュニケーション問題について】                               

　　　　文責：中村優佳                                                                       
幼少～青少年期では、コミュニケーションを原因としたいじめや不登校の問題、例えばクル

ド人女児いじめ事件（参考文献５）があげられる。 
成年期では労働格差、震災時の対応などが問題視されている。日本に移住して働く外国人が、実際に
できるはずの仕事を不十分なコミュニケーション能力を原因に任されないなどの問題が横たわってい
る。また震災時には、「地震」「津波」などの漢字、熟語を理解することが困難な外国人が警告を読
むことができなかったため避難に遅れ被害を受けた事件も過去に発生した。 
  
【外国人に対する偏見・差別について】                            　　　 

　文責：加藤洋一                                                                               

外国人がなぜ日本でこのような差別的対応をされるのかという問いに対して、このセクショ
ンでは二つの仮定をここで提示し、それに個別に検証していく。まず一つ目に、外国人の日本語の語
学力が低いということ。二つ目は、日本人が、他の人種に対してステレオタイプや偏見を持ってし
まっているということである。 
まず一つ目の、彼らの語学力の低さによって差別が起こるという仮定であるが、（コミュニケーショ
ン問題の項目で説明されている通り）、その可能性は十分にあると言って良いだろう。しかし、法務
省が発表した「外国人住民報告書」（参考文献１）によると、様子が少し違うことがわかる。日本で
住む家を探したことがある外国人（2044人）のなかで、日本語でのコミュニケーションに困らないと
答えた人が、それぞれレベルの違いはあるものの、約90パーセントもいたのだ。もちろん、これらは
自己申告による回答ではあるので、客観性に少し欠けるものであるのは否めない。しかし、「外国人
であるから」という理由だけで入居を断られるというのは、語学力以外に何か原因があるのではない
かと考えざるを得ない。 
その原因というのが、二つ目の仮定として挙げた、日本人の外国人に対するステレオタイプと偏見で
はないかと考える。なぜなら、先ほどの法務省の報告書で、国・地域別で見たグラフがあるのだが、
アジア人とその他の地域の人で入居を断られたと回答した人の割合が大きく違っていたのだ。アメリ
カやイギリス国籍の方がそれぞれ32%と24%だったのに対し、中国や朝鮮、インド国籍の人は半数ま
たは半数を超える割合で入居を断られていたのだ。この結果を見て言えることは、日本人がアジア人
に対して特に差別的対応をとる傾向があるということだ。その主な理由は、歴史的背景やマスメディ
アによる影響など様々あり、特定することは難しい。しかしそういった要因が混ぜ合わさって、日本
人が思う外国人、特にアジア人の悪いイメージが形成されていることは考えられる。実際、日本の総
人口のうち、外国籍を持つ方は2パーセントほどしか存在しない。そのような圧倒的な日本人社会
で、外国人と直接知り合う機会があまりなければ、彼らに関する間接的な情報の方が自ずと多くなっ
てしまう。その結果として、日本人が、外国人に対するステレオタイプや偏見を持ちやすくなってし
まうのではないだろうか。 
  
【技能実習生について】                                         

　文責：村山友章                                                                          
　労働力としての運用をするべきではないという規定にはなっているが、実際のところは労働力を埋
めるための活用をしている企業もあることが問題となっている。また、劣悪な環境で安価な労働力と
して働かせられていることから、失踪者や死亡者も出てくる事態になっており、制度の運用の仕方に
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問題がある。社会保障制度での抜け穴として、家族経営の個人事業主に対しての社会保険に非加入で
あることがあるため、その場合に外国人労働者の社会保障制度に適応しきれていないという課題もあ

る。 
  
　　                                                               
  
  
【日本における観光客】                                        

　　　　　　　　　文責：中村千聖                                                                 
     現在日本は、外国資本獲得を目的に観光立国計画実現のためビザ緩和など様々な政策を行ってい
る。特に中国や韓国からの観光客をターゲットとした政策に力を入れており、統計を見ると、現状表
面上では成功しているように思われる。しかしながら、彼らの国力に注目してみるとGDPは伸び悩ん
でおり、この政策は必ずしも安定するわけではないのではないか。また、観光客の増加によって様々
な問題が生じてきている。特に、①京都・嵐山の竹林や青森・八甲田山の樹氷などで発生した外国人
観光客による落書き等による被害（参考文献６，７）、②観光客による犯罪、③日本語での会話が出
来ないことに起因するコミュニケーション問題、が顕著になってきている。 
  
  

■解決案提示                   
                                                                                         
【コミュニケーション問題について】                           　　　 

　　　　文責：中村優佳                                                                             

　日本語文化や日本語教育の充実、という外国人からのアプローチだけでは一方通行になってしまう
ため、日本人の他文化理解を学校教育や企業との取り組みで促進させることを解決案として提示す
る。 
たとえば、学校での外国人留学生制度を充実させて幼い頃から違う文化に触れる機会を作ったり、報
道系メディアなどで外国人タレントをアイコンにしたキャンペーンを行い、メディアを通じてより多
くの人に外国人の良いイメージを与えたりすることである。 
  
【外国人に対する偏見・差別について】                   

       　　　　　　文責：加藤洋一                                                                                
　この問題を解決するにあたって、やはり日本人と外国人の間にある見方のギャップを縮めていかな
ければいけない。多くの日本人が外国人に対して何らかのステレオタイプや偏見を持っており、そこ
から生まれた対応が外国人にとっては差別と捉えられてしまう事があるように思えるからだ。今回の
外国人が入居できないというケースを見てとっても、外国人が入居後に家賃滞納や騒音などのトラブ
ルを起こしてしまうのではないかという懸念から、彼らの入居を予め断っているということも考えら
れる。しかし一方で、外国人の方からすれば、それは差別的対応に値すると思うだろう。なぜなら、
彼らの経歴や人柄を知らずに、ただ単に「外国人」という言葉で一括りにして判断され、何も悪いこ
とをしていないのに入居を断られるからだ。 
　これらを改善していくために、日本に在住する外国人の声が解決策のヒントになるかもしれない。
先ほどの法務省の報告書（参考文献１）で、「差別をなくすためにどんな取り組みが必要か？」とい
う問いに対して、約61%の外国人が「外国人の文化や生活習慣の違いを認めて お互いを尊重すること
を積極的に啓発する」、そして53%の方が「地域社会の活動に外国人の参加を促すなど、外国人と日
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本人との交流の機会を増やす」と回答した。生まれた環境が違う相手に対して、まず一人一人が自分
自身の姿勢を見直さなければいけないというのは大前提だ。その上で、このような活動や交流の機会
を設けていく事が、今後日本に滞在する外国人が増加していく中でさらに求められるだろう。そのた
めの手段は留学であったり、学校の行事であったりと何でも良いと思う。とても単純なことではある
が、腹を割って言い合える外国人の友人が一人いるだけでも、自分の視野を大きく広げる事ができる
ことに加えて、それが日本でのこの問題を解決できる要因になりうると私は考える。 
  
【技能実習生について】                                        　　　　 

　　　　文責：村山友章                                                                  
　劣悪な環境で働かせられることのないように、企業に対するチェック機能の強化をしていくことが
重要であり、監理団体や外国人技能実習機構の体制を変えていく必要がある。外部からの視点が入る
ようすることで、独占的に受け入れ企業の評価をするのではなく本当に人づくりに貢献できるような
企業に対してのみ受け入れを許可するという運用にするべきである。また、低賃金になっている状況
を変えるためにも賃金の底上げを考えていくべきである。特定技能が創設されたことで、社会保障制
度の適応問題や安価な労働力として活用されてしまうという点については解消に向かうのではないか
と考えている。 
   

【日本における観光客】            
                                 文責：中村千聖                                                             

　現在の政策に関して、以上で述べた内容を鑑みると中国・韓国に頼りにした観光政策は将来を見据
えると必ずしも安定的なものであるとは言えない。これからも観光立国として成長していくための計
画を考えるのであれば、近隣国である中国や韓国だけでなく、近年成長の著しい東南アジアの国々へ
のよりアプローチもしていく必要があるのではないか。また、現状起きている問題については、個別
での対策しか行われていないケースが散見される。嵐山や八甲田山では竹を傷つけられたり樹氷にス
プレーで落書きされたりといった観光客による景観の毀損が問題となっているが、張り紙や立て看板
を設置するといった対策のみが取られており、あまり効果をあげられていない。また観光客による窃
盗などの犯罪も問題になっているが、これは自治体や観光地ごとの対策だけでは到底対策しきれるも
のではない。従って、国が法律を制定したり、そのような観光客の行動への対策を行うためのガイド
ラインを作成したりするなどを行うことでカバーしていかなければならない。観光地での外国人観光
客とのコミュニケーションについては、国を挙げて言語習得、特に観光業に従事する人々に対する英
語の習得を促すような政策を行っていかなければならないのではないだろうか。 

■参考文献 

１．平成28年度　法務省委託調査研究事業　外国人住民調査報告書ー訂正版ー 

　〈公益財団法人　人権教育啓発推進センター〉 

  www.moj.go.jp/content/001226182.pdf 

２．平成30年6月末現在における在留外国人数について（速報値）　〈法務省〉 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00076.html 
 ３．観光統計【訪日外国人消費動向調査】平成29年年間値（速報）及び 

 　　平成29年10-12月期の調査結果（速報）　　　　　　〈国土交通省　観光庁〉 

  http://www.mlit.go.jp/common/001217542.pdf 

 ４．平成30年度訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移〈国土交通省観光庁HP〉 
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  http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html 

５．外国人女児の壮絶いじめに教頭や校長が言い放った言葉　〈livedoor NEWS〉 

https://news.livedoor.com/article/detail/16403574/ 

 6.．青森)樹氷に落書き 観光客にマナーを守ってもらうには〈朝日新聞 DIGITAL〉 

https://www.asahi.com/articles/ASL1J3CL8L1JUBNB001.html  

  

■まとめ                                                             
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文責：土屋勇魚 

　我々の勉強会は外国人に対する日本の対応や将来展望をしてきたわけであるが、視点を変えてみれ
ば我々日本人も日本から一歩外に踏み出してしまえば外国人なのである。議論において、現状の日本
の外国人労働者への対応の欠点を見つけてきたが、我々は日本人であるからその欠点から生じる不利
益を被らないだけであって、このグローバル社会において、将来日本で働くとも限らない。それすな
わち、我々が外国人労働者となって、他国で働く可能性もあるということである。学生として見つけ
た欠点に対して我々はどのように対処していけば良いのか。傍観者としてではなく、当事者として本
問題を見ていく必要がある。それと同時に、我々が議論したことは問題の一端でしかなく、我々には
常に問題意識を持って、解決に向けて歩み続ける必要があるのではないだろうかという現代社会への
投げかけを持って、本勉強会での報告を締めたい。 
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6.  分科会活動 

◆環境と開発分科会 
分科会メンバー：原田千尋、加藤洋一、張貝、浜川薫、石原立暉 

 

写真：東京駅にて 

■はじめに 
文責：原田千尋 

　環境と開発分科会は日本側参加者5名、中国側参加者4名から構成されている。参加者決定後、5月
と6月にそれぞれ行われた合宿、毎週1時間程度の電話ミーティング、そして本会議での17日間と長い
時間を共にしてきた。共に過ごした時間の中で深い友情を築き、真剣なことも笑えることも、何でも
話せるような仲になれたことを何より嬉しく思っている。 
　「環境と開発」というテーマは意味が非常に広く、そもそも何を議論するのか、目標は何なのかを
決めるところから、一人一人の関心をできるだけ取り入れながらも結論のある議論を行うための進め
方など、皆で沢山悩んだ。本会議では、メインテーマを3つに絞り議論を進めた。本会議の途中、行
き詰まりを感じ苦しんだ部分もあったが、一人一人が真剣に向き合い、分科会の成功を本気で考えて
動いたからこそ、最後には良い議論ができたのではないかと思う。議論する中で環境と開発に直接関
わるものだけでなく、経済や政治のことまで日中間の考え方の共通点や相違点の数々を発見すること
ができた。 
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 今日までこの分科会を共に創りあげてくれた分科会メンバーには、心から感謝している「日中友好」
という想いを共有するこのかけがえのない友情が、この先もずっと続くこと、そして日中友好を実現
する同志として切磋琢磨し合いながら成長していけることを願っている。 

■事前活動 

◯顔合わせ合宿 
文責：加藤洋一 

5月下旬に行われた日本側の顔合わせ合宿では、分科会メンバーが初めて実際に会って軽い自己紹介
とアイスブレークを行なった。日本側メンバーは他の3名が東京から遠方に滞在していたこともあ
り、この回では分科会メンバー2名しか集まらなかったが、中国側分科会リーダーが急遽時間の合間
を縫って駆けつけてくれた。日本側メンバー内での当時の話し合いでは、環境と開発というトピック
を議論していくために、まずなぜそもそも環境を守る必要があるのか、そしてなぜ開発を進めていく
必要があるのかをそれぞれのメンバーが共有した。そこから本会議でどのような議論を進めていきた
いかについても少し話し合った。その後、中国側リーダーを介してその他3名の中国側メンバーとテ
レビ電話をし、両国側の顔合わせを行うことができた。テレビ電話では、中国側メンバーと議論した
い内容を軽く共有し、その中で彼らが日本に来て知りたいこととして、ごみの分別や原子力発電につ
いてなどが挙げられた。 

  

◯定例ミーティング 
文責：加藤洋一 

 　6月初旬から日本側分科会メンバー内での定期ミーティングを週一で行なった。本会議に向けて
「環境と開発」というとても抽象的で大きなトピックをどう議論していくかをメンバー同士で話し
合った。その結果、週ごとに分けて分科会メンバーが、トピックの範囲内でそれぞれ興味のある分野
についてプレゼンし、そこから中国がメンバーと議論できそうなものをピックアップしようというこ
とになった。 

第1週では、二人の分科会メンバーがそれぞれ「中国のゴーストタウン」と「日本の震災対策」につ
いてプレゼンを行った。前者の問題に関して共有した知識としては、中国の過剰な都市開発により
ゴーストタウンが都市郊外に点々と存在するようになったため、それを何とかして抑えなければいけ
ないということ、また後者の震災対策に関しては、日本が東日本大震災やその他各地で過去に起こっ
た大地震を教訓に、各市町村によるハザードマップの改善や気象庁が地震の波を素早く感知して情報
を伝達する「臨時情報」というものがあることを共有した。そこから発生する新たな問題について
も、同様にメンバー内で意見を共有した。 
第2週目は、熊本県に滞在している分科会メンバーが「水俣病」についてプレゼンを行った。開発を
重視しすぎたせいで環境や人々の暮らしに害を及ぼしてしまった熊本の化学工場の例を挙げ、環境と
開発をどうバランスよく保っていくべきかをメンバー内で議論した。 

3週目では残りの分科会メンバーがそれぞれ「会社の不正」と「海洋プラスティック問題」について
プレゼンを行った。前者に関しては、環境と開発というトピックを倫理という視点から見ることで、
会社内でなぜ不正が起こるのか、また環境保全と開発をどのように同時に促進させていけるかを議論
することができた。また、海洋プラスチック問題に関しては、水俣病や会社の不正などのケースのよ
うに、環境よりも経済優先に考えてしまっているがために現在の問題が起こっていることを指摘。そ
こから、問題解決のために実際に一人一人が何をしていくべきか、また実際にそれが実現可能かにつ
いてメンバー同士で意見を交換した。 
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   2ヶ月目からはそれぞれのプレゼンで挙げられた問題に対して、考えられる解決策を発表した。分科
会メンバーのうち3名が中間テストを近くに控えていたため、残りの留学中のメンバーで他3名のプレ
ゼン内容の分も役割分担し定期ミーティングに向けて準備した。 

◯中間合宿 
文責：原田千尋 

 中間合宿は6月29日・30日に新大阪ユースホステルにて行われた。中間合宿のメインイベントは勉強
会発表会だった。分科会メンバーが異なる勉強会に参加し、顔合わせ合宿からの1か月間で学んでき
たことを発表し、活発な議論を行った。 

 2日目に設けられた分科会の時間では本会議で扱いたい議題の選定、本会議までの定例ミーティング
の計画作成などを行った。また、日本側参加者が特に強い関心を抱いている「都市開発」について、
メンバーの一人が森ビル株式会社の都市開発モデルについて発表を行った。本来は中間合宿中に
フィールドワークを行う予定だったが、大阪でG20が開催中だったため交通に不便があり、施設も閉
館中だったため断念せざるを得なかった。今回の中間合宿では日本側参加者5名中4名が揃い、初めて
顔を合わせるメンバーも多かったので、親睦を深めるため大阪の有名な串カツやたこ焼きを食べに
行って楽しいひと時を過ごすことができた。 

◯事前学習 
文責：原田千尋 

・FW①広島県広島市安佐南区・安佐北区 

 本会議で議論したトピックの一つに「自然災害」があり、その中で「日本と中国における自然災害
に強いまちづくり」について議論した。本年の日中学生会議開催都市のひとつである広島県に滞在
中、分科会メンバー4名で2014年に広島豪雨災害が発生し甚大な被害を受けた安佐南区・安佐北区を
訪れ、災害から約5年が経過した町の様子を知るため、フィールドワークをおこなった。 

 広島豪雨災害は平成31年間で最悪の大規模災害である。2014年8月20日深夜、115mm/hを超える豪雨
によって地質が脆弱であった安佐南区・安佐北区の山裾地域で、土石流により多くの家屋が被災し、
77名（安佐南区71名・安佐北区6名）の尊い命が失われ、68名（安佐南区54名・安佐北区15名）が負
傷した。また179の家屋が全壊、217の家屋が半壊、189の家屋が一部破損、さらに4100以上の家屋が
浸水被害を受けた。そして16万4000人を超える人が避難生活を強いられた。この豪雨災害の主な原因
は(1)局所的な豪雨(2)風化花崗岩からなる脆弱な地質(3)山裾の都市開発(4)深夜の災害発生(5)住民の土
砂災害に対する認識の低さ(6)市長による避難指示・勧告がなかったこと、であると考えられている。 

 実際に安佐南区を歩いてみると、災害によって大部分の家屋が被害を受けたため、今ある大半の家や
県立住宅が新築で、まだ建設途中のものもあった。巨大な砂防堤防も建設途中だった。途中、地域の
復興交流館モンドラゴンを訪れ、残念ながらその日は代表の方にお会いすることができなかったが、
災害当時の記録や様子がつづられた資料を拝見させて頂いた。そこには災害からの復興の希望とし
て、阪神淡路大震災を経験した神戸市民から広島市民に贈られた「希望の灯り」が展示されていた。
このフィールドワークを通して自然災害の恐ろしさを改めて肌で感じ、自然災害の発生を十分に考慮
していない都市開発によってこのような悲劇が発生してしまったことを考えると、人々の命を守るま
ちづくりをしていく重要性を強く痛感した。また、日本側参加者と中国側参加者の間では自然災害に
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対する危機意識や恐怖心に大きな差があると感じていたが、自然災害を多く経験した日本だからこ
そ、中国や他の国々の自然災害から人々を守るための技術や知識を伝播することも私たちの使命の一
つであると学んだ。 

◯FW② 六本木(東京都) 
文責：浜川薫 

本会議でのテーマの一つである都市計画について学ぶため、日本を代表する都市計画の成功例であ
る東京・六本木地区を訪れた。ここでは、主に森ビル株式会社によって主導されている高層ビルと緑
の共生、環境と開発の両立についての日本の取り組みを学ぶため、実際に六本木地区を歩きながらそ
の様子を視察した。 
　最初に訪れた六本木ヒルズは日本でも富裕層が集まるビルとして非常に有名であるが、環境対
策、防災、社会課題の解決策の集大成としての機能はあまり知られていない。このビルでは、特に首
都圏を始めとする大都市の課題である長時間通勤を解決するため、まるで一つのビルの中に都市が存
在するかのように、多彩な機能が一つのビルにちりばめられている。例えば、地上では周辺住民を含
めた憩いの場としての緑地やお祭りやイベントを開催するためのオープンスペースのほか、地下には
映画館や発電設備、防災備蓄などがあり、ビル内部にはオフィス・住宅・商業施設・美術館・展望台
などが備わっている。これにより、住み、働き、遊ぶという3機能が集約されることで、通勤問題や
防災、大規模緑地などが生み出されている。周辺地域には、六本木ヒルズ以外にもアークヒルズやテ
レビ朝日スタジオ、虎ノ門ヒルズにいたるまで、同様のコンセプトで建てられた施設も多く、実際に
そこを歩きながら、土地利用の様子や、緑地に響き渡るセミの声を肌で感じることが出来た。 
中国側の学生からも、このフィールドワークを通して、まちづくりの取り組みが必ずしも環境破壊
につながるのではなく、環境と開発のバランスをとった発展の形を模索できるかもしれないとの意見
も聞くことができ、日中学生会議の本質の一つでもある互いの国の異なる考え方やアイディアを伝え
ることができた。 

■本会議での議論 
◯オリエンテーション 

文責：原田千尋 
本格的に議論を始める前に、まずこの分科会内における議論のルールと最終的な到達目標を設定し
た。話し合いの上で「持続可能な社会を実現するための解決策の提案」との到達目標を決定したあと
は、日本側と中国側の参加者それぞれが学んできた内容や関心のあるトピックを共有して意見を交換
した。そして「環境と開発」という大きなテーマの中で本会議の議題として相応しいものとして、「エ
ネルギー問題と原子力発電」「自然災害」「都市開発」の3つを選んだ。 

議題⑴：エネルギー問題と原子力発電 

文責：石原立暉  
◯論点①：現代におけるエネルギー問題の共有 
まず、現代社会が直面しているエネルギー問題を共有した。化石燃料の減少、電力需要の増加、二
酸化炭素排出量の増加など、電源・電力に関連するものが多く取り上げられた。 
 化石燃料に関して、石油や天然ガスは50年以内に、ウランや石炭は100~150年で枯渇しうることが分
かった。火力発電に依存した社会から、電源が多角化された社会へ移行することが求められる。電力
需要の増加も問題であり、中国では急激な増加がみられる。日本では急激な増加はみられないもの
の、比較的高水準で微増していることが分かった。電力需要を抑制する一方で、どう需要を満たして
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いくのかも考えなければならない。二酸化炭素排出量についても、電力需要と同じような変化がみら
れる。世界をリードする国として、両国とも早急な対応が求められる。 
問題を共有する段階では、学生間に意見の相違はみられなかった。両国の学生とも、各問題に対し
て危機感を抱いていた。 

◯論点②：解決策としての原子力発電/原子力発電の功罪 
次に、以上のエネルギー問題への解決策として原子力発電が普及してきたことを確認した。日本・
中国における原子力発電の利用状況は、以下の通りである。 
日本において、東日本大震災以前は、原子力が電源の約24%を占めていた。原子力が、化石燃料を
使用しない代替エネルギーであると捉えられていたことは事実である。しかし、2011年以降原子力の
シェアは低下し、現在は4%ほどである。24基もの原子炉が廃炉となり、再稼働に至った原子炉は少
ない。規制の強化と、国民の原子力発電への信頼・理解の低下が表れていると考えられる。 
中国では、原子力発電への期待が依然として大きい。中国側参加者の間でも、原子力発電の普及に
対して肯定的な意見が出た。中国国内での原子力による発電量は、2018年時点で世界第3位である。
原子力発電所は今後さらに普及し、2030年には発電量が世界一となる見込みである。原子力への期待
の大きさを感じることができる。 

以下、原子力発電の功罪を簡単にまとめる。 
メリットとして、電力供給が安定していること、施設面積の点で効率が良いこと、二酸化炭素排出
量が少ないこと、発電コストが低いこと（中国において）があげられた。デメリットとしては、原子
力発電に伴う技術の悪用、放射性物質の持つ環境や生体への潜在的危険、維持コストの高さ（特に日
本において）があげられた。功罪ともに、最後の点が重要である。地震が稀で、かつ国民の反発が比
較的少ない中国では、安全対策や補償のコストが低い。結果、発電コストを低く抑えることができ
る。一方日本では、特に補償のコストが大きく、発電コストが高くなってしまう。火力発電、太陽光
発電、風力発電よりも発電コストが高いことが指摘されている。原子力発電への不信感が影響してい
ると考えられる。 

◯論点③：原子力発電への印象/普及への賛否 
原子力発電の普及状況とその功罪を理解したうえで、原子力発電への印象と両国での将来的な利用
について互いの意見を交換した。出身国の違いを意識せずに議論したが、日本側と中国側で意見の傾
向に違いがあった。それぞれの意見を簡単にまとめる。 
日本側の学生は、原子力発電について否定的であった。特に、日本国内での普及は困難であると意
見が一致した。原子力発電への市民の不信感が拭えない限り、コスト面での利点を活かすことができ
ないと考えた。また、地震が多いという日本の地理的条件を不安視した学生もいた。日本国内での更
なる普及については、中国側の学生も難色を示していた。しかし中国国内での普及については、彼ら
は肯定的であった。中国においてはコスト面での利点が活きるという理由であった。加えて、中国に
おける地震の少なさも理由の一つであった。福島原発における一連の事故を知る学生も、上記の理由
から中国での普及に肯定的であった。 

◯解決策 
解決策①：代替エネルギーの追求（日本側） 
日本国内では原子力発電の普及は難しいと意見がまとまった。しかし、増加する電力需要を無視す
ることはできない。代替エネルギーなしに原子力発電から撤退した場合、火力発電に頼らざるをえな
くなる。つまり、化石燃料の消費が増えてしまう。実際に、天然ガスの輸入量は2011年以降増加し
た。そこで私たちは、原子力発電からの撤退とともに、代替エネルギーの追求が必要であると考え
た。これまで立地対策に利用されていた資金を、太陽光発電や風力発電、潮力発電の研究・開発に回
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すこともできる。これより先は技術的な視点も必要となるため、深入りしなかった。電力需要を抑制
することも忘れてはならない。この議論は、「都市計画」という議題とリンクしてくる。 

解決策②：原子力発電の慎重な普及（中国側） 
日本側・中国側の学生ともに、中国における原子力発電の普及に対しては賛成であった。加えて、
規制を適切に行い慎重に発電量を増やしていくべきであるという考えも一致した。急増する電力需要
を考慮すると、原子力発電からの撤退は考えられないという意見も出ていた。 

◯終わりに 
この議題では、始めにエネルギー問題を共有した。原子力発電をそれらの問題への解決策として捉
え、原子力への印象や将来的な展開について議論した。日本側・中国側の学生ともに、環境を保護す
ることや、資源を後代に残していくことに前向きである。しかし、その方法に違いが生じうることが
クリアになった議題であった。 

■議論の帰結 
文責：石原立暉 

　持続可能な社会を考えるにあたって、エネルギー問題は外せない分野であると意見が一致した。既
存の問題を共有することから始め、特に電源への関心が強いことが分かった。次に、いくつかの問題
に対して私達なりの解決策を提示しようと試みた。しかし、技術への知識不足ゆえに議論が進まな
かった。そこで、すでに打たれている解決策について、それぞれの学生が持つ印象や意見を交換する
ことにした。意見を交換するなかで、自らの考えを訂正していく学生もいた。特に、日本側参加者の
意見を聞き、原子力の危険性を認めるようになった学生が印象的であった。2010年以前の日本でも見
られた「原子力神話」というメディア・公的機関からの扇動も意識していくと述べていた。互いの意
見の交換・発展こそが、本議題で得られた一つの成果であった。 
　 

議題(2-a)：自然災害と人間の生活（地震） 
文責：張貝 

◯論点①　 
日本・中国間の防災訓練の違い 

　日本と中国の学校における防災訓練を比較した結果、日本には効率的に避難する方法を学生たちに
教育する、より完成された訓練システムがあることが分かった。しかし、中国の学校は防災にあまり
注意を払っていないようで、その一つの理由としては、地理的な位置の影響で地震があまり起きない
ことが考えられる。中国の学校の生徒たちは、この訓練を遊びの時間と捉え、真剣に受け止めていな
いため、災害時に正しく行動できる可能性は低い。一方日本の教師は、地震対策を生徒にとって重要
な教訓と考えており、短時間で安全な場所に避難する方法を生徒全員に徹底させている。家族、学
校、政府間の緊密な協力により、このような防災教育を可能にしている。 

◯論点② 
組織間の連携の不十分さ 

　四川での地震の際、中国政府は海外に対して支援を早急に求めなかった。従って海外からの支援が
遅れ、死傷者が増えることになった。 
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　一方で、組織間の連携の不足が適切な支援の妨げとなった例もある。日本において、企業の輸送網
は十分に発達し、有事の際も利用することができる。しかし、地方機関からの具体的な支援要請がな
ければ、有効に活用することはできない。食料や水を必要としている避難所に過剰な量のオムツが届
くというケースも見られた。 

◯解決策 

解決策① 
　中国国内では、各学校の生徒数が膨大である場合が多く、自然災害の際に早急に避難することが難
しいと考えられる。有事の際に効率よく避難できるようにすべきである。中国における不十分な災害
訓練を考慮すると、以下の解決策が考えられる。まず、訓練に関して一定の規定・ルールを設けるこ
と。規定に沿わず、訓練に対して不真面目な学生・教師に対して罰を与えるような仕組みも考えう
る。自然災害への意識を高めるとともに、有事の際の被害軽減にもつながるはずである。 

解決策② 
　政府と地方団体、個人間での連携不足を考慮すると、連携を強化し、より円滑に支援を行うことが
重要である。地方政府は管轄地域の詳細な地理情報を知っているだろう。また即時の情報は共有し、
容易にアクセス出来るようにすべきである。地方政府は、被災者たちが欲しているものを提示し、同
時に私企業は円滑な供給のために最善を尽くすべきである。このように、政府や企業はチームとして
働き、より良い支援を提供することができるだろう。 

■議論の帰結 
文責：張貝 

　私たちが議論した内容の中で特に興味深かったのは、中国と日本が防災教育や震災訓練に関して違
うアプローチの仕方をしているということだ。この違いが生まれる理由としては、日本が地震大国で
あることが挙げられると思う。地震が頻繁に起こりやすいために、防災に関する教育に対して重きを
置く必要があると考えているのではないかと感じた。しかし、比較的に自然災害が少ない中国でも学
校での防災教育を実施する必要性は十分にあると思う。なぜなら、防災訓練を行うことで、もし緊急
事態が起こった際でも、短い時間の中で慌てずに自分たちの命を守るための術を理解することができ
るからだ。また、日本では「自分の命は自分で守る」と教わるが、中国とはこの点で違いがあること
も議論の中で分かった。このように防災対策に関する両国の違いを見ることによって、中国が日本か
ら学べることが多くあると気づいた。 
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写真：奈良での分科会議論風景 

議題(2-b)：自然災害と人間の生活（豪雨・洪水） 

文責：張貝 

◯論点① 

　ここでは洪水について取り上げる。会議中、私たちは洪水の原因について議論した。その結果、気
候変動と地球温暖化が豪雨増加の主な原因であることが分かった。一方で、人的要因も大きな役割を
果たしており、森林伐採、水路占有、植生破壊、埋立などにより生態系が大きく損なわれる可能性が
ある。森林は土壌の表面構造を変え、降雨を蓄える役割があることで知られているが、一方で我々人
間は森林伐採をすることで、土砂崩れなどの二次災害をより引き起こしている。 

◯論点② 

　急速な都市開発は洪水にもつながりうるが、これは新規建設の増加により、水田や森林、河川が減
少しているためと考えられる。その結果、土壌に吸収される水は少なくなり、雨水が地面にとどまり
やすくなる。最近では、国民の関心は経済の活性化に集まり、環境への悪影響は無視される傾向にあ
る。 

　洪水が人の生活に甚大な影響を及ぼす例が2つ出た。一つは1998年に中国の長江で起こった洪水
で、29の省で2億2300万人が被災し、合計1666億元の経済的損失があった。もう一つは2018年の広島
の洪水で、水田の90%が被災し、水路が破壊された。この2つの例から、洪水が人間、農業、都市の
インフラなどにもたらす負の影響がはっきりとわかる。 
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◯解決策 

解決策① 防災教育 

　1つ目の解決策として、防災教育の質の向上を提案する。これまでの議論やリサーチから、人々の
災害への知識が乏しいため災害時に適切な行動が取れていないことがわかった。そのため質の高い防
災教育を徹底し、災害時に適切な行動がとれるよう、そして自分の命を自分で守ることができるよう
にしていくことが必要である。その方法として、例えば地域でワークショップや避難訓練、炊き出し
を行うことが挙げられるが、これは地域における「つながり」の強化にも有効であり、いざという時
に助け合える関係性を日頃から築くことが非常に重要であると考える。その他の例としては、学校や
職場に講師を招いたり、家庭で防災教育を行えるような資料を提供したり、更には災害発生時に適切
な情報を素早く拡散するためのより良い仕組み作りがある。 

解決策② 
植樹したり、農地を湖に変えるなどの環境の再編は大切で、洪水調節において効率のいい方法であ
る。一方で、排水装置は洪水を扱う上で、能率的な方法と考えるべきであり、政府は都市計画により
力を入れ、排水装備を十分にする必要がある。 

■議論の帰結 
文責：張貝 

自然災害が発生する原因は、人間がコントロールすることのできない自然の脅威である反面、人間の
生活が生態系を悪化させたことで起こったものでもある。地震や洪水の例からもわかるように、自然
災害は巨大な損失を引き起こすが、人々が適切な知識をもって予防し対処するならば、その損失を抑
えることができる。そしてそれは、防災教育によって達成可能であると考えている。一方で、人々の
命と暮らしを守るため、政府や企業は正しい都市開発計画を進める責任がある。 

議題(3)：都市開発 

文責：浜川薫 
◯論点① 人口集中問題 
　最初に、都市開発はどのような都市の課題を解決するためにあるのか？という問いをたてた。それ
に対して、大きな課題の一つに人口問題、特に大都市への人口一極集中問題があげられた。現状とし
て、東京や上海等の人口が増え続けていることで、他地域の発展を阻害してしまっていることや、生
活コストの増加、人口あたりの住宅面積、交通渋滞等の問題が起こっているという指摘があった。 

◯論点② 社会的な繋がり 
　二つ目に、都市の課題として社会階層やコミュニティグループなどの分断が起こっているのではな
いかという問題を取り上げた。これは少数民族と主民族、富裕層と貧困層、外国人と現地人、若者と
高齢者といった属性間で分断が起こっているのではないかと提起があった。例えば中国では、現状と
して90％の漢民族とその他（約56民族）の少数民族が共存しており、中国政府は少数民族と漢民族と
の間の不公平を埋めるため、少数民族への優遇措置などの政策を打ち出している。他にも日本の外国
人には、言語の壁や文化や習慣の違いにより、外国人と日本人の間に溝があることも指摘されてい
る。 
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◯論点③ 交通問題 
　こちらは時間の関係上あまり深く議論がなされなかった。その理由として、災害時の避難や交通渋
滞等の問題が他のトピックで扱われており、ここで深く分けて議論をするのは不適切だと考えたため
である。 

◯解決策 

解決策① 都市を整理しながら人口集中をすすめる（日本側） 

　そもそも、人の自由な移動に逆らった地方創生の動きが真に持続可であるのかや、人がより良い仕
事や生活環境を求めて移住することは自由な権利であるという立場から、人口集中を是正させるべき
ではないという意見が出た。 
　日本側の学生からは人口集中によって起こる問題は、人口拡散ではなく人口を集中させながらも解
決できる可能性があるという考え方があった。これは、六本木でのフィールドワークを踏まえ、日本
に多い一軒家などが密集した高密度低層地域を低密度超高層地域に再開発させていくことが解決策の
一つになるのではないかと考えた。というのは、人口集中により、効率的なエネルギー利用や高品質
なインフラを享受できると考えたからである。今までの低層地域を広げていくまちづくりではなく、
複合型超高層ビルを再開発することで、緑地の創造、職住近接による通勤時間の減少などが達成でき
ると考えたからである。 
　 

解決策② 戸籍制度により人口流入を制限する（中国側） 

　これは現在の中国でも行われている制度であり、大きく農村戸籍と都市戸籍に分けられる。これに
より、比較的貧しい農村戸籍の人間は大都市等に移住することが制限されている。中国側からは、こ
の制度により、中国は全土で北京・上海・深圳などをはじめとする大都市が多く存在し、国土の均衡
ある発展に寄与していると評価する声があった。 
　また、人口が分散することで、都市機能も分散され、万が一の緊急事態が起こっても首都機能が壊
滅しないというリスクの分散にもつながる。地方創生にもつながり、より多くの人が発展を実感でき
るという肯定意見が出た。 

◯終わりに 
この議論は最終発表の数日前になされた議論であったため、時間的な制限もあり、全ての論点を深
く検討することが難しかった。特に論点２の社会の分断については解決策まで検討することができな
かった。しかしながら、論点１を深く掘ったことで、日本と中国の視点の違いを明らかにすることが
出来た。 

■議論の帰結 
文責：浜川薫 

最後の解決策の部分にも現れている通り、日本側と中国側の学生で意見の相違があった。中国側と
しては、人口集中を解決すべき課題として位置づけ、解決策として戸籍制度をあげた。しかし、日本
側からは個人の権利を捻じ曲げるような戸籍制度に賛同することが難しかった。これに対して、中国
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側は個人単位で見ると確かにデメリットが多いように見えるが、国全体という視点で見ると、このよ
うな制度の方が上手く機能するのではないかという反論もあった。 
このようなある種予想外の反論は、日本側の学生が普段あまり考えたこともなかった中国側の考え
方の違いが垣間見え、まさに日中学生会議の意義でもある異なる意見への理解が深まった瞬間でも
あったように感じた。 

 

写真：東京 最終報告会の様子 

■総括 

文責：石原立暉 
本会議を終えて1つ1つの記憶を辿ると、長い日程であったということを再認識する。しかし議論に
身を置いていた当時は、1日が短く感じられた。いかに議論に熱中していたのか、その熱を感じるこ
とができる。本会議への準備にあたる事前会議（オンラインミーティング）の段階から、環境に関連
する社会問題を分析し、それらの原因と解決策を見出そうとしてきた。本会議においても、多くの
日々をそのように費やしてきた。しかし、技術への理解不足から、目新しい解決策に至ることができ
なかった。環境への意識の向上、環境教育の拡充など、具体性を欠くものがほとんどであった。今後
の学習の余白である。そこで、日々の会議の方向性を変えることにした。あるメンバーの「日中学生
会議の本来の目的は、日本と中国の学生がお互いの意見を交換することである」という発言がきっか
けであった。それ以降、自らの経験や価値観、得てきた知識をもとに意見を述べ合うことにした。環
境の保護は誰もが賛同するものであり、方向性は一致することがほとんどであった。しかし、その方
法にはメンバー間で考えが一致しない部分もあった。意見が対立した際、それぞれのアイデアの裏に
あるものを理解しようと深く議論した。意見の交換の後に考えの訂正・発展があったことは、本分科
会が得た1つの成果であると私たちは考えている。学生会議に参加するにあたって、中国の方への偏
見をなくす、中国に友達をつくるという目標を定めていた学生も多かった。これらの目標も、各議題
について議論をするなかで達成できたと考えている。 
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最後に、今回の会議は、あくまで日中友好の端緒であると私たちは考えている。両国の学生とも、
この考え方を共有している。両国の関係も、抱える問題も、環境への意識も変わっていくものであ
る。その都度議論を重ねていくことが大事であると強く学んだ。今回築いた関係を維持していくこと
は、そのような機会のきっかけとなりうる。それぞれのメンバーが世界に散らばってゆく本分科会で
あるが、交流の機会を適宜設けていきたい。 
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◆マイノリティー分科会 

分科会メンバー：翁羽翔・桐山和歌子・劉紫薇・斎藤達己 

 

■はじめに 
文責：翁羽翔 

はじめに、マイノリティー分科会は日本側のリーダーである翁羽翔、斎藤達己、桐山和歌子、劉紫
薇、そして中国側の�尔嫣、沈丹5、2斯方、	桂旗の8人で活動を行った。最初に結果から言え
ば、私はこの8人が最高のメンバーだったと会議が終わった後も感じている。その理由は終わりの方
に書かせていただくが、この8人が各々の個性を出した事によって、最終日の発表は成功することが
でき、最高の三週間を迎えることができた。しかしそんな私たちでも多くの問題に葛藤し、会議中は
喧々諤々の議論を行っていた。その様子を初めの方に記しておきたい。 
マイノリティーと聞くと、みなさんはどのようなことを思い浮かべるだろうか？多くの人は採用面
接の際、LGBTQと答える人が多かった。確かにそれも正解だが、しかしそれだけではもちろんな
い。性的マイノリティーを一つ取ってもアファーマティブ・アクションという制度面から見るので
は、全く違う面から考えることも可能であるからである。その他にも民族的マイノリティー、政治的
マイノリティーなど多くの集団が対象として考えられ、私達はどの時間軸、空間軸のマイノリティー
を選別して発表するのかに焦点を置いて、熟慮した。 
そして発表対象を選別した後も、どのような方法がそのマイノリティーの現状を最大限に表現出来
るかを考えて発表した。以下に書かせて頂くことは、私達がどのように考えて来たのか、最終目的で
あるコンテンツを発表するまでのプロセスを未熟ながら私達日本側の4人で記したものである。 
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■内容 

○顔合わせ合宿 
文責：斎藤達己 

本分科会では顔合わせ合宿で分科会の大まかな方向性を決めた。本会議までには毎週1回1時間程度
の電話会議を行うことを決定した。電話会議はマイノリティに関する問題の訴求と知識のインプット
と位置づけて、一人15分程度の発表を行った。主なテーマは、民族問題・アファーマティブ・アク
ションの是非・日本における外国人の生活実態・女性の活躍と社会問題などであった。 

○定例ミーティング 
文責：翁羽翔 

　私達は顔合わせ合宿で決めた通り、週1回の電話会議を行った。週1回の発表を行う目的として、5
月から8月の間はインプット期間として出来るだけ多くの知識を詰め込む事、そして8月から始まる本
会議は今まで吸収して来た知識をアウトプットすることを目標とした。発表は以下の通りである。 
①アファーマティブ・アクションの歴史 
②日本に住む外国人の生活実態 
③性的マイノリティー 
④外国人労働者の実態 
⑤中国の少数民族 
⑥女性の社会進出 
⑦日本における外国人の生活空間 
⑧世界にいる少数民族と紛争 
その他：ディスカッション、フィールドワーク先の検討、中国側との挨拶、質疑応答など 
をやり遂げたことで、実際の本会議ではスムーズに議論を進めることができた。 

○中間合宿　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：桐山和歌子 

　　　 
　中間合宿では、分科会とは違った勉強会と呼ばれるグループに分かれ、それぞれの興味がある分野
の勉強会ごとに分科会を超えて調査し、発表を行った。質疑応答時間では、制限時間を超えてしまう
程に多くのメンバーが積極的に質問を投げかけていたことが印象的であった。そして、上田貴子教授
にお越しいただき、華僑について講演して頂いた。これまでは、メンバー同士での議論や調査に止
まっていたが、実際に研究をされている教授の方々より学ぶことで、日本に住む中国人の方々の歴史
についてさらに学びが深まった。その他には、分科会としてこれから活動していく上でのルールを決
定し、はじめに決めた何か問題があった場合は、選択肢として多数決を取り、特別な事情を除き、基
本的には多数の意見を尊重するという方針で決定した。このルールは、中間合宿以降の本会議で何度
も遂行される場面があり、団体行動の上で皆が気持ちよく過ごすための大きな鍵となった。 

○本会議 

文責：劉紫薇 

　本会議では日中双方が興味を持っているマイノリティに関するテーマを一つ一つ話し合い、その中
で中国側が提起した障害者という中国ではなかなか日常生活で遠い存在であり、注目されていない存
在を、日本の現状と比較しながら、障害者についてもっと知って欲しい、もっと関心を持って欲しい
という思いから、障害者というテーマを取り上げ、本会議で調査やフィールドワークなどを通じて
色々と調べた。 
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・発表について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
文責：劉紫薇 

本会議での最終発表で、日中の障害者の現状や問題について紹介し、その後フィールドワークで取材
した内容をまとめたビデオを公開する形で3週間の成果を発表した。 
前半部分の紹介は以下の通りである。 
①障害者の人数 
②障害の分類 
③障害の程度分け 
④障害別の割合 
⑤日中における障害者や障害者雇用の問題 
　日本では937万人の障害者が存在しており、人口全体の約7％を占めている。中国ではこの数字は
8502万人であり、全体の約6％を占める。日本では、障害者を4つに分類している。はじめに、身体障
害、知的障害、精神障害、発達障害の4つに分類される。身体障害はその中でも、4つに細分化され、
視覚、聴覚、言語、肢体、心臓や内臓などの内部に分類される。中国では、障害者が身体、知的、精
神と大きく3つに分類され、身体という枠の下でさらに視覚と聴覚、そして言語と肢体に分けられて
いる。 
　また、日本と中国は障害者の中でも障害の重さによって級が分かれており、障害者の等級は7つに
分類される。数字が上がるにつれて、障害が重いと判断される。そしてそれぞれを、重度（１～
２）、中度（３～４）、軽度（５～７）で分類することも可能だ。割合の中でも重度と中度が非常に
大きな割合を占めている。中国では障害の程度を重度と中軽度に分け、障害の程度が重いほど人数が
少ない。日本における障害者のなかで、もっとも多いのは精神障害であり、年々増加傾向にある。そ
れに対して中国では、身体障害が全体の約9割を占めている。 
　次に日本と中国における障害者の支援上の問題について紹介する。日本では、精神障害者と身体障
害者でほとんどを占めている。しかし、精神障害者は年々増加しており、復職などの大きな問題が未
だに残っている。一方で身体障害者は、医療の発達により、障害ではなくなるといったケースもあ
る。日本では精神障害が身体障害の次で42％を占めているのに対し、中国では精神障害は7％しか占
めていない。その原因を探ると、中国では精神障害だと判定する標準が高く設置され、精神障害にか
かっていても認定されないことも多くあり、認定のハードルが高いということが直接的に統計の比率
に影響しているのと、人々の精神障害への認識がまだまだ足りていないというのも原因の一つだと考
えられる。 
　最後は法律の実施上の問題についてである。中国の法律の実施状況を見てみると、法律上では障害
者雇用について事業主に義務付けているが、現実では「挂靠」という形態、つまり障害者の方を雇用
はするが、その雇用者を職員名簿に載せることと低額な給料を支給することに止まり、実質的な仕事
に参加させないといった形態で、障害者雇用率に満たせなかったら発生する納付金を避けるため表面
上政策に従い、実質的には障害者の雇用を確実に実施していないことを、「上に政策があり、下に対
策がある」という。中国の障害者雇用法の現状が相当問題があると考える。一方で日本では昨年社会
問題になった、中央官庁による障害者雇用水増し問題があった。日本では、障害者雇用促進法によ
り、一定規模の会社は2.5％の障害者雇用をしなくてはいけないと制定されているが、実際には、基
準を大きく下回る数の障害者雇用がされており、メガネをかけているだけで視力障害者として扱われ
るなど、統計上の詐称が行なわれていた。大部分の官公庁では障害者雇用数が0パーセント台と、本
来であればモデルとなるべきであるにも関わらず不正が行われていたということで大きく信頼が揺ら
いだ。 
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○フィールドワーク 

　　　  

写真：埼玉県蕨市にある外国人が多く居住する団地 

7月18日実施　川口芝園団地フィールドワークにて 

文責：斎藤達己 

【フィールドワークの目的】 

　川口芝園団地は外国人が集中的に居住している団地である。マイノリティ分科会として、日本国内
に暮らす外国人をマイノリティと定義づけて、彼らが日本でどの様な生活をし、どのような障害を感
じているのかを調査するためにフィールドワークを行った。また、フィールドワーク時には芝園かけ
はしプロジェクトの丸山さんが団地内をガイドしてくださり、実際の風景を見ながら約1時間半に
渡ってお話を聞かせてくれた。 

【川口芝園団地の概要】 

川口芝園団地とは埼玉県川口市芝園地区にある団地の名称である。そこでは約5,000人の入居者の
うち、半数を超える入居者が外国人である。なお、外国人の比率の9割超を中国人が占めている。そ
のため、この団地は日本における外国人の集団居住の例として先進的であるとして、有名な場となっ
ている。 

　芝園団地はURによって運営されているため外国人の入居を拒否しておらず、主に中国から来日し
たファミリー層に人気である。人気の理由として以下の3点が考えられる。1．都心まで近い（電車で
40分程度）　2．口コミ・ネットワークによる情報が充実している　3．家賃が東京に比べて安い　な
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どの理由が考えられる。団地内の中国人の人口は増加傾向にあるが、入れ替わりが早く、子供が小学
校に上がる頃の年齢で帰国する家庭が多いと言われている。 

【芝園団地の抱える問題】 

　芝園団地の問題として第一に日本人の生活習慣と外国人の生活習慣の違いから起こるトラブルがあ
る。主に外国人がゴミ出しの際に分別や場所、曜日の指定を守らないなどの問題が多いという。加え
て外国人の子供が生活の中で出す足音や声が日本人の住民にとってストレスになっている。壁や床が
薄いという構造上の問題に加えて、日本人の居住者は高齢者が多く、一方的に迷惑を被っていると感
じている傾向がある。 

　以前は今に増して日本人と外国人の対立が激しかった。例えば、共用スペースのベンチに外国人を
中傷するような書き込みがされるなどの明らかな対立があった。現在は下記の自治会や学生団体によ
る活動によって外国人と日本人の間の交流が進み、関係の改善が進んでいる。 

 

 

写真：学生団体と地域住民の共同制作 

【自治会・学生団体による活動】 

　芝園団地では団地の管理を行う自治会と、学生団体「芝園かけはしプロジェクト」（2015年設立）
によって交流イベントの開催や、団地でのルールの周知活動が行われている。最近では日本人住民も
外国人住民も楽しめるようなクラフト系イベントや実験イベント、日本語・中国語教室などを積極的
に開催している。2016年の段階では1年間で累計750人のイベント参加者がいたものの、日本人は関心
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のある人しか参加しておらず、団地全体としての交流とはなっていなかった。特に日本人住民は高齢
者の占める割合が大きいこともあって参加者の偏りが大きい。ただ、外国人住民の子供が好みそうな
イベントや、双方の文化に関するイベントはニーズが高いと見られている。また、自治会及び芝園か
けはしプロジェクトでは以上のような交流イベントだけでなく、3ヶ国語（日本語・英語・中国語）
で書かれたポスターやガイドを作成するなど、住民が安心して暮らせるような設備を整えている。 

【フィールドワークから得た考察】 

　川口芝園団地へのフィールドワークを通して、実際の生活空間で外国人と日本人がどのように共存
しているかを知ることができた。私が事前に想定していたのは日本人と外国人が交わって共存する空
間だったが、実際には日本人の生活空間と外国人の生活空間は交わっておらず、その新たな交流機会
を作るために自治会や学生団体が奮闘しているという現状だった。これから、日本に外国人居住者が
増えると想定されているため、このような先例から学び、日本人、外国人双方にとって住みやすい街
づくりが必要だと考えられる。 

  

 

 

写真：8月16日実施　日中学生会議7期OB　鈴木章博さんへのインタビュー 
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【フィールドワークの目的】 

　主に身体・精神障害者の雇用の現状を知ることを目的として鈴木さんにインタビューを行った。鈴
木さん自身が過去にうつ病を発症し、精神障害者として就職活動を行った経験があり、その経験から
も障害者の雇用や生活実態に関する生の声を聞くことができた。 

【リクルートオフィスサポートについて】 

文責：斎藤達己 

リクルートオフィスサポートは、株式会社リクルートグループの特例子会社である。　　
Care&Fairを会社のポリシーとして掲げ、障害者に対してもケア（設備や制度の拡充）があればフェア
（平等）に働けるとして、一般社員と同等の戦力と見ている。このような考えは株式会社リクルート
のグループ企業だからこそできると考えられる。課長職の半分が障害を持っている人であり、同様に
障害者が部長職にも就いていたりと、社内は障害の有無と職位は関係がない環境となっている。 

  

【障害者雇用の現状】 

障害者の雇用は障害者雇用促進法によって義務付けられている。現在、民間企業の場合は常用雇用
者に対して2.3％の割合で障害者を雇用しなくてはならないと定められている。また、ここでは障害者
の定義を「障害者手帳を持つ者」としているため、障害があることは明らかでも手帳を交付されてい
ない場合は障害者とみなされない。 

障害者の雇用率が上記に満たない場合、企業は納付金を支払う義務がある。ただし、納付金を支払
うことで雇用の義務が免除されるわけではない。支払われた納付金は、規定の比率より多くの障害者
を雇用している企業への助成金として活用されており、受領した企業の設備の改善などに当てられて
いる。なお、この規則および納付金の支払いは努力義務ではなく、対象となる企業全ての義務であ
る。 

実際に、障害者雇用義務のある企業（常用雇用者が43名以上在籍）は日本に10万社以上あると言わ
れているが、その中で法定雇用率の2.3％の雇用率を達成している企業は46％程度である。ただし、常
用雇用者5000人以上の企業では、ほとんどの企業が法定雇用率を達成している。一方で、問題は中小
企業にあり、常用雇用者100人未満の企業では雇用率の達成が低い状態が続いている。 

　雇用率が低い理由として以下の2つが挙げられる。 

１．環境面　障害者でも働きやすいような設備・制度を揃えていない。 

２．小企業での作業分担　一般的には小企業では仕事の分担が曖昧であるため、一人ひとりの責
任・業務範囲が明確に分けられていない。そのため、障害者に出来る仕事が限られてくる。
大企業では仕事が細分化されるため、障害者にとって働きやすい簡易定形型の仕事が安定
的にある。 

  

【障害者雇用の改善】 
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近年では精神障害者の新規雇用率が伸びている。その原因は、いままで働けていなかった精神障害
者が多かったため、改善の余地が大きいということに加え、12年前から精神障害者も雇用促進法の対
象となり、精神障害者を雇用することでも障害者の採用数を確保できるようになったからと考えられ
ている。 

ただし、今まで身体障害者・知的障害者の雇用に関するノウハウはあったが、精神障害者の雇用に
関するノウハウは充実していない。ただ、精神障害者は特別な施設が不要で、労働環境を変えたり、
短時間勤務などの制度を整えることで受け入れることができるため、施設などへの投資が難しい企業
にとっては雇用するハードルは高くないといえる。 

一方で、障害者雇用の問題として、大都市圏に企業が集中してしまうことが挙げられる。実際に特
例子会社の90％が東京にあるため、地方に住んでいる障害者の働ける場所が少ない。それ故、地方に
住んでいる障害者は公務員・福祉施設での就労が一般的になっている。この問題に対してリクルート
オフィスサポートでは地方（現状では北海道と沖縄の2地区）でのテレワーク業務を進めており、こ
の取り組みによって障害者の新しい働き方が作られている。　 

精神障害者の雇用に関する課題として、精神障害者は、障害者であることが目に見えず、正確な人
口が測られていないということが挙げられる。加えて、精神障害者は雇用されても離職率が高いとい
う問題もあり、平均的に1年で1/2が離職し、3年で2/3が離職する。さらに、雇用主・企業との良好な
関係を保つことが健常者と比べて難しく、受け入れる企業は関係構築のため、雇用される障害者個人
についても深い理解と対話が求められる。 

総括して、精神障害者にとって働きやすい職場の環境を作ることで健常者にとっても働きやすい環
境が作れると考えられる。具体的には短時間勤務やテレワーク・業務内容の分割などが考えられる。
これらを達成することで子育てや介護で労働の場所や時間に制限のある人でも働きやすいダイバーシ
ティ企業を作ることが出来るといえる。 

【フィールドワークから得た考察】 

　鈴木さんへのインタビューを通して、障害者雇用の全体像を理解することができた。特に日本の企
業の大部分を占める中小企業における障害者雇用が進んでいないという点に関しては、分科会一同み
な危機感を持った。また、リクルートオフィスサポートでの事例から、障害者にとって働きやすい環
境の一例を知ることができ、取り組みの良い部分をこれからの雇用の改善につなげていければと感じ
た。 
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写真：公益社団法人 日本中国友好協会会長(元中国大使)　丹羽宇一朗様 

   7月23日実施　都内事務所にて 

文責：翁羽翔 

【フィールドワークの概要】 

　民間初の中国大使を勤められ、伊藤忠の元会長でもある丹羽様を訪問し、中国に対する知見を深め
た。 

　教育分科会の中村優佳、マイノリティー分科会の翁、桐山、斎藤の4人で訪れ、主に以下の質問を
行った。 

①日中を様々な視点からご覧になっていると存じ上げるが、中国人を相手にするときならではの交渉
術などはあるか？日常の中国人との会話などで気を付けていることはあるか？（中村） 

②丹羽先生が著書で主張されていた中国の連邦制を実行するために必要な要素、中国の変わるべき点
は？（斎藤） 

③昨今の米中関係において日本はどのような立場であるべきか？（桐山） 

④日中関係のボトルネックとなっている靖国問題についてどのように考えていますか？（翁） 
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それぞれの質問に対して、真剣に答えてくださり、学生である私達にとって、とても学びの深い時間
を送ることができた。 

 

写真：NPO法人重度身体障害者と共に歩む会　理事長北村叔子様 

8月15日実施「重度身体障害者と共に歩む会」にて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
文責：劉紫薇 

　 
　8月15日、横浜市戸塚区にある「重度身体障害者と共に歩む会」歩む会グループホームを訪問し
た。特定非営利活動法人重度身体障害者と共に歩む会の理事長北村叔子様と、障害者の方三名と看護
師さん、そして障害者のご家族の方2名にお話を伺ってきた。 
　その中で理事長北村さんによると、障害者の生活保障や支援が比較的に進んでいる日本において
も、政府の福祉予算の分配での問題があると話し、自分が創り上げたこのグループハウスなどの民間
組織においても、専門職との連携が大きな課題となっていると打ち明けた。 
　また、その後3名の障害者の方々に話を伺った。障害にかかった当時、自分のことを「欠陥品」だ
と思うこともあったが、リハビリをしていく中で、大変であったけど自分の生き甲斐を見つけたと話
されておられた。そして今は自分の趣味を生きることの支えとし、強く生きていこうとしている。今
でもほとんど話すことができなく、動くこともできないにもかかわらず、前向きな姿で積極的に生き
ていることに私達は感動させられた。その一方、このように自分から話をし、人と会うことができる
障害者は、この施設では3人しかいない。重度障害者の方々の世界や彼たちがどれほどの苦痛や困難
を抱えているのかが、私たち健全者の、なかなか想像の及ばない範囲であると考える。 
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　今回のフィールドワークを通じて、障害者という存在は、ほかのマイノリティーと同じように、知
られてはいるが、彼たちの本当の生活や抱えている問題についてはよく知られていない部分が非常に
多いと考えた。私たちは最初「もっと知って欲しい」「もっと注目して欲しい」という問題意識から、
生の声を聞きに、そして現実を自分の目で見に行きに「重度身体障害者と共に歩む会」を訪ね、生の
声をまとめた上で伝えることの大切さをより一層感じたのである。 

写真：NPOちば特別支援教育理事長　奥村兼弘様　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8月20日実施　千葉市養護教育センターにて 

文責：桐山和歌子 

【フィールドワークの目的】 

障がい者の方々のおかれている状況について調査するために、様々な角度から当事者の声を聞きたい
と考えていた。日本では特別支援学級や特別支援学校等があり、小学生の際には特別支援学級の児童
と共に、委員会の仕事や授業を共に受けるなどを経験をした。しかし、中国側の学生に、特別支援学
級の有無について議論したところ、特別支援学校や盲学校は存在するが、特別支援学級については未
だ導入されていないことが分かり、中国側にも日本の障がい者児童が置かれている現状について、ど
れぐらいの相違点や共通点があるかについて、当事者の声を聞き、問題点を知りたいと考え日本にお
ける障がい者児童の教育についてインタビューするためにお話を伺った。 
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【フィールドワーク概要】 

今回は、養護施設センターに訪問しお話を伺った。養護施設センターでは、学校支援、そして児童・
生徒、保護者への支援として教育相談を行っている。そのため、館内には児童が使用するプレイルー
ムや知能テストを行う部屋等が用意されており、その他にも教員や保護者向けに、障がい者児童に関
する本が多数置かれている図書館などが設営されていた。 

写真：養護教育センター内に設置されている図書館の様子 

奥村さんは特別支援学級の教員を務められた後、学校長や教育委員会を歴任。その後退職され、現在
は養護教育センターで臨時職員として様々な学校から寄せられる相談への適切なアドバイスをご経験
に基づき行われている。 

奥村さんに現在の日本の教育の問題についてお聞きしたところ、ニュースでも度々取り上げられてい
るように、全国学力テスト等の平均を各都道府県ごとに算出し、点数重視で学校は評価されている。
しかし、学力だけが学校を評価できるポイントであるだろうか。障がいを持った子供たちも一緒に学
ぶ場では、学力だけでなく、個性を伸ばすことなど幅広い評価基準を学校側に設けることは、障がい
を持つ児童がより高い水準の教育を受けられるようになる一つの鍵であると仰っていた。 
また、その他にも、年々教員の人数減少により、教員一人あたりの責任が大きくなり労働環境が必ず
しも良い状況とは言えない。日本は世界に比べて教育への予算がOECDの中で最下位から2番目と予
算が圧倒的に少ない。障がい者児童を含めた全ての子供達によりより教育を受けることができるよう
になるために、日本にはまだまだ課題が多く残されている。 

中国の障がい者学級について奥村さんは、今は目に見えて実績が出ている訳ではないのかもしれない
が、必ず中国の中でも独自に取り組まれている方々が必ずいる。障がい者の児童がより自分らしく成
長できるような教育を受けられるように、誰かが見えないところで尽力されていると仰っていた。社
会の中でより自分らしく生きることができるように、障がいに関する偏見を無くすということが大変
重要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日中間において、障が
いを持っている子供達がお互いの文化に触れ合い交流できる機会がさらに増えて、教員の方々もお互
いの特別支援教育について意見交換をさらにすることができる。そんな未来がいつか来ると信じてい
る。 

76



【フィールドワーク考察】 

社会でなぜ障がい者児童への偏見が起きているかについて、奥村さんの言葉が今でも印象に残ってい
る。 

「障がいのある子供達でもその子なりに成長できる。障がいを持っているから全てがダメと決め付け
るのではなく、その子が成長できれば社会に溶け込むことができる。それを保護者や社会の人々が知
らないから偏見が残ってしまう」 

障がい者の児童に向けた先生の意識や学校の取り組みも、昔に比べると確実に変化してきたという。
昔では、障がい児童のための学級が存在しなかったり、区別する方向で教育が行われていたり、先生
の中でも偏見を持つ人々も多かった。私が小学生の頃には、障がいのある子供達と同じ校舎で勉強
し、委員会活動を共に行う等が特別ではなく、ほとんどの小学校で行われており、それらは当時は当
たり前だと感じていたが、先生方、そして保護者の方々等多くの方々のご尽力により、今の教育のあ
り方が作られているのだと感じた。障がいを持つということに自らは関係がないと考えている人も多
い。しかし、交通事故や認知症等様々な理由により誰しもが他人事ではない。決して他人事と考えな
いで欲しいと奥村さんも繰り返し仰っていた。全ての人々が自分らしく成長し、生き方を決めること
ができるそんな社会になって欲しいと願っている。 

■まとめ 
文責：翁羽翔 

　以上が私達がマイノリティー分科会として辿って来たプロセスである。私達は障害者に焦点を当
て、如何にしてその人たちの現状を、発表会にいる参加者51人に伝えられるかを試行錯誤した。その
結果プレゼンの大半を動画にする事に決め、私達が取材した障害者の想いを最大限伝えると同時に、
日中の障害者事情を理解してもらう事に主眼を置いた。そうした私達の努力の成果も相まり、マイノ
リティーの発表は事前に各分科会で評判となり、終わった後も大きな注目を浴びた。私自身も37、38
期で行われた発表の中で、一番の成果物ができたと認識している。その一番の成果物を作り上げるこ
とができたのは、やはり冒頭でも触れた7人のマイノリティーのメンバーのお陰である。７人にはこ
の場を借りてリーダとして感謝を伝えたい。一緒に頑張ってくれてありがとう。そしてこの場を作ら
せて頂いた日中学生会議OBOGの皆さま。皆さまの辛酸だった運営と志高い学生会議への想いが無け
れば、日中学生会議は続いてはおらず、私達マイノリティー分科会一同感謝の意を伝えたい。ありが
とうございます。そして最後に学生会議を金銭面で支えて下さった財団の皆さま、フィールドワーク
を快く受けて下さった皆さま、一緒に参加しいてくれた参加者のみんな、本当にありがとうございま
した。 
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◆教育と文化分科会 

分科会メンバー：中村千聖、中村優佳、趙婉言、星田明 

 
写真：文化交流会にて  

  
■はじめに 

文責：中村千聖 
　教育は人の将来に大きな影響を及ぼし得るものである。私たち教育と文化分科会はこのような視点
から、日中両国の抱えている教育問題、特に学校教育に関わる様々な問題について議論した。今期は
日本側メンバー4人、中国側メンバー3人の計7人で分科会の議論を行った。 

　経済発展が進むにつれて人々は教育の重要性に注目するようになり、戦後の日本や中国において教
育こそが将来の展望を定める指標として定められた。進学実績が政治体制も経済においても大きな違
いのある日本と中国ではあるが、学生を取り巻く社会制度は類似点が多くみられる。このような点を
考慮し、学歴社会における全寮制学校、部活動問題について本会議の17日間を通して議論し、私たち
なりの解決策を見出そうと努めた。 
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■事前活動 

○顔合わせ合宿 

文責：中村優佳 

本会議での議論内容とそれに伴ったそれぞれの学習内容の暫定、そしてFW先を決定した。 

議論内容は学歴社会、就学前教育、歴史教科書問題、学校内外教育の4つで、それぞれにについて定
例ミーティング前に学習し、ミーティング内で発表することにした。また、隔週で日中教育に関する
本を読みミーティングにてそれぞれが内容と感想を述べることも決めた。フィールドワークは阿古先
生、天児先生にインタビューを行うことを決定した。また、1日目の夜に中国側とWeChatを通じてオ
ンラインミーティングを行い、軽い自己紹介と本会議で扱いたい議題について、決定には至らなかっ
たが少し話し合うことができた。 

◯定例ミーティング：初期 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：趙婉言 

【１】各メンバーが教育を扱うテーマについてプレゼンした。 
【２】教育に関わる課題本を読んで、大切な内容を共用した。 

プレゼンのテーマ： 

・星田明：就学前教育 
・中村優佳：学校教育と学校外教育 

・中村千聖：歴史教育 
・趙婉言：学歴社会 

◯中間合宿 

文責：中村優佳 
　本会議での議論内容、ルールを決定した。議論内容は学歴社会、就学前教育、学校内外の教育など
について話し合うという方向でまとまった。また、相手の意見を否定せず受け入れることを中心に本
会議のルール決定を行った。 

  
◯定例ミーティング：中期 

文責：趙婉言  

　今までの発表内容をまとめ、各位が興味を湧いてきた内容と疑問を持った内容について深めていっ
た。 
・星田明：就学前の教育について 

・中村千聖＆趙婉言：教育の定義 
・中村優佳：教育は何の為にするのか（学校外教育を含む） 

◯事前学習 
文責：星田明　 

・FW① 

東京大学大学院総合文化研究科准教授で現代中国論を専門としておられる阿古智子先生にお話を伺
いに行った。事前に我々メンバーそれぞれの疑問をお伝えし、その疑問に対して回答をしてもらっ
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た。疑問は大きく分けて、1）中国が重点校を指定している理由、2）中国で学歴が偏重される理由、
3）大学と政府の関係、4）中国ではどのように教育の質が判断されているか、5）中国政府の下で教
育は国民の思想形成にどれだけ介入して良いか、の5つである。阿古先生からはこれらの疑問への回
答以外に日中学生会議のような機会を単なる調べ学習に終わらせないために重要な事を教示していた
だいた。 

写真：阿古先生へのフィールドワーク 

・FW② 

次に早稲田大学大学院アジア太平洋研究科名誉教授で中国政治論、現代中国論などを専門にしてい
らっしゃる天児慧先生にお話を伺いに行った。天児先生からは教育をはじめとして幅広く中国の側面
をご教授いただいた。農村と都市の実態、そして単純に農村と都市という構図だけでは中国は理解で
きないということなど興味深い話を伺うことができ、我々の中国に対する理解が促されると同時に来
たる本会議への期待が高まった。 

  
  
◯定例ミーティング：後期 

文責：中村千聖 
　中間合宿後も、初期・中期の定例ミーティングと同様にフィールドワークで阿古先生、天児先生に
ご教授いただいたことを基に自分たちなりに教育についての調べ学習を進めた。初期・中期の定例
ミーティングの内容を精査し、より事実に基づいた知識を本会議前までに身に付けられるよう努め
た。 
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■本会議での議論 

◯オリエンテーション 

文責：中村千聖 

　顔合わせ合宿の期間中に一度中国側とWeChatを通じて一度電話会議を行ったが本会議で扱う議題
は決まっておらず、お互いに相手の国の学校教育のシステムについての知識が不十分であったため、
お互いに自国のシステムをデータとともに紹介することから始めた。その後、お互いにディスカッ
ション発展すると予測される議題を5つほど出し、結果的に3つの議題に沿って議論を行うことに決定
した。 

  
議題⑴：全寮制学校 

  
文責：中村優佳 

◯論点① 

　日中の学校で大きく違う点は、中国の学校は全寮制学校が一般的であるということであった。なぜ
なら土地が広く人口が密集する地域が少ないため、共働きが多い中国では全寮制学校の方が通学や子
どもの世話の手間も省け、子どもが勉強自体に集中できるという考えが浸透しているからである。一
方、日本で全寮制学校が普及しない一つの理由に専業主婦が多いことがあげられた。家事育児を担当
している主婦は子どもと長時間一緒にいるため子どもにより愛着が湧き、全寮制という手段がとりに
くいと考えられる。また、日本では勉強のみならず課外活動にも力をいれる傾向があるため、勉強に
重きを置く傾向の多い全寮制学校には入ることが現実的ではないと考えた。 

  
◯論点② 

　次に、中国の農村部の全寮制学校が抱える問題について着目した。農村部では十分な教育の質が保
たれておらず、いじめ問題や健康問題も深刻である。また、日本では勉強のみならず課外活動にも力
をいれる傾向があるため、勉強に重きを置く傾向の多い全寮制学校には入ることが現実的ではないと
考えた。 

◯解決策 

　教育の質に関しては都市部での授業を録画すること、いじめに関しては教育委員会への直接的な連
絡手段の設置、健康問題に関しては基金等での対策をすることで問題を防げるのではないかとの結論
に帰結した。 
  
◯終わりに 
会議を通し、日本と中国の寮生活の違い、またそれに対する背景を知ると共に、中国農村部で深刻
化する問題に取り組んだ。そして、農村部での問題は地域社会全体となって取り組むことが重要であ
るとの認識を全員が持つことが出来た。 
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議題⑵：学歴社会  

文責：趙婉言 

◯論点① 「学歴社会」の定義 

渡辺氏(2006)は、学歴社会を「成員の社会的地位を決定する学歴の力が相対的に大きい社会」、ある
いは「人々の社会的地位を規定する要因として、教育ないし学歴が、他のどの要因にもまして重要性
をもつ社会」と定義している。また、平沢氏(2014)によると、ある社会での「職業的地位の配分」を
主に学歴を指標として行うシステムを学歴主義と呼び，学歴社会のより包括的な定義としては、「社
会的地位への人員の配分や社会的報酬の配分に際して学歴を重視することを学歴主義といい、学歴主
義が優勢な社会を学歴社会という」と述べている。具体的に、社会一般に学歴によって就職機会や賃
金水準に格差がある場合，その社会を学歴社会といい、そのような格差を生み出している人々の行動
規範・行動原理を学歴主義というのである。 

◯論点② 「学歴社会」に対する肯定的な評価 

　「学歴社会」に対しては、これまで肯定的な評価と否定的なものという二つの対立する評価が存在
してきた。肯定的評価では、学歴主義は近代社会の基本原理に立脚した合理性をもつことが考えられ
る。学歴主義は身分制と世襲性や教育機会の閉鎖性と対比してとらえられている。日本においては前
近代的な身分制社会が崩壊し、平等な社会が出現したことの必然的な結果である。平等になればなる
ほど、人々は微細な差異を求めて競争を強いられていくからである。この背景の下、学歴競争は、平
等化した日本が支払わなければならない対価として考えても合理的である。頑張って勉強して学力を
つければ出世ができるわけだから、生まれによって職業が決まってしまう社会に比べて、ずっと平等
で民主的だと言うこともできる。身分制を廃して学力という画一的な基準によって国民の競争を促
し、国民の教育水準を上げ、近代化を進め、経済発展させてきた。日本もそうである。明治以降の日
本でも、生まれではなくて学歴を重視することで優秀な人材を育成し、国力を上げた。少なくとも高
度成長期までは「学歴社会」がそれなりにプラスに働いてきた。 

　「学歴社会」は、空前のチャンスの時代をもたらしている。貴賎貧富の差は家柄や生まれでな
く、学問のあるなしによって決まるので、学問に励む時代である。身分制度が打破され、能力及び
業績に基づいて決められるようになった。それは諦めずに勉強を続ければ、知性を金や地位に変え
ることができる、無限の可能性のある社会であり、一般の人には世襲社会よりはるかに恵まれた社
会とも言える。数多くの人がこの点をすでに実感できたと思われる。 

  
◯論点③「学歴社会」の問題点 

 問題①：機会の不平等→格差の形成　 

　誰でも生涯にわたって2つの階層を経験する。出身階層と到達階層である。出身階層はその個人が
生まれ落ちた家族が所属している段階である。これは自分で選べない、決められないものである。一
方で、到達階層とは、普通子供が成長し働き始めた後に所属する階層のことである。ところで、個人
がどの到達階層に入るかには、何かに影響されるかと言うと、もちろん色々な原因が考えられるもの
の、見逃すことができない要素として学歴がある。「学歴社会」は機会の不平等に繋がり、さらなる
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階層分化になる恐れがある。例えば、「教育格差」は人が教育を受けた後に就く仕事の差や所得の差
などいわゆる結果の差に解釈される。日本においては教育格差が所得格差を生み出すというメカニズ
ムがあるが、OECDの調査データによると、常用労働者全体の学歴間賃金格差は国際的に見て低いと
言える。そうすれば、なぜ多くの人が多額の補習費を支払って入学試験準備するのか、という問題に
対して疑問が生じる。これに関しては、多くの日本人は学校間格差が所得格差をもたらしているとい
う直感を持っていると考えても予想内である。そうであるならば、高い学歴を得る機会が、誰にも開
かれているかが問われる。 

　日本では学歴社会が既に到来しつつあり、この先これまで以上に階層化が進むと予想できる。学歴
による収入格差が広がり、それによって、これまで以上の様々な格差が生じると予測できる。すなわ
ち、機会の不平等によって進学する大学のレベルが違い、また、卒業するときの所得も違う。いわゆ
る、結果の不平等が生み出され、その差の拡大により、最後は格差として定着される。 

 ②経済格差の再生産と学歴の循環説 

　近年、「いい学校に入って、いい会社に入る」ということが日本の教育、特に受験競争を連想させ
る象徴的な言葉である。より高い学歴を追求するようになるにつれて、受験競争が激しくなるという
弊害も現した。今の時代では、「学歴社会」の問題が広く注目されるようになった背景が「受験競争」
の激化だと思われる。できる限りより上位の学校に入学することを願って、子どもも親もあらゆる努
力を惜しまなかったといっても過言ではない。学校内だけの勉強は受験競争に勝ち抜くための学力を
つけることのが難しいため、それを補うために塾を通い始める人が急増加した。教育熱心な家庭で
は、高いお金を出して子どもを塾や有名な私立校に通わせるようになった。OECDの調査によると、
日本で15歳の生徒の75％以上が課外授業、いわゆる塾に参加していて、OECD加盟国の中で、2番目に
多い比率である。一方、各家庭の経済格差により全ての子ども達が高水準を受けられるわけではな
く、経済的に余裕のない家庭は子どもを私立学校や塾に通わせることができないので、結果としてお
金持ちの家庭の子どもたちがいい学校に集まるようになった。受験学年から大学初年度までにかかる
費用は合計約１50万円であり、日本人の平均年収420万円の30％である。 

　さらに、両親年収別の大学進学率から分析する。家計所得が高くなるにつれて4年制大学へ進学し
た者の比率が高くなっている。年収400万円以下であると大学進学率は3割前後程度であるのに対し
て、年収800万円以下ではおよそ5割である。つまり、高収入の家庭においては、豊かな文化資本や高
い経済力を持ち、次世代への十分な教養、教育を付与することが期待できる。逆に、経済的に劣等
で、文化資本が相対的少ない低学歴の家庭は、大学の学費の上昇と塾、予備校などのサポートにかか
る費用の負担が大きくなるに伴って、低学歴を再生産する恐れがある。「学歴社会」はある程度遺伝
するという説がある。学歴の遺伝というより、受験技術や勉強の伝承と言ったほうが適切だ。親の物
の考え方や親が受験勉強のやり方や構造をわかっているかどうかがポイントである。親の学歴が低い
子どもほど、意欲が低いということを問題にし、意欲格差が現在の教育問題の元凶だと考えられる。
親の学歴差によって意識の格差が生じ、その意識の格差が子どもに影響を与える。こうならば、「学
歴社会」はそのまま優生学的な発想につながるし、階層を何代にも渡って固定化し、世襲社会を生ん
でしまう恐れがある。 
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◯論点④ 「学歴社会」の未来 

　近年、日本では少子化が進み、その中重要な理由としては教育のコストの上昇・女性の高学歴化に
よる晩婚化が進んだことが考えられる。日本の幼児教育・保育から大学までの全教育段階の私費負担
割合は29.8%であり、OECD平均は16.4％であるので、日本の教育が家庭に支えられている割合が世界
的に高いということがわかった。子どもの教育にお金がかかりすぎるため、子どもを産むことをやめ
る親が多く、出生率の低下につながる。実際にも結婚しない人の多くは低学歴で、子どもを作れない
のも低学歴ということがわかっている。また、今の日本においては、「学歴社会」により大学卒の女
性の数が増加した。数十年前には一般的だったのは「高校を卒業してから結婚を考え始める人」は今
ほとんどいなくなった。女性の大学進学率が50％になり、男女ともに社会進出意識が当たり前にな
る。この時代に適した働き方ができる女性達が、仕事に対して責任感を持ち、結婚後の出産と育児で
仕事を休むことになり、キャリアが中断されることに対して抵抗感を感じる。結婚だけでなく、出産
のことを考えると、日本は出産と育児に対するサポートが不十分であるため、安心して結婚と出産が
できなくなる人が多い。実はこの現象は日本だけでなく、世界数々の国にも見られる。家庭環境に関
係なく、どの子どもにも均等な教育の機会を与えるべきだ。そうしないと、この先も少子化がますま
す進み、その先に見えるのは衰退した国の姿かもしれない。 

◯解決策 

解決策① 

　現代社会は「知識社会」・「情報化社会」である。様々なテクノロジーが進歩したことによって、
肉体労働者が必要なくなり、知識労働者とサービス労働者の社会になる。どのような学校から卒業し
たとしても、学校で実用な能力を身につけることが重要であり、本当の能力を持つ人が今後の社会が
求める人材である。それと同時に企業が採用する時は単一の尺度に依らずどのように真の実力者を選
別していくことに工夫し、大学に入学することがゴールではない、企業側にもそういう意識を強く持
つことを望む。 

 解決策② 

「学歴社会」により生じた教育格差の問題を解消するために、2011年から脱ゆとり教育が進んでいる
公立学校が教育水準を上げ、私立や塾に通わなくても高度教育が受けられるようにすることが考えら
れる。 

解決策③ 

　政府にも教育機関への支援が求められている。日本の場合は、他の先進国に比べて教育への公的支
援が少ないため、奨学金制度の充実や高度教育の無償化または学費の値下げなどの対策が期待されて
いる。育児の制度の充実も必要である。すなわち、教育格差問題の解決に向かい、所得格差の是正な
ど広い面の解決法よりむしろ教育行政の面に絞り込むほうが現実的である。 

◯終わりに 

　ディスカッションでは、多角的に「学歴社会」を分析することを試みた。その結果、「学歴社会」
が肯定的に評価されている一方で、機会の不平等により格差が形成することと学歴の循環という問題
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点もある。「学歴社会」がそのまま進むと、少子化問題がより深刻化になる。「学歴社会」の問題点
を解決するため、企業側・学校側・政府側に努力が期待されている。 

　近年、大卒と高卒で初任給や生涯賃金における格差が縮小しているので、学歴の道具的価値が低下
している傾向もある。その一方で、一流大学の入試競争が激しくなっていて依然として学校歴は重視
される傾向があり、学歴の象徴的、イメージ的、ブランド的価値は弱まっていない。学歴社会に対し
て様々な批判があるが、学歴に代わる指標が見当たらないため、学歴による選抜や処遇が現代社会に
とってある程度は機能的であると考えざるを得ない。そのため、「学歴社会」の問題点への解決策は
有効であるかどうかさらに検証する必要がある。これを今後の課題とする。 
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議題⑶部活動 
  

文責：星田明 

◯論点① 
日本と中国の学校生活を比較したときに見られる顕著な違いとして、部活動に対する姿勢の違いが
挙げられる。日本では明治時代からスポーツが学校での教育に取り入れられるようになり、戦後、民
主的な教育を発展させる一環としてスポーツが一層普及した。日本社会はスポーツの自由性と自習
性、スポーツを通じて得られる社会性を重視し、課外活動として部活というシステムが発達したと考
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えられる。一方、中国では社会が混乱した時期が度々あった事やその他様々な要因により課外活動で
スポーツを行う部活のような仕組みは発展しなかった。 
  
◯論点② 

この対照的な両国の違いにはそれぞれに特徴的な点が見受けられた。日本において部活とは、新し
い友人関係を築く場であったり、勉強以外の好きなことに没頭できる場であったり、人によって様々
である。特に運動系の部活動に顕著だが、部活では上下関係がより強調され、それ故に日本の社会で
は部活動を経験し上下関係に慣れることができ､良い意味で従順な人は入社やバイト等で優遇される
こともある。その一方で中国では学生に課される課題があまりに多いために部活等の課外活動に時間
を割けないという現状がある。また、大多数の学校が寄宿制の学校で一日の時間が厳しく定められて
いる事も部活が普及しない原因だろう。さらに、親や生徒の心理的にも厳しい受験戦争を乗り切るた
めに学業以外のことに時間と労力を割くのに利点を感じないのかもしれない。 
  

◯論点③ 

本会議では日本の部活動の問題について議論した。具体的に、1）日本の部活は生徒をあまりに長く
拘束してしまっているでのはないか、2）部活があることによって教師への負担が大きくなってい
る、の2つである。1）に関してベネッセホールディングスがとった統計によれば、1～2時間程度の部
活動は学業成績に良い影響を与えた一方、3時間以上の部活動は学業成績に悪影響を及ぼした。 

  
◯解決策 
解決策① 

　1）について我々は部活は様々な意味で生徒にとって有益であると考えるが、長時間にわたる部活
動は生徒の学業の時間を削るなど生徒の勉学に多大な影響を及ぼすのではないかと考えた。従ってこ
の問題に対する解決案として学校が完全に終わる時間を早める事が有効なのではないかと考えた。こ
うすることで学生は長時間部活をしなくなるだけでなく、限られた時間でいかに工夫して練習効率を
上げるかなどより教育的効果が望めると考えた。その上この解決案は先生の部活に費やす時間も軽減
されるため不十分ではあるが、2）の解決案にもなり得る。 

  
解決策② 

2）については既存の外部指導員という仕組みをさらに普及させる事で解決されると考えた。この外
部指導員とは比較的新しい制度で、予算も余分に必要とするため現段階ではあまり普及していない。
しかし、この仕組みが学校に導入されれば先生は一切部活動に時間を割かれる事がなくなる。いかに
してこの制度を普及させるか、というところまでは考えられなかったもののこの外部指導員が最も有
効な解決策だと考える。 

◯終わりに 

近年中国でも一部の学校で実験的に多様な部活動を提供する学校ができている。日本でも従来の部
活動のあり方を見直す取り組みが行われている。一概に部活動は良い、悪いと言えるものではないた
め両国の社会のあり方に沿った部活動、ないしは課外活動をデザインし、生徒にとってより豊かな学
生生活となるよう改善が行われるべきだと考える。 
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 ■議論の帰結 

文責：中村千聖 

全寮制学校、部活動、学歴社会に関係するいずれの問題の場合も、学生としてできることと
いうよりも金銭的な解決策、または地方自治体や政府が行うべき政策・実行可能な解決策を話し合っ
た。また解決策を話し合うために、現在行われている、または実行が現在検討されている政策をイン
ターネット等で調査し、その内容を解決策となり得る政策案作成に取り入れた。 

■総括 

文責：中村千聖 

中国側分科会リーダーの不在により日本側リーダーが日中両国の分科会メンバーをまとめな
ければならないという状況下で、両国の分科会メンバーは率先して議論の進め方や本会議中の議論に
ついて多くのアイデアを出し、分科会リーダーを支えてくれた。今回の教育・文化分科会は、分科会
メンバーの惜しみない協力の上に成り立っていたと表現しても決して過言ではない。未熟な日本側の
分科会リーダーが1人で分科会を進めていかなければならないという状況に他のメンバーは多少なり
とも不安を感じただろうが、この状況を憂うのではなくリーダーをメンバー全員でサポートするとい
う形で一緒に分科会を進めてくれ、本会議中に問題が発生したこともあっても積極的に対処に協力し
てくれた。そんなメンバーがいたからこそ、この38期の教育と文化分科会は無事に本会議を乗り切る
ことができたと考えている。 
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◆社会現象分科会 

分科会メンバー：山下紗季・阿部羅良枝・田中星来・喜納公弘 

 
写真：文化交流会にて 

■はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　文責：山下紗季 
昔と比べて便利になった、良くなった、昔と比べて生きづらくなった、子供の時の方がよかった。日
本でも中国でも耳を澄ませばそのようなことが聞こえてくる。グローバル化が進み、各国の歩みが可
視化され、比較化できるようになった現代において、文化の違いがあることが容易に認識でき、社会
の至る所に文化の枠を超えた共通の社会問題が存在することがわかる。日本も中国も情報革命によっ
て社会が目まぐるしく変わっていく中で、身近で起きていることは何かを日中両方知ることで、未来
への備えやより良い社会の実現を目指すことができる。現在はどのような社会なのか、日本と中国で
どれだけ違うのか、どこまで同じなのかを見ることによって多様性を認め合い、そして発信していけ
るように努めることを社会現象分科会のテーマとした。 

■定例ミーティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　文責：阿部羅良枝 

社会現象のメンバーが決まり次第、LINEでのグループを作り、5/21(火)に1回目となる電話でのミー
ティングが行われ、今後の方針や顔合わせ合宿までの流れの説明等が行われた。その後は毎週木曜の
22時からを定例会議の時間と定め、各々のリサーチの発表や中国側分科会リーダーとの話し合い内容
の共有等が行われた。一度目の会議にて、主な研究テーマとして中国の「就活事情」「オタク文化の
現状」「インバウンド」の三つが定められ、LINEノート等を活用してそれぞれが調べてきた内容の共
有等を行った。その後二回の会議では主に、現状報告や方向性についての中国側とのすり合わせが行
われた。次に行われた会議では「少子高齢化」についてそれぞれ調べた内容についての発表、話し合
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いが行われた。7月以降は「高齢化」「少子化」「女性の社会進出」「階級社会」の4つのテーマの現
状と対策について一人ずつプレゼンを行い、中国側リーダーとの話し合いにより、本会議のテーマを
「女性の社会進出」とすることが決定した。 

■顔合わせ合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

文責：田中星来 
  顔合わせ合宿は、東京で日本側のみの初めての顔合わせとなった。まず、自己紹介から始まり分科
会のメンバーとも初めて会うことになった。夜にはWeChatで中国側の分科会メンバーとお互いに自己
紹介し、雑談やこれからのことについて話した。顔合わせ合宿では、分科会だけでなく、勉強会での
活動も始まった。分科会とは別の議題、メンバーで大阪で行われる中間合宿での発表に向けて話し合
いが行われた。すでにLINEで分科会のミーティングは行われていたが、それと同時並行で勉強会の活
動も進めることとなり、この合宿後も分科会と勉強会のミーティングを毎週行うようになった。初め
ての顔合わせであったが、2日間という短い時間で仲を深めることができ、とても良いスタートと
なった。 

■フィールドワーク　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

文責：山下紗季 

 
写真：日本青年会議所フィールドワーク 

　今の社会問題である持続可能な発展に目を向けるということで、私たちはまずSDGsに関心を置い
た。公益社団法人日本青年会議所サマーコンファレンス運営特別委員会の石引卓氏に話を伺った。
2019年夏に行われるSDGsの活動の推進案を紹介するサマーコンファレンス2019について、加えて
SDGsの現状について話をした。まずサマーコンファレンス内にて、新たな試みとして障がい者とeス
ポーツを結びつけたイベントを計画されていた。障がい者の方と一般の参加者が同じ条件で、モンス
ターストライク、ウイニングイレブン、ぷよぷよといった人気ゲームを用いてトーナメント方式で競
い合うものであった。会場はパシフィコ横浜であり、バリアフリー環境が整っており、筆談や手話で
の会場案内もあるなど障がい者への配慮が行き届いているようであった。石引氏はSDGsのすべてが
日本にあうとは言えないとおっしゃっていた。また障がい者とeスポーツは成功例があるが、まだ少
なく、周知もされていない厳しい現状であると話した。一人一人が問題意識を持つことが大事である
とまとめた。 
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■中間合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　文責：喜納公弘 
　中間合宿では中国側の分科会リーダーが参加することになり、本会議前に中国側との打ち合わせが
出来た。また、事前に各自が考えてきたテーマを持ち寄り、実際に本会議でどのようなテーマについ
て議論をするか話し合うことで、本会議での議論の方向性を導き出すことができた。 

■本会議での議論：労働分業においての性別による不平等　　　　　　 

文責：山下紗季 

　今回取り上げた大きな社会の現象は「女性の役割」である。日本中国限らず世界中で女性の社会進
出は注目されているトピックである。MeToo運動を始め、近年女性は声はとても無視できない大きな
ものとなっている。日本においては育児、待機児童、晩婚化など女性の生活にまつわるキーワードを
よく目にする。今回は女性の労働について議論した。労働とは仕事をして給料を貰うことということ
だけではなく、日々の食事の準備などの家事、そして子育ても入る。社会の変化により女性の就職率
は年々右肩上がりである。しかし多くの現場では女性の社会進出に対応しきれず、差別が未だに残っ
ていたり、女性の能力を十分活かせられない環境が多く存在するといった問題が山積している。また
アジア地域での家事の分担や育児は様々なデータを見ても女性の方が圧倒的に家事も育児も行ってい
る。男だから、女だからと性別によって役割が決まってしまうのは如何なものか。外での労働も内で
の労働も男女問わず行うのが理想とされている。男女共同参画社会基本法の理念の一つにも家庭生活
における活動とほかの活動の両立が挙げられている。ここでは日本と中国の現状を比較した。また、
どこまで不平等なのか、不平等をどう改善していくかを、一つ目は女性の就業について、二つ目は家
事労働について、三つ目は育児について主に以上の三つの視点から我々の分科会で議論した。 

議題１：女性の就業について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

文責：阿部羅良枝 

①日本の女性就業率の推移 

　グラフ1からわかるように、生産年齢人口(15歳～64歳)の就職率は男女ともに上昇してきているが、
特に女性においては2016年までの30年の間に13ポイント上昇、子育て世代(25歳～44歳)の就職率も
15.6％上昇しており、大きく改善していることが伺える。また、出産・育児の為に退職することで起
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こる、いわゆる「M字カーブ」は、カーブのそこに当たる部分の上昇、窪みが浅くなることで改善し
てきていることがわかる。(グラフ2参照) 

　　　　　　(グラフ1) 内閣府男女共同参画局　男女共同参画白書　平成29年版 

                        
中国の女性就業率の推移 

　2017中国女性���状��（2017年の女性の職場状況調査報告書）によると中国女性の就業率が
73％である。図2からわかるように出産・育児期である30歳代は日本と比べM字カーブがなく高い就
業率を維持している。石塚浩美氏(2014)はこの要因としては「一人っ子政策」が大きく関連し、子ど
もが1人以下だと女性の就業継続を促すとしている。また、女性50歳代，男性60歳と定年がが定めら
れているので、中国より日本の女性の方が就業率が高くなっている。 

　  
           (グラフ2）出典：大原社会問題研究所雑誌　№667／2014.5 p.53 

②日本の女性就業意識 
　女性が職業を持つことに対する意識は変化しており、最新の調査となる平成28年度版では，「子供
ができても，ずっと職業を続ける方がよい」と回答する割合が，男女ともに調査以来，初めて5割を
上回り，約25年の間に，女性が職業を持つことに対する意識が社会全体として大きく変化した。 

中国の女性就業意識 
　近年、男女間の平等な雇用の重要性が強調されているが、管理職の女性はいまだに深刻に不足し、
雇用状況は依然として厳しい。他にも職業種での男女比の不均等、役割期待、福利厚生、転職など女
性の労働にはまだ多くの問題が存在し、社会全体に広く関心を呼んでいる。2017年の女性の職場状況
調査報告書によると、「女性の80％は、雇用プロセスに性差別があると考えており、教育レベルが高
いほど、深刻に思える。」 

”天花板�象”（天井現象）を実感しており、つまり出世のチャンスが非常に少ないので昇進の天井に
ぶつかりそれ以上昇進がしずらい現状がずっと続いている。 

91



③日本の女性就業に関しての主な法制度 
・男女雇用機会均等法 

　男女雇用機会均等法とは職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに、家庭と仕事が両立で
きるよう作られた法律で、1986年に制定され、2016年に3度目の改正がなされ、妊娠・出産等に関す
るハラスメント防止措置義務の新設がなされた。本法律の主な内容としては2点あり、１．「性別を
理由とする差別」の禁止(第5条)２．「間接差別」の禁止（第7条）が挙げられる。「性別を理由とす
る差別」の例としては募集・採用の段階から男女のいずれかを排除するような行為や男女で異なる条
件採用条件を設ける等がある。「間接差別」の例としては不必要な体重等の制限を設け、間接的に男
女のいずれかを差別するような採用条件を設けること等が挙げられる。具体例として、「ウェイタ
―」「カメラマン」等の表記は女性差別に当たる為、「ウェイター・ウェイトレス」「カメラマン(男
女)」等に変更する配慮を行わなければならない。また、身長制限のある仕事として、消防士や警察
官、自衛隊員、客室乗務員などが挙げられるが、これらの制限は安全性の理由から設けられている
為、差別には当たらない。 

・ポジティブアクション 

　ポジティブアクション(積極的格差是正措置とも呼ばれる)とは社内制度には男女差別的取扱いはな
いのに「女性の職域が広がらない」「なかなか女性の管理職が増えない」、そのために女性の能力が
十分に活かされていないといった場合に、このような課題を解決し、労働意欲と能力のある女性の活
躍を推進するために、企業が自主的に行う取組みを指す。先述した男女雇用機会均等法では性別を理
由として差別的な取り扱いをすることを原則禁止しているが、格差解消のために行われるアクション
は法令違反とならない。男女共同参画社会本部は男女共同参画社会の実現に向け「社会のあらゆる分
野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％程度になるように期待
する」という目標の達成(「2020年30％」の目標)を掲げたが図1からわかるように、達成に向けては
まだまだ遠い現状である。 

　　  
（図1）内閣府男女共同参画局（令和元年6月14日現在） 

・女性活躍推進法 
　女性活躍推進法は女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することで、男女の人権が
尊重され、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化、その他社会経済情勢の変化に対応でき
る、豊かで活力ある社会を実現することを目的とし、2015年8月28日に成立された法である。主な内
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容としては企業において「女性採用比率」「勤続年男女比」「労働時間の状況」「女性管理職比率」
の分析と目標の設定、情報の公開を求めるものである。制定当初は従業員数が301人以上の企業に義
務、300人以下の企業には努力義務とされていたが、2019年の改正以降は義務となる企業が101人以上
の企業に拡大された。また、図2にある5点の基準を設け、それらの達成数を基に各企業に「えるぼし
マーク」と呼ばれるものを認定し、それらをデータベースとして公開する取り組みや女性活躍推進法
に沿った行動計画の策定・公表等を行い、数値目標を達成した事業主に両立支援等助成金を支給する
取り組みも行われている。 

①男女別の採用における競争倍率が同程度であること 

②平均勤続年数が男女間で同程度であること、または10事業年度前およびその前後
の事業年度に採用された新規学卒採用者の継続雇用割合が男女間で同程度であるこ
と 
③法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が月ごとに全て45時
間未満であること 
④管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近3事業年
度における課長級より一つ下位の職階の労働者に占める課長級に昇進した労働者の
割合が男女間で同程度であること 
⑤女性の非正社員から正社員への転換実績があるなど多様なキャリアコースが整備さ
れていること 

（出典）厚生労働省「えるぼしマーク」認定基準 

中国の女性就業に関しての主な法制度 

・婦女権益保障法 
「婦女権益保障法」は，「企業は結婚，妊娠，産休， 授乳等を理由に女性労働者の給料を減額しま
たは女性労働者を解雇し労働契約 の解約をしてはならない。ただし，女性労働者が労働契約の終了
を求める場合 は除外する」（27条）と規定している。(鄒庭雲) 

・女性労働者労働保護特別規定 
「女性労働者労働保護特別規定」（国務院令〔2012〕第619号，1988年の規定を修正）は、同様に
「使用者は，女性労働者の妊娠，出産及び授乳を理由 に給料を減額または解雇や契約の解除をして
はならない」（5条）と強調している。(鄒庭雲) 

中国政府は常に女性の雇用の問題を非常に重視しており、関連する一連の法律や規制を策定してい
る。しかし、既存の法律と政策はまだ完全ではなく、操作性は強くない。また、対応する雇用差別訴
訟システムと専門的な雇用平等機関はない。 

④日本の歴史的背景 

・戦後～高度経済成長期 
　1945年の終戦後しばらくの間は社会と経済の混乱が続き、男女問わず多くの国民が深刻な食料難、
生活難に苦しむこととなった。しかし同時に占領下の中ではありつつも、戦争からの解放感と新しい
世界への希望が生まれた時代であった。中学卒業と同時に働く人々が最も多かったが、雇用における
男女差はあまりなかったとされている。戦後改革の中で女性参政権の実現や教育の機会均等など、女
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性の権利の拡充と社会進出への支援が図られた。1956年「経済白書」で「もはや戦後ではない」と述
べられたあたりから、日本は急速に高度経済成長期へと移っていくこととなる。科学技術の発展から
多くの家電製品が普及することとなり、女性の家事への負担を大きく軽減し、女性の社会進出を促進
することとなる。しかし、同時に、高度経済成長期を通じて核家族化が進み、男性が外で働き、女性
は家庭を守るという、「男は外、女は中」という性別による役割の概念が大きく広まることとなった。 

・高度経済成長期以降～男女雇用機会均等法成立 
　高度経済成長期が落ち着きはじめた1975年、世界連合で「国際婦人年会議」が開催され、「女性の
平等と発展平和の貢献に関するメキシコ宣言」が採択されるなど、世界では男女平等が注目されるよ
うになり、日本もその波を受け男女平等に向けたさまざまな取り組みがなされるようになる。1979

年、国連総会で採択・発行された「女子差別撤廃運動」に1985年、日本も批准。そして同年に日本の
男女平等の歴史において重要な転機となる「男女雇用機会均等法」が成立、1986年に施行されること
となる。 

・バブル崩壊～現在 
　バブル景気の崩壊(一般的に1991年から1992年頃を指す)により、長期的な不況に陥った日本では非
正規雇用が大きく拡大することとなる。経済不況の波を受けて男性だけでなく女性も外に出て働く風
潮が高まることとなり、それまでのような専業主婦世帯から共働き世帯へと家庭の形は大きく変化す
ることとなる。(グラフ３参照) 1999年、新たに男女共同参画社会基本法が施行され、男女雇用機会均
等法成立後も依然として多かった結婚・出産を機に退職する女性が働きやすくなるための環境整備が
行われた。それ以降も、先述したポジティブアクションの推進や女性活躍推進法の制定など、現在の
安倍政権になって以降も「一億総活躍社会」の実現に向け様々な取り組みがなされてはいるが、女性
の管理職の割合は先進国中未だ最下位であり、課題は多く残っていると言える。 

 
（グラフ3）博報堂生活総合研究所「生活者の30年史」出版記念企画 
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中国の歴史的背景 
・中華人民共和国建国～改革開放 

　1949年、新中国の設立に伴い、中国は活発な女性解放運動を開始した。これは伝統的な社会におけ
る家族概念とジェンダー関係に大きな影響を与え、女性の生産力を大きく解放し、国民経済の発展を
効果的に促進させた。中華人民共和国で採用されている「共同/�」（共通プログラム）では女性の
平等な権利が法律の形で定義されているため、伝統的な社会生活における中国人女性の役割と地位が
変わった。 1949年の女性従業員数は60万人であったが1957年に328万人に達した。その後、中国の計
画経済の期間での都市女性の包括的な雇用と生涯雇用システムの雇用モデルと統一雇用システムが
徐々に形成された。平等な労働力の一部として、女性の雇用は無条件の権利と義務となる。古い性別
の分業は崩壊。党と政府は女性を動員して家を出て社会主義建設に参加し、女性に性別の違いを無視
するよう奨励した。労働配分の構造では、男女の性差は基本的に考慮されず、女性の列車の運転手、
女性のパイロットなどにも登場した。しかし性差のない単一の雇用モデルは女性の特別な生理学的特
性を考慮していないだけでなく、重工業を含む多くの産業での雇用における男女の誤った政策を採用
した。女性就業率は上がったものの、職業選択の自由を失い、個人の能力を生かす機会を失う。 

・改革開放から～1995年 

　1978年以降、改革開放と市場経済システムにより、労働と雇用の分野が変わり始め、労働資源の配
分において市場が基本的な役割を果たす。中国の経済成長により、女性の雇用に新たな機会と条件が
生まれる。環境の変化に適応し、機会をつかむために率先して行動した中国人女性は、大学の入学試
験、仕事の動員、自営業などのさまざまな手段と方法を通して職業的地位に入る。高度な科学技術分
野の進出も成功した。 

・1995年～現在 

　1995年に施行され始めた「労働法」は、企業が雇用主の企業の自治を保証する労働契約制度を実施
することを明確に規定するものである。政治システムと社会構造に浸透したこの社会的変化は中国の
女性の雇用状況に大きな影響を与え、伝統的な女性の雇用モデルの制度的基盤は揺らがせる。企業に
は雇用の自主性が与えられ、男尊女卑のような伝統的なジェンダー概念、既存の法律と規制の不完全
性、女性自身の文化的質の低さなど様々の要因が影響し、街で働く女性は解雇や失業、再雇用の困難
に苦しみ始める。 

 
（表1）1991~2000年中国女�工人数(中国女性従業員数)　単位：万人 

　新世紀に入ってからも雇用上で性別圧力が依然として存在しており、特に「技術職」での生産と加
工では男性が最も大きな割合を占め、両者の差が最も大きくなる。また男女の収入の平均は不均一で
ある。なぜならより多くの男性が管理職に就いていること、男性の給与が改善しているからである。
そして多くの女性が昇進できる立場にいないのである。職位別では、女性の67.1％が一般従業員であ
り、男性の14.8％を上回っており、管理職の分布では男性の割合が女性のそれを大きく上回ってい
る。 
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⑤日中女性就業率の比較まとめ 

・共通点 
⑴性別概念のステレオタイプ 

日本・中国共に伝統文化の根底にあるステレオタイプな印象のために、女性はまず子育てと家族の世
話という社会的役割を与えられ、仕事は二の次だと考えられがちである。「男は外、女は中」という
性別による役割の概念がまだ根強い。 

⑵女性の管理職が少ない 
日本は女性の管理職の割合は先進国中最下位であり、中国のほうが上である。両国公務員の女性管理
職率をあげるなど取り組みを行っていたり、日本ではポジティブアクションなどが具体的な対策を示
している。継続的に改善されているけれど、男性と女性の職業地位や賃金格差はまだ顕著に残ってい
る。 

・相違点 

⑴法制度 
日本では男女参画社会基本法をはじめ男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など、自治体に任されて
いる部分も多い法律だが、女性活躍の為に具体的な対策を文面化し法として定めている。中国では法
律はあるものの、とり締まる機関がないことや強制力がないといったことから法律内容の明瞭が求め
られるのではないか。 

⑵30代、40代女性の就業率の差 

中国では出産する30代でも就業率が下がることはなく、日本ではM字カーブができ、40代では就業率
が逆転する。内閣府男女共同参画局の主要国女性年齢別就業率のグラフからでも日本と韓国のM字
カーブが目立っている。家計を支えるに当たって女性の収入の重要性が日本より中国の方が歴史的に
も見られる。 

議題2：家事労働について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

文責：田中 星来 

①日本夫婦の家事分担状況 

　夫婦での家事の分担は、勤務状況も関係している。まず、夫婦の勤務形態の割合を調べた。株式会
社マクロミルのアンケート調査によると、共働き(夫婦共にフルタイム勤務)の家庭は、20代46％、30

代52％、40代61％と年代が上がるに連れて増加しており、共働きの内訳は、「夫婦ともにフルタイム
勤務」が各年代ともに25％前後、「“夫婦ともにフルタイム勤務”以外」は20代が20％、30代27％、40

代38％と年代が上がるに連れ増加している。また、共働きではない家庭は年代が上がるに連れ減って
いることから、夫婦のどちらかが“フルタイム以外”の形態で就業する家庭が増加している傾向にある
ことが分かる。 
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(表2)夫婦の家事分担状況①  

出典: 株式会社マクロミル 

　夫婦共にフルタイム勤務の家庭の家事分担状況の調査によると、家事において、「妻がほとんど担
う」は27%、「妻が主だが、夫も少し分担」が38%で、あわせて64%の家庭で妻がメインで家事を
担っていることが分かる。また、「妻と夫で分担」しているという家庭は31％と低い。そのため、夫
婦共にフルタイム勤務の家庭であっても妻がメインで家事を担っている家庭が多く、妻の家事による
負担が大きいことが伺える。 

 
(表3)夫婦の家事分担状況②  

出典: 株式会社マクロミル 

中国夫婦の家事分担状況 

　2000年から2010年にかけて、平日の都市部および農村部の性労働者の平均家事労働時間は劇的に減
少し、性別と家事労働時間の絶対的な差は大幅に減少した。 

ただし、都市部や農村部に関係なく、家事時間の男女比は変わらない。都市部の働く女性の労働時間
は都市部の男性の2.4倍であり、農村部の働く女性の労働日数は農村部の男性の2.8倍である。 

(表6)都市部および農村部の労働者の就業日の平均家事労働時間（分/日） 

また日本では子育てのために仕事をやめることは多いが、中国では子育てのために主婦として家に帰
るという現象は一般的ではない。その理由は主に2つ。第一に子育てでの教育するコストがますます
高くなっているため、労働者階級の家族が男性だけの収入に依存することは困難であるから。第二
に、中国の家族がますます核家族になっているものの、親族間の関係のネットワークが残っている一
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人っ子政策と相まって、子どもたちは家族との繋がりが強い。子どもたちを育て世話をする仕事は、
祖父や祖母など直接的な家族に大きく支援される。 
 

②男女の家事に対する認識の違い 
夫婦で家事の分担が進まない原因として、夫婦間での家事に対する認識の差が考えられる。妻が家事
としてしていることを夫が家事だと思っていないことが大きく関係している。大和ハウス工業が20代
から40代の共働き夫婦に家事について調査した結果、妻の認識では、「夫1割：妻9割」(37.3％)が最
多で、次に多いのが「夫2割：妻8割」(22.3％)で、「妻10割」(17.7％)と「夫3割 : 妻7割」(11.3％）を
加えると、妻の88.6％が「自分の家事負担が7割以上」と回答しており、夫を含めた全体でも、80.9％
が「妻の家事負担が7割以上」と回答しており、共働きにもかかわらず、圧倒的に妻の家事負担が多
いことがわかった。夫の回答でも妻の家事負担の方が多いという結果であったが、夫の1位は「夫3

割：妻7割」(27.0％)で、妻が思っているよりも「自分はやってる」と思う夫が多く、夫婦間で大きな
意識の差がある。また、年代別にみると、夫の年代が上がるにつれて妻の負担率が高くなっており、
特に40代男性では「夫1割 妻9割」(32.0％)が最も多く、妻に家事のほとんどを依存している傾向がみ
られる。例えば、靴を磨く、食事の後片付けなどを妻は家事と思っているが、夫は妻程家事であると
は認識していないという認識の差もみられ、妻と夫で家事としてあげる項目の数に大きな差がある。
また、認識はしているが、実行はしないこともあげられている。例えば、この調査によるとアイロン
がけをすることを84.3%の人が認識しているのに対し、実行している人は36.7%と大きく差がある。そ
の他にも、手洗い場のタオルの取り替え、調味料の補充・交換などがある。年代が若くなるにつれて
夫婦での家事分担が進んできているが、依然として夫婦の家事分担比率の差は縮まっていない。 

その原因 
１　収入　経済的資源と家事の交換関係 

　家事は無給であると考えられることが多いため、交換取引での価値が低くなることがよくある。 

比較的高所得の個人は、比較的低所得の個人よりも優位になる。 その結果多くの場合、低所得の個
人はフルタイムで働いていても、妻は夫と経済的資源を交換するための条件として家事にもっとお金
を払う必要がある。 
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２　ジェンダーのステレオタイプ 

女性がより多くの家事を引き受ける重要な理由は、女性が社会から期待される女性の気質の提示およ
び維持できるようにすること。男性は家事を拒否することにより、男らしさを保護および強化する。 

議論まとめ 

男女の家事分担、仕事の収入面、男女でのジェンダー概念がステレオタイプであることなど男女の家
事分担の原因になる事柄で日本と中国では共通点が多い。女性は家族に戻ることができ、良い妻と良
い母親になること社会的世論は求めている。女性の労働市場からの長期離脱は、経済的自立と職業上
の関係のネットワークを失う。さらに、フルタイムの主婦は離婚や未亡人により経済的貧困に陥る可
能性がある。 最終的に性別の不平等の程度はさらに悪化させる。両国共に女性のための非排他的な
労働市場と家族では長期的な制度的支援を提供する必要がある。 

議題3：育児について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　文責：喜納公弘 

①日本の育児の現状 

　日本の育児は子育てと仕事の両立が難しいと言われており、事実様々な弊害が存在する。 
まず1つ目の問題として、妊娠・出産を機に仕事を離職することである。厚生労働省「第8回21世紀出
生児縦断調査（平成30年度）」によると、子供が1人の女性の場合、出産する1年前には有職者だった
のが、産後半年後にはその約7割が仕事を辞めているのである。さらに、母親となったのち、再びの
就職している内容については、72.1％と第1回の35.4％（平成13年度）に比べ上昇しているが、そのう
ちの常勤については26.2％であり、第1回調査時の25.1％からわずかに1.1％しか増加していないのであ
る。このように女性は妊娠・出産を機に仕事と子育ての二者択一を迫られるとともに、一旦離職する
と、パート・アルバイトに比べ、常勤での再就職は少ない傾向にある。 

図2：厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査（平成30年度） 

99



　2つ目の問題点は、子育て期にある男性の仕事優先の働き方である。よくある問題として長時間労
働や休暇がとりづらいという原因により、家での時間が取れず、家事や育児に割ける時間が非常に短
くなってしまうのである。 
その現状は、子供がいる世帯の夫が家事や育児にかける時間が一日平均で1.2時間（総務省「社会生
活基本調査」（2016年））であり、欧米諸国の男性はおおよそ3時間以上となっていることに対して
大きな差であり、先進国中最低の水準である。 

 
　図3：「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」(平成18年) 

出典：内閣府 

　この現状について、実際に子どもを持つ男性たちはどう思っているのだろうか。三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング「子育て支援策等に関する調査2014」によると、男性の子育てへの関わりについ
ての満足感は「不十分である　8.0％」「あまり十分ではない　28.8％」と3割以上が十分関われてい
ないという認識を持っていることが分かった。彼らがこうして子育てへ関われていない原因として、
仕事がいそがしいという意見が多く見られた。実際に調査でも6割以上の男性が「仕事が忙しすぎ
る」と回答している。 
　3つ目の問題点は、両立支援制度の利用状況である。これは制度自体は整備が以前に比べ進歩して
きてはいるものの、依然として職場それぞれに合ったものとしては未熟な面があり、実際的な利用は
難しい。職場について様々な要因はあるだろうが、内閣府の「企業における子育て支援とその導入効
果に関する調査研究」(平成18年)によると、利用促進における問題点として多く上がったのが「代替
要員の確保が難しい」46.7％、「日常的に労働時間が長い部門・事業所がある」33.3％、「職場で周
りの人の業務量が増える」30.9％といった回答だった。このように労働時間の長さを訴えるものや、
自身が休業することにより職場に負担をかけてしまうことを憂慮してしまう意見が多くみられた。 
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中国の育児の現状 
　近代化された社会開発の影響下で中国の家族労働モデルは夫婦が労働に参加し、家族経済を支援す
る二重従業員家族に変わる。2010年に女性連合と国家統計局が実施した第3回中国女性社会状態調査
では、二重従業員世帯の女性の労働時間が男性の96％であることを示しており、中国の二重従業員家
族の男性と女性の両方の労働者がフルタイムであることを示している。出産と母親の役割に加えて、
現代の女性は仕事で家族の収入に対してますます責任を負いなくてはならず、女性の就業と家族のケ
アのバランスに新たな課題をもたらしている。（Adema and Whiteford、2007）育児様式は子どもの成
長、親のキャリア開発、家庭生活の質に直接影響する。子育ては時間と労力を要する活動だが、激し
い社会的競争の中で、親が子どもを適切にケアできないことは現代の家族では一般的な現象となって
いる。（Wheelock and Jones、2002）子供の中で、0～5歳の未就学児は親のケアに最も依存しており、
家族のケアの取り決めは特に困難である。 

中国での育児上の問題点 5つ 

⑴「育児の社会化は比較的低い」 
　現在の中国の社会的保育施設やその他の公共部門が提供する社会的支援は非常に限られている。
“入托无門”という言葉があり、託児所に預けたいがどこも満員で入れない、つまりは待機児童の問題
がある。「上海の0歳から3歳までの子供に対する幼児ニーズサービスガイダンスに関する規制」に関
する調査では、0歳から3歳までの子供の親の67.5％が託児所ニーズを持っていることを示している
（Li Weitao、Guo Zongli、2016年）、および0歳から3歳中国のさまざまな種類の保育施設での子ども
の就学率はわずか4％である（National Health Policy Commission、2017）一方、3歳以上の子どもの入
学率は近年著しく増加しており、2015年には75％に達したが（教育部、2016年）、依然としてOECD

諸国の平均を下回っている。 

⑵「主に母親に育児責任がまわる」 
　中国の女性の社会的地位に関する3回目の調査によると、子どもの99.9％が3歳未満の子どもの育児
を担当しており、昼間に子どもの面倒を見るのは母親の割合は63.2％（中国の女性社会の第三段階ス
テータス調査チーム、2011年）FPFDS2014、CFPS2014、およびSSCWのデータでは、母親が主に育児
を担当していることを示しています。 CFPS2014のデータによると、0-5歳の子供の45.8％が昼間に母
親によって世話され、その割合は夜に66.7％に増加する。 昼と夜の0～5歳の子供の世話をする父親は
3.7％を占めている。そして母親の育児割合は3歳から減少しており、主に正規の介護施設に置き換え
られる。 

⑶「父親の子どもとのふれあいの時間がが短すぎる」 
　親とのふれあいは子どもの日常生活に重大な影響を与え、子どもの健全な成長に積極的な役割を果
たす。 FPFDS2014の調査データは、平均的な父親が子供と1日3時間過ごすことを示しており、これは
母親が子と過ごす時間の50％にすぎない。 2017年の中国の家族の養育コンパニオン白書の統計によ
ると、父親が子に同伴している割合は全体の12.6％を占め、一方、母親は55.8％を占めている。 

⑷「子育て不足での世代間の支援が、主に補足効果ではなく代替効果に反映される」 

　FPFDS2014、CFPS2014、SSCW、CHN2011の4つの調査はすべて、世代間育児が比較的一般的な現
象であることを示した。世代間の子育て支援をしている場合、育児の責任を負うのが主に祖父母だと
明確になっている。祖父母がする子育てサポートは、子供の親のケアに対する補足的な効果ではな
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く、代替効果に反映されている。さらに、祖父母と両親の教育概念の違いに対立を持っていることが
あり、世代間教育が若い親に多くの葛藤をもたらすことを示している。 

⑸「就学前教育の資源不足」 

　現在、中国の就学前教育資源は楽観的ではない。2018年の不完全な統計によると、中国にはまだ
120万人の幼稚園の教師が不足しており、すべての省と市で教師が不足しているという問題がある。 

②日本の育児においての政策・制度 

産休制度 
産休期間：産前6週間前から、分娩日の翌日より8週間 

この期間は本人が希望すれば会社を休業することができる。ただし、本人が働きたい意思を持ってい
ても、産後6週間は必ず休業することになっている。 

給料：給料は出ないが、加入している保険組合から「出産手当金」が出る。産休の期間1日につき、
産休前に毎月支払われた給料の2/3が支払われる。出産予定日が送れた場合、予定日から出産機関ま
での期間も支給される。しかし、国民健康保険の加入者は支給されない。また、産休期間中は社会保
険料や国民年金保険の支払いが免除される。妊娠4か月以上の人が出産したときは、1児につき42万円
の出産育児一時金が出る(参加医療保障制度に加入していない参院などで出産した場合は40.4万円)。
産休はすべての女性量同社が雇用形態に関係なく取得することができる。出産育児一時金について
も、勤務先の健康保険に加入している人、夫の扶養に入っている人など、どんな状況でも当てはま
る。 

育児休業 
期間：産後休業から子どもの1歳の誕生日の前日までの間（最長で2歳）、父母共に育児休業を取得す
る場合は、子どもが1歳2か月に達するまでの間の1年間(パパ・ママ育休プラス) 

男性は産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の
育児休業取得が可能(パパ休暇) 

給料：産休と同じく給料は出ないが、育児休業給付金が支給され、休業開始時賃金の67％（休業開始
から6か月経過後は50％）が支給される。 

育児休業給付金は非課税のため、所得税はかからない。 

育児休業中の社会保険料は免除される。給与所得がないため雇用保険料もない。 

・国の子育て支援の施策の基本方向 
これまで少子高齢化や男女共同参画社会推進などの問題解決に向けて日本政府は様々な試みを行って
きたが、現状としてはまだまだ未熟な面が見受けられる。厚生労働省は平成6年に今後の子育て支援
のための施策の基本的方向について以下のように示している。 

①子育てと仕事の両立支援の推進 
・低年齢保育の拡充など保育サービスの整備、保育所制度の改善・見直し 

②家庭における子育て支援 
・母子保健医療体制の整備、地域子育てネットワークづくり 
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③子育てのための住宅及び生活環境の整備 
・良質な住宅の供給および住替えの促進、子どもにとって健全で安全な生活環境（スポーツ施設、児
童厚生施設など）を整備する 
④ゆとりある教育の実現と健全育成の推進 

・青少年団の諸活動、文化、スポーツ活動等の推進による多様な生活・文化体験の機会の提供 
⑤子育てコストの軽減 

子育てに伴う家計負担の軽減、社会全体としてどのような支援方策を講じていくかの検討 

中国の育児においての政策・制度 
　中国の育児のための時間支援政策は完全ではない。時間方針には主に産休、育児休暇、育児休暇、
および柔軟な労働システムが含まれる。二孩政策を実施するために、政府は産休の方針を変更した。
ウイグルとチベットを除く2016年に統一された国内規制に基づいて、29の省（中央政府直下の自治区
と市町村）が調整した地方人口および家族計画規則条例では、産休は98日を基本（産前15日、産後83

日）だったのが最短128日から最長1年まで伸びる。また、男性の”陪�假”（出産立会い休み）も7日

間から最大30日間にわたって随所に追加されているが、ほとんどの州の期間は15日間である。これに
より多くの場合、家庭での子育てが保証されます。しかし、時間政策は明らかな欠点がある。第一
に、産休と育児休暇は都市労働者のみであり、失業者や柔軟な雇用の女性については、産休に対する
制度的保証がない。第一に、男性の休暇の期間が短いことは男性が育児に参加し続けることを促すこ
とにはならない。そして第三に決定的なのは育児休暇に関する法律がない。育児のための制度的保証
がないのである。 

③日中育児比較まとめ 

　日本は中国と比較して、出生率が低下しているという現実のもとで子育て家庭と親に育児支援と社
会的支援を提供する一連の政策を制定されている。日本の家族は、育児中に社会公的機関から支援を
受ける可能性が高くなる。子どもの育児の為に中国の育児休暇に関する法律の制定は一刻を争う。ま
た両国に共通しているのは男性の育児休暇が軽視されているということである。中国では”陪�假”

（出産立会い休み）という休暇はあるけれど、名前からもわかるように出産に立会いするのみの休暇
であり、期間も短くこれでは女性が育児をするのが当たり前という認識が変わらないのも仕方がなく
なってくる。日本では男性の育休制度はあるものの浸透しないという現状がある。中国でもたとえ法
が改正されても、日本と同じ状況になる可能性は否定できない。男性の育児介入を浸透させるには家
庭でも仕事でも男女がお互いに乗り入れることのメリットを訴えなけらばならないと考える。例えば
フルタイムの共働きなら、もし男性が退職しても比較的余裕があり、転職も検討しやすく、男性の
キャリアをフレキシブルに考えられるようになる。筒井淳也(2019)このようなメリットを挙げつつ、
男女フルタイムの共働きを実現させるには男性の育児介入が必要だと訴えることで、従来の男女の性
別役割という概念から現代に適した性別で役割を固定しないような概念へと変化させることが大事だ
と考える。 

　就学前教育の資源確保も両国急がねばならず、しかし中国では実のところ、幼児園をめぐっては、
児童虐待、食中毒といった事件かたびたび発生し、テレビや新聞で報道されている。北蕾氏は今の中
国では夫婦のどちらか1人だけの収入で家計を維持できる世帯はまだ少なく、そんな事情もあり、祖
父母も「他人に子どもをみてもらうより自分たちの手で世話をする方かがずっと安心であり、そして
手伝えば自分たちの子どもへの家計援助になる」と子育てを積極的にサポートすることになると述べ
ている。( 2014) そこで祖父母と両親の教育概念の違いによる家族のすれ違いも大きな社会問題となっ
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ている。日本では人件費の予算オーバーがやはり要である。子ども３人に１人の保育士が必要とされ
ているので民間企業が参入しようと思っても採算がとれない。瀬地山角氏は、国からの補助金も若者
や子育て世代の投票率が高齢層に比べて著しく低いために政治家は高齢者をより重視し、福祉の予算
を高齢者から割いて、子育て関係に回せないという問題があると述べている。このことから、日本の
政治への関心が子どもや親の負担に繋がるということがわかる。就学前教育の資源確保では民間企業
の参入が難しいく、課題である人件費と幼稚園での児童虐待や食中毒を防がなければならないことか
ら、重要なのは政府からの補助金と政府による管理であることは両国に統一している。そのために中
国では関連する法が具体化される必要がある。日本では育児世代を中心とする若者の政治への関心が
必要とされる。日本では増税する分のお金を待機児童ゼロに向け「子育て安心プラン」に基づいて令
和2年度末までに約32万人分の保育の受け皿を新たに整備するとしている。育児分野での最大級の問
題である待機児童を減らす取り組みが始まろうとしている中、これらを通じ若者が政治・政府に関心
を示すことが理想である。 

■議論の帰結 

日本と中国の女性の地位に関しては男尊女卑、「男は外、女は内」という概念は大きく共通している。
厚生労働省の発表で大学卒女性の就職率や女性の再就職率などが上がっていることから、女性の仕事
についてのステレオタイプは徐々に変わりつつあるとわかる。中国でも日本のようなM字カーブは見
られず、管理職に着くことが少ないという理由から収入が少ないとけれども、女性が働くということ
に関しては偏見はない。しかし、女性が働くことには意見は少ないが、家事分担の面ではまだまだ女
性が担っている場面が日本にも中国にも見受けられる。日本にも中国にもある共通点は男性側が家事
に価値があると認識していないという点である。今回女性活躍について議論をしてきた中、特にキー
ワードとなったのは「男性」「育児」「制度」である。一つ目の男性は先程述べた通り、男性の家事
に対する意識が低い。具体的には無賃金の労働であるからとか、ゴミ出し=家事であるといった認識
があることである。二つ目の「育児」については育児を議論していく際にどうしても女性が育児をし
ながらついでに家事をやる比率が圧倒的であると統計が出る。もちろん中国では直接的な家族である
祖父母に任せるという統計はあるが、やはり「母」の仕事なのだという認識が強い。これは三つ目の
制度にも関わってくるものだが、中国側は議論中に日本の育休についての制度がよく整っていると感
心をしていた。中国でも法律はあるものの日本のように子供が生まれてから子供を育てるという休み
はないので、中国での具体的で多少強制力があるような法ができれば現状はもっとよくなるというの
が中国側が至った一つの結論である。一方日本では羨ましがられている側であるのに、なかなか政府
が力を入れて育児や女性の減らそうというとしていることを体感できていないのが疑問である。それ
は日頃のから聞こえてくる待機児童の問題や、まだ育児が女性の仕事だとされそれにプラス日々家で
の滞在時間が長くなるため家事も女性が行ってしまう現状を身の回りで見聞きしているからである。
これらの解決は3週間考えたが非常に難しいことである。なぜなら、正確な出典はないが、身の回り
の主婦やインターネットで家事や育児についての意識を見てみると、夫には家事よりももっと稼いで
きてほしい、家事は私がやった方が早く済むから効率がいい、子供を任せるのが心配、夫がとった育
児休暇がまるで夫のリフレッシュ休暇だといった現場の声が聞こえる。当事者たちの意識が男性に任
せたくない現状ではそれを変えるのは難しいだろう。それを覆すためにはやはり、男性と女性が外で
も内でも同じ労働量にする効率性を訴えていくことである。そのためには男性の継続的な育児休暇を
取ることが求められる。男性と女性が外でも内でも同じくらいの労働量であることの意味は男女のか
つての伝統的なジェンダー概念を変えることにつながるのである。無賃金の労働である家事をする=

女という概念がなくなるだけで女性の地位は上がりやすくなる。これからは日本でも中国でも女性管
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理職がもっと増えるような女性の活躍を期待できる社会になれるようにしたいのが日本側、中国側の
結論である。 

■総括 

文責：山下紗季 

社会現象分科会は日中学生会議の中では初めての分科会である。今の社会の動きにクローズアップ
し、目まぐるしく変わる世の中の問題に対応し、直面してこれから私たち自身の手でいい社会に向け
て頑張りたいという理念で始めた。今回、日本側で中国語が話せるメンバーは1人。中国側でも日本
語が話せるメンバーは1人であったため、分科会での交流は全て通訳を通じてのものだった。もちろ
ん一つの話題を提示するときや、互いに調べてきた文献やデータをシェアするときなどは信じられな
いほど相手に伝わらず、試行錯誤してもどちらかが諦めてしまったり、言葉が伝わらずストレスが溜
まってしまう場面が多々あった。しかし、それと同時に通訳を通さなくともメンバー同士が通じ合っ
た場面も多々あった。議論では話題がステレオタイプだったり女性にまつわり国単位の動きだった
り、そもそもの日本と中国の文化の違いだったりとお互いの言っていることの理解が困難だったり理
解不能だったり受け入れられないなどことがあった。そして法律を一つ伝えたところで相手は予想以
上に驚いてアクションをする。そして日本では数字のデータがよく見つかる。それを中国側はたまげ
たとばかりため息をついていた。女性の就業率をGoogle検索しただけで一番上に厚生労働省の信ぴょ
う性のあるデータが出てくる。おまけに面白いのが女性の就業率 中国と検索した方が中国側で検索
したものより具体的なデータが出てくるのも驚きである。日本と中国では見つかるデータの信ぴょう
性や量、見つかりやすさも違うということをリアルタイムで知ったことが日中学生会議ならではの有
意義ポイントだと思う。 
 女性活躍についての問題を解決するための解決案について考えようという議論スタイルは今回はやめ
ようという方針になったのは実は本会議が始まって2日目である。それは日本側も中国側もこれらは
学生が解決策を出すには難しすぎる問題であるのと日本と中国では状況が違うことをよくよく理解し
たからである。そのきっかけは中国側が言った、農村と都会の差ついての今の中国の現状である。農
村の女性はお金を求め都市に出稼ぎに行く。そして生まれた子供の面倒も見れず、子供は祖父母に預
け、ひどい場合は年に1,2回しか故郷に帰れず、子供に会えない。幼い子供は、女性が自分の母である
ということ認知はしつつも素直に認めることはできない。母親からの愛情を受けることがなかった子
供は精神障害をおってしまう可能性が高いのだという。そして子供は１８歳くらいになるとまた自分
の母と同じように都会に出稼ぎに行くという道を辿る。これを聞いた私たち日本側は解決策はないの
と聞いた。そしたら中国側は思いっきり悲しく苦い顔をした。貧困地域の現状を一般市民が知りなが
らも改善されないところは本当にされない。負のスパイラルが続く理由は例えば社会福祉がなってい
ないということだったり、教育が行き届いていないだったりと挙げられるが、実際のところただの一
般市民、ただの学生が貧困をなくそう、母の権利を守ろうと動いたところなにもできないという答え
が返ってきた。これから始まる3週間近い議論の幕開けは暗いものであったことを今でもよく覚えて
いる。それを自分の頭の中で訳し、もう一度日本語でリピートするという行為もなかなか精神をえぐ
る。社会問題は山積みである。それらを認識し、向き合っていくことが実は辛いことだということに
気がついた。もちろん辛い現状があるということは知っておかなければならない。それを日本と中国
でお互いに見るというのが目の前の隣国から来た人を理解するのにもとても役に立つということがわ
かった。日中草の根運動にはこのような視点も大事だと感じた。私たち社会現象分科会は、議論のと
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きは負のスパイラルに陥っている貧困層の存在を知り同情で悲しみ、セクハラは今でも蔓延している
ことに怒りを感じたり、日本側と中国側で意思疎通ができないことに苛立ち泣いたり、時間が限られ
ている中どうすればいいか全員で頭抱えて悩んだりした。しかし自分の母親の話や中国の母親は、日
本の母親は、といった身近な話題もでき、親近感を感じたり、逆に新しい考え方を思い知らされたり
と発見や笑顔も多かった。また議論時間が終わると、例えどれだけ先ほどまで泣いていたとしても8

人でご飯を食べる時は爆笑が起きたり、にやけていたりと、遊ぶ時は言葉が通じていなくても心の底
から全員で楽しめた。辛い時間を共有することも仲良くなれる一歩なのだと実感をした。そして全員
が全員を支えた。日本側中国側関係なく慰めあったり、盛り上げたりした。あの時の光景はみんなの
宝であることを胸張って言える。それは38期日中学生会議社会現象である。 
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◆スポーツと健康分科会 

分科会メンバー： 児嶋夏花・村山友章・藤本真穂 

写真：文化交流会にて 

■はじめに 
文責：児島夏花 

2019年現在、日中両国でスポーツに対する関心が高まっている。日本では2020年に東京オリンピッ
ク・パラリンピックを控えており、世間はオリンピック・パラリンピックムードに溢れている。中国
では2022年には北京オリンピックが予定されており、北京はオリンピック史上初めて夏季・冬季両大
会を開催する都市となる。日々のニュースは、これからオリンピックで活躍するであろう若きアス
リートたちの話題に事欠かない。 
その一方、日本および中国は高齢化社会に突入しており、生産年齢人口が減少する中でいかに健康
寿命を伸ばしていくかが両国の課題となっている。今後日中両国が経済成長を続け、財政を社会福祉
が圧迫することなく豊かさを失わないためにはすべての世代の人々が健康に暮らしていくことが必須
となるのだ。 
スポーツと健康を考えることとはすなわち、心身のウェルネスを考えることである。よく生き、豊
かに暮らしていく方法を追い求めることで、我々は幸福で持続可能な社会をつくるヒントを得られる
のではないだろうか。 
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■事前活動 

○顔合わせ合宿（オリンピックセンター） 
文責：村山友章 

顔合わせということで、3人全員とはいかなかったが、分科会リーダーと二人での初顔合わせを行っ
た。今後の進め方の方針や何を重要視していきたいかなどを話し合った。スポーツと健康という新し
い分野に取り組むということで、不安もありながらもどのような議論ができるのだろうという期待感
を持ちつつの顔合わせ合宿であった。テーマを決めるための前提となるような方向性（スポーツであ
ればオリンピック・パラリンピックについての話題にすることなど）を決めていった。 
また、中国側も交えての初の電話ミーティングを行いつつアイスブレイクなどを通じて友好を深め
ることに成功した。言語的問題があるのは強く不安要素を感じるところであったが、議題できそうな
話題で各人が興味のあるスポーツと健康に関するトピックを話して共有することができたことは良
かった点である。特にこの時点では日本の保険制度の仕組みに中国側が関心を持っていたことがかな
り印象深い点であった。 
議論に関することでまず一致させたことは、スポーツと健康は分けて考えるべきであるという点で
ある。関連する部分はあるが、そこの議論は進めていくうえで分けて考えるべきであるということは
認識として一致した。また、議論において日本の立場を共有させておくこと、合意形成を無理に図ら
なくても良いということも皆で共有し合った。学生会議ということで、ある種何も責任感を持たなく
ても良い立場だからこその議論をしようということになった。その形式は今後の検討事項ということ
になった。 

◯定例ミーティング：初期 
文責：児嶋夏花 

顔合わせ合宿後の定例ミーティングは、主に本会議での論題の選出を中国側と行った。本分科会は
日中学生会議では初めての設置で、手探りの状態の上での議題選出であったが、中国側と協力して
「オリンピックとパラリンピックの勝利至上主義の是非」と「中国と日本の老後ケアの概念」の2つ
に決定した。 

◯中間合宿 
文責：児嶋夏花 

中間合宿では、顔合わせ合宿と同様に藤本が来られず、児島と村山の2人で行うことにした。電話
ミーティングではプレゼンが一通り終わったため、FW先の候補と今後の方向性について2人で意見交
換した。FW先の候補として、スポーツ関係の方が挙げられた。そしてその方が偶然にもマイノリティ
分科会の参加者とツテがあったため、そのツテを頼りに、進めていくことにした。また今後の方向性
として、1ヶ月後には本会議が始めるため、本会議の議題と中国側との連絡をいつするかを具体的に
決めた。 

 中間では勉強会に多くの時間を割かれたため、分科会に時間を割くことができなく、決められたこ
とは上記にとどまった。その代わり、私たちの分科会は2人だけだったため、他の分科会と一緒に行
動することが多く、行動を共にすることで、別の参加者の新たな一面を垣間見えることができた。そ
のおかげで今後一緒に活動していく日中学生会議のメンバーを知れたことは私たちにとって実りのあ
る合宿になったと感じる。 
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◯定例ミーティング：中期 
文責：村山友章 

各々の分化会メンバーが興味を持った事柄について発表をして、それについて意見交換を行うとい
う取り組みをしていた。オリンピックレガシーやオリンピックの歴史、スポーツを用いた国際交流の
意義などを調べて発表・共有を行っていった。オリンピックは政治利用してはいけないことやスポー
ツの祭典であるということを再確認した。日本は来年のオリンピック後の建物の活用の仕方も考えつ
つのレガシーを作らないといけないことは重要な点である。スポーツを通じた国際交流では、日中間
の国際交流イベントも開催されおり、外交の一つのツールとしても使われているということも分か
る。 
また中国側とのやり取りの中でテーマ設定を進めることや、どのようなFW先に行くかなどの意見を
出してまとめる作業を進めていった。お互いの役割や誰が議論をまとめていくのかなども何となく方
向性として見えてきたように感じる。 

◯事前学習 
文責：村山友章 

・FW① 
日本スポーツ協会の趙先生にお会いし、中国のスポーツ界やスポーツ教育についての貴重なお話を
聞くことができた。中国の体育教育の日本との一番の違いは部活動の有無にあると考えられる。日本
の中学生・高校生は多くの人が部活動に所属しているが中国においては勉学第一であり部活動をする
ことを許可してもらえる生徒が少ないことが現状として挙げられる。また、中国においては一人っ子
政策が1970年代から始まったことでスポーツをやっている時間を勉強に充ててより確実に稼げるよう
な職業に就くことを目指されてきた。そのことから、中国の遊びとしてのスポーツは発展してこな
かったと考えられる。好きなスポーツができないということも問題点としてある。また、中国におい
てはオリンピックの金メダルを取ることはやらないといけないことと考えられてきている。中国は自
分を主張していく文化（競争社会の意識）があり、その手段としてのスポーツのとらえ方をしている
ともいえる。広場ダンスというものが中国では流行している。よく街中で大音量を流しながらダンス
をしているそうで、地域の運動習慣として利用されている。 
日本での取り組みで良いところとして挙げられたのが、総合型地域スポーツクラブである。これ
は、地域スポーツ振興の一環としての取り組みで多世代、多種目のスポーツを楽しめる施設として活
用されており、日本では毎日利用できるようになっていることがいい点である。ただ、日本ではあま
り普及していないことがあり、より多くの人に利用してもらえるような運用をしていくことが大事で
あると思う。日本のような環境の整っている体育施設が多いことは今後も活かしていくべきである。 

◯定例ミーティング：後期 
文責：村山友章 

　テーマを確定しつつ中間合宿を経ての深める話題として医療問題や介護の話から健康というものを
考えられないかということで、本の内容を共有するなどした。国民皆保険制度が日本にあるが、中国
ではそのような制度がないため保険について話すことが検討された。また、日本と中国のスポーツ選
手の選抜方法・育成方法の違いやオリンピックレガシーについて話すことも検討事項として挙がって
いた。また、健康面で心理的な健康ということで中国では社畜という言葉が流行しているようで、日
本の言葉が中国に伝播し、なぜそのような健康を害するような働き方になってしまっているのかとい
うことについて考えていくことも一つの議題事項として考えられた。 
　本会議が始まることを想定しどのように皆が議論するか、ディベート方式にするかそれとも合意形
成を図っていくような内容にするのか、違いを明らかにして問題意識を持つことに重点を置くのかと
いうことを決定していった。そのうえで、言語の問題が間違いなく発生するので翻訳をしつついかに
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議論を進行していくのかを考えていった。個人個人で皆が目標設定をして今回の日中学生会議をより
有意義なものにしようという考えを共有した。 
　議論の入る前にもメンバーとの打ち解けを早くすることやとにかく意見を言いやすい環境づくりと
いうことを徹底しようということを方針として決めていった。また、今回の議論は無理に正解を求め
るものでもなく、あくまで目的意識は自分たちに任せられている。そのため、合意形成を無理に図る
のではなく、主張したい点についてはしっかりと主張しようということや、しかしその中にも相手の
意見を尊重することは常に忘れずにしていこうということを皆で考えた。 

◯本会議直前会合 
文責：藤本真穂 

　観光班で発表を行いこれからの合宿先のことを少しだけ知識として入れられた気がする。広島、奈
良と日本人でも旅行先に選ぶことの少ない県だったため、改めて自分の国にある建物や文化や歴史の
すばらしさや海外の人から見ると魅力的に見えるなど、主観的にも客観的にも知れたのではないだろ
うか。しかし、中国人にもこのプレゼンを通して日本を紹介するのがベストな形だと思った。 

■本会議での議論 

議題⑴：オリンピック・パラリンピックでの勝利至上主義の是非 

文責：村山友章 

◯論点　 
　スポーツ分野としては主にオリンピック・パラリンピックについての大枠で議論し、その中から
各々の問題意識に紐づけて考えていくという手法を取っていった。オリンピックを自国開催する国同
士（東京2020、北京2022）で自国開催することに関して良いところと悪いところを挙げていった。そ
の中で、出てきた問題として国籍を変更してのオリンピック出場についてであるとか勝利至上主義の
問題という部分を重点的に議論した。 
　国籍変更については、様々な意見が出され、国を代表するという意識が薄れてしまうのではないか
という否定派の意見。一方で肯定派として選手の出場の機会が減ってしまうということも考えられ
る。そのため、選手の意思を尊重するのであれば、国籍を変更してのオリンピック出場もあってしか
るべき対応であるといえる。また、個人の選択の自由を奪うことはできないという意見もある。ス
ポーツは楽しむものであるという出発点から、個人としてオリンピックに出て楽しむということを阻
害されることは良くない点であるといえる。まとめとして、国籍変更してのオリンピック出場は現実
に行われていることではあるが、良くないことと思う人がいることは否定できないことであるし、今
後もそのような人がいることを前提にオリンピックの問題点については考えていかないといけないと
思った。ただ、国を代表して戦うという気持ちは国籍変更しても持ち続けているべきであるというこ
とは皆の共通認識として挙げられる点であると思う。 
次に、勝利至上主義については、中国のオリンピック選手で過去の北京オリンピックにおいて劉翔
選手という陸上選手が国の期待を一身に背負っていて金メダルは確実と言われていた中、けがによる
予選棄権という結果に終わったことで、かなりの人がバッシングをしていたという問題があった。こ
の問題から見えてくるのは、勝利を重視しその点ばかりを見つめ、勝たなければ意味がない、選手の
ケガよりもメダルを取ることや一位になることを目指されていることは大いに反省するべき点なので
はということが言える。国のために戦うことが引き起こしてしまう問題である。この点から、派生し
て競技スポーツ全般で言える勝利至上主義の問題点について議論した。 

110



　勝利至上主義が良いこと悪いことを挙げつつ日中の認識の違いを把握することができた。その差異
としては、オリンピックでの金メダルを取ることを目的にして選手育成されている場合が中国にはあ
るという点である。幼い頃から国をあげた形での選手育成がされていることは勝利至上主義につなが
る点といえる。勝利至上主義が行き着く先には選手生命を短くしてしまうことにもなりかねない。こ
のような問題意識を持ちつつ本当に勝利至上主義は悪いことなのかということをもう一度再考してみ
た。そうすると、勝つことにもスポーツの目的があることは間違いなく、そのための努力をすること
や練習を工夫することは醍醐味ともいえる。勝利だけを追い求めることは良くない点であるが、練習
を工夫して効率的な強化をしていくことで結果として勝利することができれば、そのプロセス自体に
も非常に意味のあるものになってくると思われる。 
このような議論を踏まえて、スポーツは楽しむものであるという原点に戻ることができたことはも
とよりスポーツ自体健康にも良いので、楽しみつつ勝つことを目指していくことが健康に生活してい
くうえでも重要な意味があると言える。 

◯解決策  
　勝利至上主義は良くない点であるが、勝つことを目指すことは悪いことではないから、その点を考
慮して今後のスポーツ界の在り方を考えると、一つにはより効率的な時間の使い方をしつつ過程を意
識した競技スポーツの強化というものが推進されていくことが必要と言える。また、二つ目としては
指導者の強化が必要である。勝利至上主義ではなく、より選手のケアや疲労に関しての配慮をした形
での勝利を目指していく姿勢を教えられえるような指導者が育成される必要がある。そのため、指導
者も含めたスポーツ界全体が変革していく必要があると思う。 

議題⑵：中国と日本における老後ケアの概念 
文責：藤本真穂 

　はじめに老人介護は義務か、それとも義務ではないかについてディベートした。 
　義務と答えたのは中国人３人だった。義務である理由として、施設や専門家による介護は愛情では
なく仕事とするもので、家族からの介護には愛情があるため、子どもが社会で自立できない期間に親
が育ててくれた恩返しとして介護するべき、体が不自由になると家族の補助なしでは外出が困難にな
り友達との交際が少なくなるため、といった心理的健康を重視した意見が多く見られた。 
　義務でないと答えたのは日本人全員3人と中国人1人だった。その理由として、介護が子どもの義務
になると仕事に影響を及ぼし負担になるため、子供たちは自分の両親を選択することはできず、両親
は子供を持つことを選択する権利を持ち育てる義務があるが、子供は親の世話をする義務はない。補
足として法律の中では義務ではなく、経済的に困難な状況でなければ両親を養わなければならないと
民法の中に定められている。親と子どもの介護に対する価値観が非常に一貫していない場合、子供は
親を介護することで沢山の労力、時間、お金を無駄にしてしまう場合がある。介護を受けていない高
齢者も自立して生活することができる場合、介護はより多くのトラブルを抱える可能性が高く、親は
子供に生活を邪魔されたくないと考える場合がある。そのような親子介護問題の現状を描いた都挺好
というドラマが中国でとても反響を呼んだ。一人っ子同士が結婚する場合、双方の両親4人を二人の
子どもで介護しなければならないという社会の深刻な問題に直面しているからだ。 

日本と中国の介護現状比較すると、以下の特徴が分かった。 

○日本 
　概念として他人に迷惑をかけることを望まないというのがある。この考えは家族に対しても存在
し、親は子供に負担をかけたくないと思っていることは稀でない。また友人との話の中で親の介護の
話題を避けがちだ。 
介護の方法として親に金銭を支える人が多い。日本の老齢福祉施設の充実が理由として挙げられる。 
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○中国 
　伝統的な儒教の文化的概念の影響を受け、忠実な敬虔さに注意を払い、高齢者の世話をするために
両親を経済的にだけでなく労力を交えて支えるのが一般的であり、中国の一人っ子世代は、退職した
両親が孫の世話をして子供は両親を介護するという相互関係が成り立つ。   

◯結論 
　議論の最大の収穫は、両国の学生が両国で共通してホットな話題を討論することで老後ケアに対す
る両者の見方の違いは、文化的伝統に関連していることが分かった。両国の特別な介護問題における
社会的特徴は、両国の介護問題について意見を持つ際に影響十分に発揮する。しかし、議論の中で大
多数の中国人学生が介護の義務化に賛成していたが一人の中国人学生は義務化に反対するという結果
から、両国間の老齢ケアの概念の違いは固定的で絶対的ではないと分かる。 

■総括 
文責：児嶋夏花 

　我々スポーツと健康分科会は、日中学生会議の歴史において初めて設置された分科会であるため、
手探りの状態から始まったにも関わらず、ここまで中国側と建設的な議論ができたことは我々からし
ても驚きである。それは、本分科会のメンバーおよび中国側参加者が日本または中国に対して問題意
識を持っており、それを解決しなければならないのは我々学生であるということを理解しているため
であると考える。本分科会で行った議論は日中学生会議だけで収束させるものではなく、更に発展さ
せ、社会全般に問題を投げかけるものであって欲しいと切に願う。 
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◆歴史分科会 
分科会メンバー：今井絵莉香、吉永伊織、樫本佳韻、佐藤みのり 

  
写真：文化交流会にて 

  
■はじめに 

文責：佐藤みのり 

　現在の日中関係における歴史問題は日中関係に多大な影響を与える要因の一つである。歴史分科会
はその一つ一つの事象を語るよりも、さらにその根本である「歴史認識の違い」について議論するこ
とが現在の歴史問題と日中関係の改善につながると考え、日本側、中国側それぞれ4人ずつ、計8人の
メンバーで議論を行ってきた。互いの意見を交換していく中で、「愛国心」「国と国民の一体性」「歴
史の一貫性」の3点が大きく異なることが分かった。これらは「歴史認識」の違いを理解し、誤解を
解く上で重要なキーワードになると考え、この3点を軸に、原因と解決策を導き出すことを目的とし
た。 
　議論に入る前に、歴史分科会では「歴史認識」とは何かを定義づけることとした。そもそも歴史と
は単なる事実、事象ではなく、その事実がイデオロギーによって読み解かれたものである。さらにそ
れを人々が個人の住んでいる環境を踏まえて解釈したものが「歴史認識」となる。つまりこの「歴史
認識」は人々の住む社会環境から生まれ、同時に社会概念を作り出し、それが未来の歴史理解に影響
を及ぼしていくのである。 
  

■事前活動 
文責：今井絵莉香 

○顔合わせ合宿 
  顔合わせ合宿では、歴史分科会の日本側のメンバーが初めて顔を合わせ、自己紹介を行った。ま
ず、各々が歴史分科会を選んだ理由を互いに話し、どのようなことに興味を持っているのかを確認し
た。また、中国側との電話会議に備え、本会議におけるテーマの話し合いを行った。 

◯定例ミーティング：初期 
初期の定例ミーティングでは、数週間後に中国側との電話ミーティングで本会議のテーマを決める
ことが決まっていたため、日本側でどのようなテーマを議論したいかについて話しあった。 
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◯中間合宿 
　中間合宿では、本会議に向けて知識をつけるために課題本を設定した。本は「国境を越える歴史認
識～日中対話の試み～」で、日本語版と中国語版がある。顔合わせ後、数回の電話ミーティングを通
して、歴史分科会の本会議のテーマが「日中両国の歴史認識の歩み寄り」に決定していたため、この
本は非常に良い課題本となった。 
また、フィールドワークを決定した。歴史コメンテーター、歴史講師の金谷俊一郎先生に本会議中の
中国側との討論にご参加いただきアドバイスを頂くことになった。 
　　　　　 

  
◯定例ミーティング：中期  
　定例ミーティングにおいては各自で調べ学習をし、プレゼンテーションを行うことで知識づけを
行った。主なテーマは教科書・メディアに関する内容で、中国の歴史教科書がどのように書かれてい
るのか、また我々日本側の歴史教科書がどのように書かれているのかも改めて確認した。そしてメ
ディアに関しては日本の報道の歴史を調べその中でどのように日本が中国と関わってきたのかも学ん
だ。中国のメディアの調べ学習としては、「抗日ドラマ(映画)」を取り上げ、抗日ドラマ(映画)がどの
ように始まり、現在どのような立ち位置にあるのかについて調べた。 

◯事前学習 
文責：吉永伊織 

・FW① 
　8月18日に金屋俊一郎先生にお越しいただき、日中の教科書問題についてお話を伺った。 

【歴史の前提条件】 
　過去は変えられる。例を挙げると、江戸時代に活躍した井伊直弼は悪人であるという一般常識があ
る。しかし時代考証を重ねた結果、井伊直弼が結んだ日米修好通商条約は当時のアジアの中でも有数
の近代的な条約である。当時の日本の状況を考慮すれば、日本は奇跡に近い条約を結んだのであっ
た。その結果、近年井伊直弼をはじめとした幕府の要人の評価が上がっている。つまり、「過去は変
えられる」ということは「事実は同じであるが評価が変わる」ということである。 

【歴史を学ぶ意義】 
歴史を学ぶ意義は大きく三つに分けられている。 
①過去の人たちの偉大な功績を知る。 
②過去の人への敬意、感謝を持つ。 
③それらを踏まえた上で自分は何が出来るのかを考える。 
歴史のどの時代を切り取っても、今の私たちの方が幸せである。歴史が刻まれていくと同時に人々の
生活レベルは上がっており、常に今が一番恵まれているのだ。  

【日中間の違い】 
　中国の歴史の教科書はいわば列伝である。そのような教科書を用いることで偉人たちがこの中国を
守るためにどれだけ頑張ったか、この人のおかげで私たちは幸せであると感じることが出来る。この
ような列伝じみた教科書が使用されることは歴史教育においては世界標準である。対して、日本の教
科書は客観性を重んじる。資料にないもの、確固たる証拠がないものを教科書に乗せてはいけない。
例えば、「この人物は～のような意思で戦いに臨んだ」などという記載をしてはならない。それを
100％実証するような証拠は見つからないからだ。金谷先生は、ここが日本の歴史教育の問題点であ
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ると考える。客観性を重視することは確かに重要だが、そこに重きを置きすぎると本来の歴史教育の
意味がなくなるのだ。 

【愛国心について】 
　今の日本人の中には愛国という言葉に拒否反応を示す人が少なくない。特に戦後すぐに教育を受け
た人々の多くが愛国に拒否反応を示している。しかし、自分たちの先祖の努力のおかげで今の自分が
いるということが愛国である。つまり愛国とは国を愛するというよりは、環境を愛することである。 

【日本における歴史教育と改善点】 
　そもそも自国の歴史が日本史という教科名であることがおかしい。例えば国語という教科名が日本
語であったらほとんどの人が違和感を覚えるだろう。日本史という教科名はそのような違和感を抱え
るものである。  
なぜ日本の歴史教育は客観的なのか。その理由は数多く存在するが、出発点はGHQ支配であると考
えられる。GHQ支配によって日本の考古学から始まる歴史の教科書が始まった。それ以前の教科書に
記載されていた神話は全てカットされたのだが、その神話は歴史教育において非常に重要である。民
族の根本の部分が神話であり、それぞれの民族性が表れている。根本的な日本の神話には八百万の神
が登場する。八百万の神々が議論によって話し合いを進めるため、みんなが納得する結論や顔色をう
かがう。色々な国との調和を重んじる性質が強い日本は、科学的な歴史を教えるべきだというGHQ
の考えを受け入れた。 

　では今後日本の歴史教育はどのように行えばいいのか。金谷先生のお話では小学校、中学校におい
て、国への愛国、感動を与える内容を学ぶ必要がある。こんな凄い偉人達がいる、こんな偉人達が頑
張ったんだということを紹介する。特に小学校では、詳細な事実はほとんど教える必要がなく列伝の
ようにすれば良い。 

　一方高等学校では、共通認識を持つための議論ができる内容を学ぶ必要がある。議論で大切なの
は、自国と相手国の歴史に向けた二方向へのリスペクトである。相手を間違いだと決めつけるのでは
なく、鵜呑みにするのでもない二方向へのリスペクトを高等学校において学ぶ必要があるのだ。 

【最後に】 
　日本人の政治的無関心は、歴史の結果生まれたものである。歴史は今を生み出している。今の自分
の生活を当たり前だと思ってはいけない。平和が空気のようにあると思っているのは、歴史を学んで
いないからである。そのような考えに至らないためにも歴史を学ぶことは必要不可欠である。 

 ◯定例ミーティング：後期 
文責：今井絵莉香 

後期の定例ミーティングでは、課題本を設定しその本の内容に関してディスカッションをした。ディ
スカッションの内容としては戦後責任問題について、そして近代の歴史教科書の比較についてで、日
本側だけではあったが有意義なディスカッションができた。 
  
◯本会議直前会合 

文責：今井絵莉香 
直後合宿では歴史分科会での最初の目標を振り返り、それが達成できたかどうか、また本会議で得
られた知識経験などを互いに共有した。 
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■本会議での議論 
◯オリエンテーション 

文責：今井絵莉香 
オリエンテーションでは、一か月ぶりに分科会のメンバーと再会し、本会議の抱負を共有することで
翌日から始まる本会議へのモチベーションを高めていった。 

  
議題⑴：中国と日本の価値観の違いについて 

◯論点① 愛国心 
文責：佐藤みのり 

 まず、議論の初めにそれぞれが持つ「愛国心」のイメージを挙げた。以下の表は歴史分科会で挙げら
れたイメージと、学生会議の参加者にアンケート調査をし、得られたイメージである。 
  

ここから日本人の持つ「愛国」のイメージと、中国人の持つ「愛国」のイメージが決定的に異なる
ことが見つかった。中国人にとって「愛国」と「国を愛すること」は同義であるのに対し、日本人に
とっては完全に一致するものではないと考えた。実際に日中学生会議の日本側参加者にアンケートを
とってみると、「愛国」という言葉と「国を愛すること」が一致すると答えた人が33.3％、一致しな
いと答えた人は66.7％だった。また、「愛国」と聞いて一番にイメージするものが「日本人であるこ
とに誇りを持つこと」と答えた人が他のどの項目よりも圧倒的に多く30.4％を占めた。つまり、日本
人は「愛国」という言葉に対し実際は中国人と同じような感性を持っているにもかかわらず、その言
葉自体が持つ強いイメージに拒否反応を示しているということになる。日本人は中国人の掲げる「愛
国心」が必ずしも対外的な反日の意味を含まないこと、中国人が純粋に国を愛する際に「愛国心」と
いう言葉を用いることを理解することが必要である。同時に、日本人の考える「愛国」が良いもので
はないために誤解が生まれていることを中国人にも知ってもらいたい。こういった双方の歩み寄りが
「愛国心」の認識の差異によって生まれる問題解決の一歩になると考える。 

◯論点② 国と国民の一体性 
文責：佐藤みのり 

　　次に、国と国民の一体性について議論を行った。我々が議論を進めていく中で、中国のほうが日
本より国と国民が一体になっているのではないかという考えが出た。この考えに対する根拠は以下の
とおりである。 
　まず、日本の国と国民の一体性の低さは投票率の低さに表れている。 

日本

愛国 保守的イデオロギーを内包、受動的、洗脳、政策的

国を愛すること 純粋なもの、能動的、政治的意図を含まない

中国 愛国 日常的なもの、何をしても愛国、所属意識
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出典：「目で見る投票率　平成31年3月」,(総務省選挙部),2019.<http://www.soumu.go.jp/main_content/

000610780.pdf>,(参照 2019-9-14) 

これは実際に衆議院議員選挙における投票率を表したグラフである。第二次世界大戦直後と比べ現
在の投票率が著しく下降しており、現在の日本人の政治への関心の低さがうかがえる。特に注目した
いのは昭和35(1960)年と平成5(1993)年の投票率である。前者は安保闘争、後者はバブル崩壊の時期に
行われた選挙である。これらの年の投票率はそのひとつ前の選挙に比べ投票率が低下している。その
原因として先に挙げた事象があり、国民が自分たちの声が政治に届かないと感じるような出来事があ
る度に投票率が低下し、今現在では国民が政治から大きく離れてしまっている状態にある。つまり、
国と国民の一体性が失われたのである。 
対する中国の国と国民の一体性の高さはデモ活動に表れている。実際に日中間で尖閣諸島問題が激

化した2010年には、中国各地で大規模な反日デモが行われた。日本では国家間の領土問題は政府間の
問題として国民が直接抗議することはないのだが、中国では国民が積極的なデモ行為への参加という
形で政治に参加している。このように、中国人にとっては「国＝自分たち自身」なのである。 
文字通り国と国民が「一体」となっているか乖離しているかの違いは、多くの国家間問題、もちろ

ん歴史問題にも大きな影響を与えているだろうと考えられる。 
  
◯論点③  歴史の一貫性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

文責：今井絵莉香 
　議論を続けていく中で、中国側から「日本の歴史観には一貫性がなく断裂しているのではないか」
という意見が上がった。当初日本側は「そもそも歴史が一貫していないことなどありうるのか」とい
うような考えをもち、中国側の意図を考えるのは非常に難しかったのだが中国側とともに歴史の一貫
性について考えていくと、日本という国の制度の違いについての話題が上がった。例えば、戦中から
戦後にかけての日本は考え方から国も制度までその姿を大きく変えた。その日本の姿が中国側から見
ると分裂しているように見えるとのことだった。日本側と中国側では過去を振り返る際も大きな違い
が見られるということも明らかになった。例えば、日本人が明治時代の日本の功績を振り返るとす
る。その際、我々日本側はそれを当時の人の功績と捉えた。しかし同じような例として、中国側が唐

117



王朝や宋王朝を振り返る際にそれらの王朝の繁栄を過去の偉人たちの偉業としてとらえるのではなく
「自分たち中華民族の偉業」として捉えるとのことだった。我々は何故このような違いが生まれるの
かについても議論した。歴史教育にも関わってくるところだったのだが、やはり日本側の考えとして
「過去は過去、今は今」という考え方が根付いているのではという考えに至った。それも日本の歴史
教育が客観的なものであることに起因すると考えられる。また、中国の歴史観にも歴史教育が影響し
ているところは多いと考えられる。たとえば中国の教科書は様々な表現を用いて生き生きと歴史を伝
えている。それゆえに歴史の教科書を読むとまるで自分もその時代にいるような感覚にさえ陥ること
もあるのだ。その歴史教育の影響もあって、中国側は過去と現在をつなげて考えやすい傾向にあるの
ではないかという考えに至った。 
  

議題⑵：歴史認識の相違による具体的な問題点 

  
文責：今井絵莉香 

◯論点① 教科書歴史問題 
　上記でも述べたように日本と中国では歴史観に大きな違いがある。そのため、教科書の描写にも大
きな違いが見られる。例を挙げると、中国の教科書では「一貫性」が重視され、歴史的事実をありあ
りと伝えるような描写もよく見受けられる。日中戦争に関しては、当時の日本の新聞記事や写真など
を多く用いて詳細な記述がなされている。一方日本の教科書には科学的であり、確実な歴史的証拠が
ない限り、ある事件の記述は避けるという傾向にある。また、具体的事象に関する感情的な描写は極
力避けられる。 
こうした違いから、日本人から見ると「中国の教科書は感情的すぎる」という印象を受け、中国人
からすると「日本の教科書は過去の戦争についての記述が少ないうえに、反省するというような気持
ちが見られない」という印象を持つことになってしまうのだ。また、こうした教科書の違いのほかに
も試験方法にも両国間で違いが見られる。たとえば、中国の歴史の受験の重点は「歴史の事実も重視
するが主観性も見られる」というところである。たいして日本は「暗記が重視され、基本的な史実に
焦点をあてる」ということが重視される傾向にある。また教員の自主性にも大きな違いが見られた。
中国では授業中に教師自身の考えを出すこともある。しかし、日本の教員が教育の場において自分の
意見を出すことはない。 
　また、我々は互いの教科書の自己評価とお互いの国への評価を比較してみた。中国の教科書に対す
る自己評価は「歴史を直視している」、「感情に富み、客観性と主観性の両方を持ち合わせている」
だった。日本側が中国の教科書に対して持つ評価は「物語的で、歴史の描写が詳細」、「一貫した歴
史観をもっている」というものであった。日本の教科書に対する自己評価として、「客観的で、実証
的、事実を重んじる」という点と、「分裂した歴史観、戦争を起こした国としての認識の不足」があ
げられた。中国側からの評価は「歴史の淡白化」、「教科書の言葉の使い方が不適当」というものが
あげられた。 
　そして、何故歴史の教科書の記述のされ方にこのような違いが生まれたのかということに関しても
話しあった。まず一つ目として「愛国心・国民の一体性、歴史の一貫性」といった先述の両国の根本
的な価値観の違いによるものであるという結論が出た。二つ目としては、「メディアの報道」が影響
しているという考えも出た。教科書歴史問題に関しても、一部の教科書会社の表記が全てに適応され
ているような報道のされ方があったり、過剰な報道があったりなどするために、お互いの教科書を見
たこともないのに偏った認識を持ってしまうのではないかという原因も考えられた。 
  
◯論点② メディアによる影響 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：樫本佳韻 
　日中両国のメディアは、上記2つの問題に強い影響を及ぼしている。一部の情報のみを誇張して伝
えることによって、誤解を生じさせることもある。例えば、日本のニュース等で見かけるのは、一部
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の中国人のとんでもない行動を取り上げることによって、あたかも全ての中国人がそのような行動を
するかのような、思い違いを引き起こす事件などである。 
　また、日本と中国とを比べて特徴的だったのが、中国の芸能人が戦争に関する記念日や、政治的な
問題に対して、微薄(中国版Twitter)で積極的に発言をする点である。日本では芸能人などの公的な人
物が政治的発言をすることはタブー視されており、そのような発言をした場合多くは地位を奪われる
傾向にあるが、一方で中国ではそのようなメッセージを送ることでさらなるファン層の支持が得られ
るという現象が見られる。これらの芸能人の発言はファンである若者層の思考にも影響を及ぼすと考
えられる。また、我々はメディアの影響によって負の連鎖が起こると考える。例を挙げると、日中間
で衝突が起こる→中国で一部の人が反日暴動を起こす→日本人の中国に対する印象が悪化する→日中
関係がさらに悪化するという流れである。また、メディアの影響がこんなにも日中関係に負の影響を
与えるのは、日中両国の国民の基礎的な知識不足が原因であるとも考えられる。基礎的な知識が欠け
ることによって、メディアで受けた情報をすべて受け入れてしまうことになるのだ。これに関しては
上記で述べられたような愛国心をはじめとする「言葉」や概念に関する認識の相違との関連性が指摘
できる。 
  
◯解決策 

文責：今井絵莉香 
　教科書問題についての解決策に関して、まずは互いの歴史観を理解して尊重することが大事である
という結論に至った。教科書の内容だけを比較した場合、違いも多いうえに互いの背景を知らなけれ
ばお互いの考えも理解できないし、溝も深まるばかりになる。しかし、その背景を知ることで認める
ことはできないとしても理解し尊重することは可能になるのではないかと考えた。また、フィールド
ワークでお話を伺った金谷先生のお話から、日本側も中国の愛国教育をベースとした歴史教育に関し
ての抵抗が少なくなり、自国を誇る歴史教育は日本に取り入れられていいのではないかという考えも
出た。しかし、国際的な場において自国の歴史を語るためにはある程度の客観性も必要なため、その
バランスを取ることは日中両国の課題で、改善の余地がある点ではないだろうか。 

 ■議論の帰結 
文責：今井絵莉香 

　17日間の会議を通して、我々は「歴史認識」をテーマに議論を重ねてきた。歴史に関する個々の事
象ではなく、我々の歴史問題の根底にある「認識」という点に焦点をあてたことによってお互いの考
えに理解できず苦しむこともあったが、この過程こそが重要なのではないかと考える。他国との歴史
問題を語り、討論する上で、相手の視点を無視することは不可能である。基本的姿勢として、お互い
の歴史観や歴史認識を理解することがもっとも大切である。 
　そのためには、「互いの国の歴史、歴史観」を尊重することが、重要であるといえる。日本側の視
点からいうと、中国の歴史観に理解を示すということのみならず、日本の歴史自体にも誇りを持つべ
きであると考える。歴史教科書問題でも述べたように、日本の教科書は科学的であり、学習する生徒
が日本の歴史を自国の歴史として主観的に捉えにくいという点が特徴的である。そのような教科書の
書き方に主観性を加えることで、日本人が自国の歴史、ひいては自国の政治・経済にも関心を持つこ
とが可能であり、中国人の国家概念や歴史観を理解しやすくなるという点もある。日本側の感覚から
すると、歴史教育に主観性を加えたり、歴史を学ぶことによって、学生が国を好きになるようにする
というのは少し抵抗があったが、今回中国側との議論や、フィールドワークで助言を頂いた金谷先生
の考えから日本側の考え方も変わったように感じる。また、感動を与えることによって国を好きにさ
せるというのは、自国のみならず日中関係にも言えることなのではないかと考える。例えば、日中友
好に力を尽くした日本人や中国人は数えきれないほど存在する。しかし、その人々について知る機会
はとても少ない。従って、彼らの貢献を教科書に挿入することによって互いの国の印象を向上させる
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ことができるのではないだろうか。このようにして、草の根レベルでの活動だけでなく、国が関わっ
てくる教育などからのアプローチの重要ではないだろうか。 

■総括 
文責：今井絵莉香 

　日本と中国は一衣帯水の隣国であり、その交流の歴史の深さははかり知れず、友好を築いていた時
期もあれば、敵対していた時期もあった。2019年の現代にいたっては日本と中国の関係は非常に良好
で、政府主催の若者間の交流も盛んになってきた。そんな雰囲気の中、過去の日中戦争時代を含む戦
争の話をすることは非常につらいこともあったが、事前に積み重ねてきた勉強とミーティングを通し
て築いた互いの信頼関係を糧に１７日間の議論を乗り越えることができた。本会議を振り返ってみ
て、この日中関係が良い時期に歴史を考える上で根底となる「歴史認識の差異」の話から具体化させ
ていって過去の戦争の話をすることができたのはとても良い機会だったのではないかと思う。 
  

120



◆メディア分科会 
分科会メンバー：北條久美、寺社下弥生、鈴木日和、田中浩志 

 
写真：奈良ユースホステルにて 

■はじめに 
文責：北條久美 

　私たちメディア分科会は家族のように本会議の3週間だけでなく、半年をともに過ごしてきた。顔
を合わせる前から何度も電話会議を重ね、日本側、中国側それぞれのミーティングのみならず日中合
同の電話会議もどの分科会より多く行い、友情を厚くしながら何度も本会議の議論テーマを決めるた
めに話し合ってきた。そして迎えた本会議、メディア分科会のメンバーが全員初めてそろった瞬間、
私たちは興奮と笑顔が絶えなかった。議論を深く、友情を深く、笑いも深く、こんなにも楽しく温か
い分科会が創れたのは、他になく、メディア分科会に集ってくれた一人ひとりの議論に対する努力と
今を楽しむ活力のおかげである。この場を借りてお礼を言いたい。メディア分科会の皆本当にありが
とう。参加者の皆、送り出してくださったご家族にも感謝を申し上げたい。そして、陰で支えてくだ
さったOBOGの方々、先生方、日中学生会議のためにご寄付、ご支援をしていただいた方々、本当に
有難うございました。 

■事前活動 

 文責：北條久美 
◯定例ミーティング：初期 
　メディア分科会では主に自己紹介、個々の決意・目的確認、興味あるテーマについてのプレゼン、
FW先決め、中国側とのミーティング準備、課題本設定、ニュースシェアの7項目をオンライン上で
行った。メディア分科会一人ひとりの原点を忘れないように、分科会での作業を行っていく際、辛く
なったときにこの原点を見返してがんばる原動力にしてメディア分科会のみんなでお互い支えていけ
るように、「学生会議に何を求めて参加を決めたか」という目的、「メディア分科会で達成したい目
標、自分の果たしたい目標」としてのビジョン、「日中学生会議を終える時にどんな状態でありたい
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か」というゴールイメージ、「メディア分科会で大切にしたい思い、価値観など」の理念、そして「そ
の為にみんなが（自分が）何が出来るのか」との具体的なアクションを一人ずつ共有した。 
　目的は「一番近くて知ってるようでいて、実は一番遠くて”真実”を知らない中国を知り、アジア地
域全体に資するような日中関係の在り方を考えるため」。ビジョンは「メディアが両国に与える影
響、一般市民のイメージ形成にどう関わっているかを明らかにしつつ『メディア』だからこそ可能な
日中友好への貢献の仕方を見つける。結論や結果だけに着目するのではなく、議論する過程で自分た
ちが何を学べたのかを大事にする。メンバー全員でメディアを見つめなおし、理想のメディアを生み
出す。」ゴールイメージは「未来に繋がる信頼関係を築く。学生会議を終えて、全員がやり切ったと
思える会議、そして最高の仲間、一生涯の日中にわたる友情を築くこと。この会議だけの関係だった
りこの会議のためだけの会議にせず、この会議で出た結論を実際に社会に還元したりより多くの人を
巻き込むことを達成させること」。具体的なアクションは「現実的であることと楽観的であることを
分けて考える。議論が行き詰まった時こそ美味しいものを食べて肩の力を抜くようにする。みんなが
一人ひとり意見を言うとき遠慮しないこと、またそれに対して否定しないですべてを受け止めるこ
と、今の時間を大切に一分一秒を楽しむこと。」とまとめた。 

 
写真:　日本側ファーストミーティングの様子 

◯顔合わせ合宿 

　顔合わせ合宿に来たメンバー3人でまず中間合宿までの分科会計画表を作成した。そこでは今後や
ること・その期限・そのために必要なことを細かく記入した。メディア分科会では合宿の一日目には、
本会議に向けて事前知識を蓄えるために行うFW先の各自候補を書き出しシェアした。二日目は、中
国側とのファーストミーティングをWechatのテレビ通話で行った。そこでは4つ①日本語と中国語を
使った自己紹介、②志望理由、③メディアのどの部分に興味を持っているのか、④どんな分科会にし
たいかを一人ずつ発表し、最後に第2回の合同ミーティングのために全員のスケジュール調整を行っ
た。 
　また午後には日本側のみの定例ミーティングを毎週何曜日に行うか、その際の注意事項、ルールな
どを決めた。また、週に1回メンバーがそれぞれ「メディアに関して興味のある内容」をプレゼンす
る機会を設けた。課題本については、議論をより濃くするための知識をインプットするために初め皆
で提案した5冊に決定し、それぞれ期限を設定し、各自入手することを課題とした。顔合わせ合宿で
できなかった分科会でやりたいことを提案し、ニュースシェアを行うことにした。これは、気になっ
た国際問題、社会問題ニュースをそれぞれが見ているメディアで読んだ記事を共有し、感想やコメン
ト、ディスカッションテーマをシェアしていくものである。最後に今後のスケジュールについて確認
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し、日本側分科会メンバーのスケジュールの把握をした。その際新しい試みとして、TimeTreeという
スケジュール管理アプリを全員で使用するようにした。 

◯定例ミーティング：中期 
　 
　毎回の定例ミーティングでは進行役と議事録役を交代で担当した。中期の定例ミーティングでは主
に一人ずつプレゼン発表、中国側との連携を取り合い、FW先を絞っていき、課題本のシェアなどを
はじめた。顔合わせ合宿で決めた「メディアに関して興味のある内容」発表のテーマ決めと順番を決
め、定例ミーティング2週目から一人ずつ発表を開始した。その内容を総括すると、"東アジアメディ
ア共同体"、"ニューメディアと報道の自由"、"ネットスラングとメディアに対する国民の責任"、”変わ
るメディアと市民社会運動”、"記者クラブは必要か"、"メディアが国民の代表とは何か"である。 
　中国側とのセカンドミーティングでは、お互いの意見の第二案をシェアし、本会議での使用言語に
ついて話し合った。FWに関しては、AIUの教授との日程調整、質問内容を決定させ、他のFW先との
連絡を引き続き取った。 
課題本の1冊目である『池上彰の世界の見方　中国、台湾、香港：分断か融合か』についての内容を
シェアした。この本を最初に選んだきっかけとして、日本側のメンバーの中でまずは基礎知識を深め
たいという意見があった。また、今回メディア分科会中国側には香港出身がおり、日本側には台湾の
大学に通うメンバーがいるため、この機会にまずは日本人のあまり知らない中国と香港、台湾の関係
を学び直すことも必要だと考えた。 
　実際に同書を読んだ上でそれぞれの着目した点をシェアしてみて気づいたことの1点目としては、
日本から中国への固定観念や偏見にとらわれないことの重要性である。日本では中国や中国人に対し
て「中国のものは偽物だ」「マナーがない」「列を抜かす」などのイメージを持つ人が多いが、同書
によれば、戦後高度経済成長期の日本においても、急速な国の発展に国民の意識が追いつかず、同様
の行動が見られたという。それを知らずに今を生きる人が、メディアから得た情報を鵜呑みにした結
果、上記のような問題が「中国」という国家に特有であるかのような偏見が生まれてしまう。 
　2点目としては、日中両国の国家制度には大きな開きがあり、自国を語る感覚ばかりにとらわれて
はならないということだ。例えば、中国においては「憲法より上に共産党が存在する」といった事実
に対して、日本の感覚で「それは違う」と指摘するのではなく、その国にとっての当たり前は何かを
考え、前提となっている国のシステムが日本と違うことを理解し、それを学ぶ姿勢が重要だと学ん
だ。中国に関して今メディアが伝えることにプラスして歴史を学び、国の制度などを理解する事を通
せば、従来とは異なった形で「中国」をとらえなおすことができるのではないかと考えた。 

◯中間合宿 

　中間合宿ではメディア分科会のメンバーは2人のみ集まった。今までの定例ミーティングと日中合
同ミーティングの内容を振り返り、本会議のテーマを決める上で4つの決まりを定めた。それは分科
会の時間以外での「意見交換」として話せる内容は避けること、1日2日では話せない内容を小テーマ
にすること、小テーマはすべて関連性をつけること、日中学生会議でしかできないテーマを扱うこと
である。また、今回は日本での開催のため中国では議論できないディープな内容について議論しよう
ということで考えが一致した。その他、合同ミーティングを日中メンバー全員揃って何度も行うこと
ができないため、疑問点や質問などはメディア分科会日中側全員の入っているWeChatのグループを積
極的に使っていくことにした。次回までの課題として自分なりに小テーマの内容や順番を決めて、今
ある小テーマをもっと議論しやすいように言い換えること、実際に議論を進めていく上でテーマに対
する仮説を考えてくることとした。 

◯定例ミーティング：後期 

123



　後期になると、振替ミーティングも多くなり忙しさが増したが、より本会議への本気度を高めなが
らより具体的なテーマ決めをしていくことができた。中間合宿では勉強会が主な活動内容だったため
に分科会で話しきれなかったことの確認をした。まずは今後の中国側とのミーティング日程調整と、
日中の意見から共通点を話し合い、相互にフィードバックを重ね大テーマの整理を行った。 
　全体の流れを見て、中国側の意見に対して、小テーマの順番に関して意見を述べていった。その中
で出た意見の例として、現状分析をした後「将来」に繋がるように議論できる構成にしたい、例えば
ニューメディアだったらメリットやデメリットを話し合ってから、将来のメディアはどんな風になっ
ていくか、どうなるべきかなども話し合った。そして最後の定例ミーティングで、一つ本会議で扱う
仮説が決まった。それが「ニューメディアは弱者を救うか」である。 
　そこで、日本側だけで本会議のテーマになり得る部分でまだ分からないところを調べて発表するこ
とにした。「メディアの現場で働いている人のストレス状況」、「日本でのユーザー情報のセキュリ
ティ保護について」、「日本の投票率や日本人の政治に対する関心度がわかるデータ」、「Metoo運
動やアラブの春をはじめとする社会運動の事例」、「メディアの技術革新(AI)に対するメリットデメ
リット」に関して役割を決め調べたものを週に一度の定例ミーティングで一人ずつ発表した。 
　加えて、基礎認識をしっかりお互い把握しようということになり、「ニューメディアとは何か」と
のシェアを行った。ニューメディアとは、画面がタッチできるようになること、顔認証などの触らな
くても操作できること、誰でも情報を発信できる且つ受け取れる、情報量が莫大になって弱肉強食を
生み出す、ニューメディアによって昔と比べて弱者がピックアップされるようになった一方で、利益
を追い求める、金持ちに力強いパワーを与えてしまうものにもなりうるなどの意見が出た。 
　中国側とのサードミーティングを行う予定だったが、欠席者が多くなったため中止とした。しか
し、本会議の初日に皆で集中して一気に決めようということを確認し本会議を迎えることとした。 
　また、2つ目のFWの質問内容も決定させた。課題本に関して大きく変更をした。元々5冊の課題本
を全員で読みシェアをしようと定めたが、実際には皆の学業や諸活動の予定が詰まっていることもあ
り、なかなか課題本が手付かずになっていたため、自分たちのできる範囲で見直し、2冊だけを課題
本とし、その他3冊は勉強のために自分のペースで読んでいくことにした。 

◯本会議直前会合 
　日本側のメンバーが初めて全員揃った。中国側がいよいよ来る頃、メディア分科会の日本側メン
バーは一番に外へ飛び出し、メンバーが到着するのを待った。そして会えた瞬間の感動を今でも忘れ
ない。明日から始まる議論に備えた。 

■課題図書 
　『池上彰の世界の見方　中国、台湾、香港：分断か融合か』（2016）著者：池上彰　出版社：小学
館 
　『習近平時代のネット社会：「壁」と「微」の中国』（2016）著者：古畑康雄　出版社：勉誠出版 
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◯フィールドワーク 
文責：北條久美 

・FW① 国際教養大学言語学教授 陳風先生 

 
写真:　7/22（月）国際教養大学の陳風先生の研究室にて 

【FWの目的】 
　私たちは電話ミーティングの際に1人ずつ本会議で何について議論したいかということを話し合っ
てきた。その中で、「日中両国の印象の違い」「世論について」「伝統メディアとニューメディアの
違い」「メディアとは」という項目があり、これらの議論を進める際に参考となるためのFW先を探
した。そこでメディア分科会の一人がAIUの学生だったこともあり、AIUの言語学の先生の陳先生へ
と連絡を繋ぐことができた。陳先生は20年前には中国で、最近では日本の両国においてラジオでのア
ナウンサーや、翻訳の仕事をされていたことがあり、中国と日本の印象の違いを伝統メディアと
ニューメディアの観点に触れながらお話を聞くことができると考えた。 

【FWの概要】 
　FW当日は分科会日本側メンバーの2人が参加した。1人はAIUの学生で陳先生の研究室へ直接訪
れ、もう1人はビデオ通話で行った。　全部で「翻訳を通した日中の文化の違い」、「メディアの変
化と日中両国の印象の変化」、「よりよいメディアと世論にするためにはどうすればいいか」につい
て知ることができた。 
　最初に翻訳のお仕事についてお聞きした。陳先生がなさっている翻訳は大きく二つ、日本向けのラ
ジオ局・NHKで中国語のニュースを日本語に訳す事とそれ以外の翻訳、例えばドラマの翻訳、国際会
議の同時通訳などをされていた。日常的にも先生は翻訳をしていらっしゃるという。それはなぜかと
いうと、「翻訳は新しい知見を深められる」、「日本や中国についての理解を深められる」からであ
り、次の質問でそのことを知ることができた。私たちは、翻訳をする際、言い方を少し変えるだけで
読み手の捉え方が変わってしまうなどあると思うが、翻訳する上でどういうことに気をつけているか
と質問した。陳先生は「相手の文化に対して理解することが必要。言葉の意味ではなく、究極のとこ
ろ、言葉の感覚を理解すること、つまり日本人が日本語を聞いて感じるところ、中国人が中国語を聞
いて感じるところがわかるようにならないといけない」と答えられた。それは、日本では差別用語に
対して敏感な部分があり、中国では傷つけない用語が、日本で使ったら差別になることもあるとい
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う。例えば、日本人で「仕方がない」の表現は、中国語では訳せないと言う。それはなぜかというと
日本語の意味は「理解した上で他に方法がないことを認める」意味だとされるが、中国語ではその表
現は含まれないという。そのため、「言語はやればやるほど、お互いの言葉、言語表現、言語行動の
奥深さを思い知らされる。相手の考え方、発想という、文化の部分、社会通念を理解しなければなら
ない」という。 
　次に、昔と今の日中両国でメディアの変化はあるかどうか質問した。20年前に中国での仕事をされ
ていた先生は、特に日本のメディアに関して変化したとおっしゃった。日本のメディアは今、中国に
対して日本がすごいぞという自画自賛な態度が増えてきている。中国でネガティブな事件があれば報
道するが、いいことは報道しないという傾向があるという。80年代、中国の国力がそこまで強くな
く、貧困層や生活レベルも今ほどよくなかった時は、日本のメディアでは好意的な報道が多かった。
なぜなら、貧しい生活をしている人がたくさんいた頃日本人は中国に対して親近感を感じており、中
国が脅威ではなかったからであった。しかし最近は日本にとって中国が脅威になりはじめ、昔と違っ
て、ライバル意識があるといえる。これは、日本の書店における『中国崩壊論』『中国のGDPは嘘
だ』などのネガティブな本が多く並んでいることからも読み取れる。反対に中国の書店には日本を悪
く言うような名前の本はなく、その代わり日本の文化の紹介本などがある。中国が日本を批判しない
理由は、批判する理由がないからであり、関係が悪くなったら、日本のことを批判するだろうが、中
国では批判しても売れないと仰っていた。 
　つまりは今、中国では日本に対するポジティブの内容のものが売れ、逆に日本では中国を批判する
ネガティブな内容の本が売れるということであり、このことからメディアの変化により日本と中国の
印象の違いが生まれてくる事が分かった。 
　陳先生は、このようなマスコミの情報だけを鵜呑みにしていたら相手のことは理解できないと強調
された。ここで、マスメディア以外のSNSなどが含まれるニューメディアに対する日中関係の変化を
聞いたところ、SNSの発展によって各国の変化はあると思うが、中国ではそもそもSNSへなかなか接
続できないため、ニューメディアは日中関係の変化に関わるアクターとしてあまり機能しないのでは
ないかと仰っていた。 
　一方で、日本でもマスメディアに対しておかしい、偏っている報道だとわかっている人も多くいる
とも言う。例えば、ヤフーニュースで日本メディアが流す中国に対してネガティブな内容の記事を鵜
呑みにし書き込みしている人に対して、「実際に中国行ってみたけど、日本メディアが報道している
ようなネガティブな内容ではなかったよ。」という人もいる。そのため、日本人も中国に行けばわか
るはずだが、行かない人のほうが多い、これが日本人の問題だと仰っていた。それだけでなく、特に
最近は日本のマスメディアでの中国に関するネタが尽き、中国関係番組の視聴率が上がらず、中国に
関するニュース番組が大幅に減ったという現象も起きている。この背景には、やはり日本人の無関心
さがあると触れられ、「知らぬが仏」というような日本人の精神の表れなのではないかと指摘されて
いた。 
　3つ目に、メディアをよくするためにはどうすればいいのかと訪ねた。陳先生は以前国際会議の同
時通訳をされた時、ちょうど尖閣諸島問題が話題に上がっていた時期であり、その会議の題目が「ど
うすればお互いの印象をよくできるか、メディアの役割とはなにか」であったそうが、その時感じた
ことを交えて話してくださった。議会に参加していた日本代表の方が言った内容に「テレビというも
のは、大きな影響を与える。繰り返し刺激的な場面を繰り返し報道することによって事を大きくす
る、例えば中国でのアンチデモをほんの一部に過ぎないのに、中国全土に影響を与えてしまう。」と
あり、陳先生は「テレビは嘘をついているため、事実とは違う印象を与えてしまう」事を強調され、
間違った情報を鵜呑みにしないための対策を教えてくださった。それは、同じ情報でも3か国の報道
を見るようにすることである。日本での報道、中国での報道、そして何も関係していない第三国の報
道を比較することで、どのメディアも報道する一部の事実から、事実のすべてを知る目を養うことが
できる、またそのためにはさらなる勉強が大切と言われた。 
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　最後に、中国に対する国民の世論をよりよくしていくためにはどうしたらいいかとの質問をした。
これには、政治的な問題が入ってくるため難しい問題ではあると言われたがその後に、「実際に人と
人が交流し、大学生同士で交流し、お互いを理解すること、そして草の根を広げることが大切であ
り、政治関係の良し悪しに左右されない長続きするものをつくってほしい、80年続いてきた日中友好
なのに、一変してしまってはいけない」と、力を込めて伝えて下さった。 

【FWから得た考察】 
　最初のFWでは陳先生より「翻訳を通した日中の文化の違い」、「メディアの変化と日中両国の印
象の変化」、「よりよいメディアと世論にするためにはどうすればいいか」の3つの事柄を知ること
ができた。「翻訳を通した日中の文化の違い」では、陳先生が言われていたように、相手の文化に対
して言葉を超えた感覚を理解することが必要だということを学んだ。そのためには言葉をお互いに学
び合うことや、現地の人と直接に会って交流をすることが大切だと考える。「メディアの変化と日中
両国の印象の変化」に関しては、2つの問題点、特に日本のメディアのネガティブな報道、そして日
本人の無関心があることが明確になった。「よりよいメディアと世論にするためにはどうすればいい
か」という部分では、メディアをよくするには国民一人ひとりの意識が必要だと感じ、いかに国民が
テレビの嘘に騙されずに事実を知る努力をするかによって、正しい報道をする番組の視聴率が上が
り、国民の無関心も減っていくのではないかと考えた。そして日中の世論をよくしていくために、草
の根を広げ、政治関係の変動にも揺るがない強固で長期的に続いていく日中友好を築いていきたいと
感じた。以上の学んだことの2つ目と3つ目は本会議に生かすことができるものになった。 
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・FW②  株式会社TBSテレビ　メディアビジネス局　海外ビジネスセンター　 
　　　　国際戦略部　部長　井上波さん 

 
写真：7/26（金）株式会社TBSテレビ前の広場にて 
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【FWの目的】 

　私たちは電話ミーティングで「ニューメディアは弱者を救える」という仮説を立てていた。そして
他にも本会議のテーマの候補として挙がっていた「メディア業界で働かれている方のストレス状況」
「メディアで取り上げられるテーマ」「中国人権問題」「伝統メディアとニューメディア」に関して
もっと知識を深められたらと思い、実際に大手メディア会社で働かれ、中国での勤務経験もある井上
波さんにお話を伺える機会をいただけた。 

【FWの概要】 

　2回目のFW先であるTBSへ日本側メディア分科会の2名で訪れた。ここでは主に「メディアで取り上
げられるテーマの選ばれ方」「中国人権問題と中国メディア」「メディア業界で働かれている方のス
トレス状況」「伝統メディアとニューメディアとメディアリテラシー」「ニューメディアは弱者を救
うか」の5つについて学んだ。 

　井上さんは上智大学新聞学科出身で、入社後ニュース3を7年間担当し、その後、ワシントンDC支
局、日本の外信部のデスクを担当し、2014～2018には北京支局長、そして2018年11月から現在の国際
戦略部の国際部長を務めておられる。TBSに務めたきっかけは、1年間のスイス留学期間に記事を書
く機会があり、その時に記事を書くことの面白さに気づき、ジャーナリストになりたいと思うように
なったことだ。そこからTBSへ就職し、ニュース3で警察から取材する殺人事件を担当することもあ
れば、脳死からの臓器移植・里親制度について、社会でどうやって育てていくのか・黒人系初の大統
領オバマの選挙と公民権運動を取材・イラク戦争が勃発した時期、イラク戦争とは何なのか、PTSD
（心的外傷後ストレス障害）についての取材・難民制度について、どうして日本はこんなにも受け入
れが少ないのか、日本の牛久市に難民収容所があるという記事・エジプトの騒乱・ウクライナの紛争・
ポーランドへ日本の原発輸出、等について書かれている。 

　井上さんが北京に行かれたきっかけは、中国は未来、世界の中心となってゆく国であり 

井上さん自身が昔アメリカで勤務していた経験から、今度は中国に行ったら面白いのではいないか、
という関心から北京支局へ行くことになった。また、建国記念日や、祝日の軍事パレードなどに招待
され北朝鮮に2度行って取材をするなどもあったという。 

　1つ目の質問で、井上さんは普段どんな思いで記事を書かれているのか聞いてみたところ、これが
やりたいというこだわりを記者一人ひとり持っているため、中国を担当する人が5、6人いたとしても
中国経済を書く人、文化面や人権問題にフォーカスして書く人などのように、それぞれ分野が違い、
自分が絶対に伝えなければならないとの思いで書いている事を知れた。民報では何を書いてはいけな
いというのはない。ただ、オンエアできるかどうかが問題であり、NHKと比べて大変なのは、国営
と違って民営は報道してもらえる物理的な時間、視聴者、東京の番組編集の人たちの思いの3つに
よって割り振られるため、ここが戦いだとおっしゃられた。自分の書いた記事が3回に1回の程度で報
道させてもらえ、報道してもらえなかったものは1か月後に特集という形でまとめたものを出すこと
もできる。 

その中で強調されていたのは、この2点「何を伝えるべきか」「何を視聴者が知りたいのか」がマス
メディアの番組が記事や題材を選ぶ条件として重要であるということだ。 

　次に「中国人権問題と中国メディア」に関する質問をいくつかした。中国のメディアはすべて国営
であるため、国が報道したい内容だけを報道するシステムになっている。 
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人権問題については弁護士拘束事件の裁判のときは報道されたが、その背景には「私は悪いです」と
認めた人の裁判だけは公開する、そして海外記者も家族も傍聴できない裁判、やらせが傍聴してい
る、いわゆる茶番をさせているといえる。それと比べると日本のメディアはまだまだ自由があると述
べられた。 

　気になったのは中国政府は海外の記者を妨害するのかということだったが、それに関しては二つの
側面がある。海外メディアが人権派弁護士の奥さんたちにインタビューをしようとしても、中国政府
はヤクザのような人を雇い妨害してくるため、海外記者らは彼女らに隠れて会ったりするしかない。
彼女たちはインタビューを受けることによって、捕まる可能性も出てくるが、それでも海外メディア
に取材してもらえることは彼女たちにとって外へ情報を発信できるすべになるため欠かせないのであ
る。その一方で、海外メディアは中国政府にとって邪魔なのかという質問をすると、宣伝効果もある
ため一概に邪魔とは言えないという。例えば、貴州省の脱貧困政策に関して、中国政府は、海外に成
功した様子を全世界へ知らしめたいため、海外メディアが来ることは中国政府にとっても必要なこと
なのである。ただし、彼らが見せるものは成功例のみで、途中経過や失敗例は絶対に見せないようし
ていると言う。 

　「メディア業界で働かれている方のストレス状況」に関して、働いている上でストレスはあるかと
いう質問に対しては、井上さんはないと答えられ、ストレスというものよりももどかしさを感じると
仰った。それは、理不尽の問題であり、メディアの中での働き方改革への不満もある。井上さんが仰
るには、働きたいのに働かせてくれない、これが逆にストレスになることもあるという。 

他の働き方改革の例としては、NHKの記者の過労死から最近では朝ドラの第一話から第十話を担当す
るのを2チームに分けて、1話ずつ担当を交代することで負担を減らすということをしているらしい。
その分、人件費は倍になるが、疲労は解消されることとなる。 

　「伝統メディアとニューメディアとメディアリテラシー」からニューメディアへの変化に関して
は、伝統メディアは、責任をもって報道しているが、SNS上の情報の影響を受けてテレビ局にも「こ
うらしい」という、信憑性不明の記事が入ってくることがあるという。そのため、”ニュースの信憑
性が判断できるか？”との問いが国民にかかっている。 

　また、今の若者はメディアリテラシーがどの程度ついているのかわからず恐ろしい、と語っておら
れた。その背景には、今のメディアはAIの機能により好きなジャンルだけ表示する機能があるなど
「知りたいこと」のみ受け取りやすくなるようになっており、芸能ニュースが好きな若者ならば芸能
ニュースしか見なくなるといった傾向にある。ここで井上さんが問題にしていることは、インター
ネットばかり見ている人にリーチができなくなるということであり、どうやったらすべての人に幅広
く、「知ってほしい」ことを見てもらえるようになるのか、である。 

　「ニューメディアは弱者を救うか」との問いに対しては弱者にとっても強者にとってもどちらの武
器へとなり得ると答えられた。私たちが日中学生会議で話し合うテーマへのアドバイスとして、メ
ディアのあり方を議論するのは難しいため、これからの世の中でニューメディアを使って特に日本の
メディアはどうしていく必要があるのか、弱者のためのメディアにどうしたらできるのかということ
を話し合ってほしいと提案していただいた。 

　質問がすべて終わった後に、社内見学をさせていただいた。放送局、生放送のスタジオ、編集部、
政治部、経済部、すべての作業場を覗かせていただいた。番組編集をする場所で人が多く集まってい
る場所は本番まで時間がないところというサインらしく、本番15秒前に完成することもあるらしい。
社員たちは一分一秒も無駄にできないということを知った。編集する人と、記者の人が一体となって
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テレビの映像を作り出していく。それが私たちの普段見るテレビ番組の裏側であるということがこの
見学を通して気づけた。 

【FWから得た考察】 

　TBSのFWで学んだことは細かく分けると「メディアで取り上げられるテーマの選ばれ方」「中国
人権問題と中国メディア」「メディア業界で働かれている方のストレス状況」「伝統メディアとニュー
メディアとメディアリテラシー」「ニューメディアは弱者を救うか」以上の5つある。その中でも、中
国の人権派弁護士の詳細と、それに対する中国メディア、また外国メディアの対応を知り、井上さん
も言われていたようにメディアは強者の武器にも弱者の武器にもなり得る一つの事案に気づくことが
できた。ストレス状況に関しては個人差があるため議題にするのは難しいと考えた。「伝統メディア
とニューメディアとメディアリテラシー」に関して、若者のメディアを通した判断力、考察力が鍛え
られていないことが問題であるが、FW①でも言われたようにできる限り多くのニュースを読むこと
でメディアリテラシ－を培う必要があることを重ねて学んだ。 

　社内見学から感じたことは、番組を一つ一つ作る裏側には本当に多くの人たちの思いが込められて
おり、たった数十秒にも満たない映像のために記者が苦労をして取材して来たものもあることを知り
その大変さに感動した。私はメディアが流すものは私と関係ないものと思ってはいけないと感じた。
多くの人の努力によってこの一秒一秒の内容が完成していく現場を見て、私たちはそう感じた。 

・FW③ 株式会社PoliPoli　代表取締役　伊藤和真さん 

 
写真:　8/17（土）中目黒駅のスターバックスにて 

【FWの目的】 
　本会議が始まってから私たちは最初にテーマを「メディアを通した若者と政治意識」に決めた。そ
の中で「政治意識を高めるために何ができるのか」「メディアは政治意識を高めることができるの
か」を分析するために、また「政治に関する教育問題」「ネット投票」について学生の立場で政治を
真剣に考えている方から意見を得るために、政治に関するアプリを作った伊藤和真さんの大学である
慶應義塾大学の友人の繋がりで連絡先を頂き、実際にお話を伺うことができた。 
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【FWの概要】 
　今回のFWで初めてメディア分科会の日本側も中国側も全員参加する事ができた。1つ分科会で扱う
大テーマである「若者が政治に意識を持つためにはなにが必要か」に関して思考を深めることができ
た。はじめに伊藤さんはパワポを使ってアプリの概要を説明してくださったあと、丁寧にすべての質
問に答えてくださった。 
伊藤さんは俳句がきっかけでこのPolipoliを始めた。俳句を作れるアプリを作りたいとプログラミン
グを独学で学び朝日新聞に事業売却されたことがあった。そして今回作ったのがPolipoliである。ター
ゲットは、政治的アクションを起こし比較的政治に対して何かしらの疑問を持っている人。解決した
い三本柱として（1）政治は難しそうと思っている人、（2）政治に興味がなく無力感を感じている
人、（3）政治を諦めている人、この三種類の人々に対してゲーム感覚で意識を変えてもらおうと1年
半ほど前から取り組んでいる。自分の1票が何かにつながるのか、という意見や、別に政治家は何も
してくれないから投票したくないと思う原因は何か、それは教育であると伊藤さんは言われた。政治
に関して意見や関心を持っていても投票に行くことまではしないという、投票をすることへの価値を
見いだせていない、つまり投資対効果のなさを生み出している状態である今の教育を変えるべきであ
るが、それは、難しいため投資の効果をあげるためには何ができるか考えたところ、解決方法として
は「ゲーム感覚で政治家と町づくりができるサービス」が必要だと伊藤さんは考えた。 
　アプリとしては、課題を投稿→共感を集める→政治家を支持→スコアが上がるといった流れになっ
ている。PoliPoliのアプリに登録をしている議員は500人ほどいて、議員も一般のユーザーもアプリ内
で建設的な議論をしたり、共感を集めることでスコアを上げることができる。これらを通して議員は
より市民と密接につながる事ができ、小さな声もすくい上げることができ、また市民側も自分の意見
がいかに政治に反映されるかということが目に見えるため、投資対効果が上がるという。 
　ちなみに、過激な意見や、暴言のみで議論に発展しない意見、個人攻撃をする発言はPolipoliのサー
ビスとはズレているため、削除するようにすることもある。 
　このアプリ以外にも、PoliPoliは様々な活動をされている。例えば福岡で議員と一般市民が交流や
議論をするイベントに参加したことがある。その際に議論された例としては、「LGBTなどの性的少
数者に対するサポートとして港区が行うべきことは何か」というものがある。現場における政治家と
の交流、議論の場の提供などのイベントも開き、いいアイデアが出たら市長へ投げ掛けるなどもあ
る。 
　他にも、若者の投票に関してお聞きした。最近、若者の投票率を挙げるために投票に行った人はタ
ピオカが半額になるといったご褒美制度を利用して投票率を挙げようというものがある。これに対し
て私たちは、ご褒美のためだけに投票へ行く人が増えるのではないかと懸念していたが、伊藤さんは
タピスタなどのご褒美制度がきっかけになって投票に行く人がいるならそれも1つの進歩であって、
行かないよりはマシであるため、まずは切り口をタピオカで作るにせよ、そこから意識を高めていけ
ば良いと言われた。 
　また、ネット投票に関して、実現すると思うかと聞いたところ、近いうちにできるようになると答
えられた。ネットで投票することのセキュリティ問題や間違いを懸念しているのは、投票を紙でやる
ことに対しても間違いは起こりうるため、リスクは同じくらいあるならばネットで投票をやってみる
ことは、国外にいるなどといった理由から物理的に投票が不可能な人を救うことにつながるため、若
者へよりよいアプローチになるとも言われた。 
　私たちメディア分科会は、教育の中でもっと政治について身近に取り上げるべきだと思い、ポス
ターを配布するキャンペーンを提案してみた。伊藤さんの反応は非常に良かった。教育での公平性は
大事だが、全生徒一人ずつ公平にしようとするため、気にしてばかりいたら始まらない、そもそも政
治に関わろうとする若者が少ない。そのため、「まずやってみること」が大事であると言ってくだ
さった。すでに教育を終えている人達をどうするのか聞いてみたところ、やはり最初は政治関心が高
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い人へアプローチをし、そこからそこから時間をかけて政治に興味のない層にも広げていくと仰って
いた。 
　メディアに関しての質問としては、PoliPoliの広報戦略はどうされているか気になったため聞いた
が、SNSを使って広げる戦略はせず、本当にいいサービスを作り、それをメディアが取り上げてくれ
るようにすると答えられた。若者が今のメディアを通して政治に意識を持つことができると思うかに
ついて触れると、実際に伝統メディアに対しては希望がないと言われたが、政治でもメディアにおい
ても『諦め』を無くしていくのが大事だと強調された。最後に、「誰でも意識が芽生える場所は、家
庭や地域のところなどの身近な場所からであり、誰でも意識は必ず芽生える」との心強いメッセージ
を伝えてくださった。 

【FWから得た考察】 
　PoliPoliは政治家と一般市民の議論の場を提供するとても画期的で必要性のあるアプリだと感じ、
それ以外にも実際に対面して議論、交流をする機会も作っていることに感心した。「若者が政治に意
識を持つためには何が必要か」という点で、私たちは伊藤さんにお聞きした「タピオカなどのご褒美
制度」「ネット投票」「教育面」そして「メディア」この4つの観点からそれぞれ得られた気づきが
あった。「タピオカなどのご褒美制度」は投票の目的を失う事はいけないが、投票に今までいくきっ
かけがなかった人を巻き込むことができるのではと、新しい活動に対して今の効果ではなく、長期的
に効果を見てみようと思えた。「ネット投票」に関しては、失敗は付きものであるため、やってみる
ことのメリットを生かす方向も大事だという考えが増えた。「教育面」では、最初は教育が受けられ
る政治関心が高い人へアプローチをすることに重視し、そこから時間がかかってでも政治に無関心な
層にも影響を広げていくことができるとの意見を受け、まず若者で政治に対してアクションを起こす
人が日本では少ないことから、アイデアがあればまずは実践をしてみることが今の時代は必要だとい
う事を知ることができた。最後に「メディア」においては、自分たちが『諦め』ていては何も始まら
ないと感じ、政治に対しても同じようにまずは自分が諦めないことだという、当たり前のようで重要
な事を再認識することができた。 
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・FW④ 日本僑報出版社　代表・編集長の段躍中さん 

 
写真:　8/18（日）西池袋の公園にて 

【FWの目的】 
　本会議を進めていく中で、ありがたいことに日中学生会議のOBOGの方から日本橋報出版社の段さ
んとつながる機会をいただけた。調べてみると、日本橋報出版社様は伝統メディアでもニューメディ
アでも多くの発信をしているのを目にした。さらに中国人と日本人が自由に集まって交流をするとい
う草の根市民交流のイベントを開いていることを知った。ぜひ出版社という立場からのお話を聞いて
みたいと思い、メディア分科会全員で事務所を訪れた。 

【FWの概要】 
　段さんへのFWでは「良い発信者になるためには国際発信をすること」と「民間レベルから実践す
ること」の大きく2つの事を学び得ることができた。 
　まずは質問として、最近中国に対してネガティブなことが書かれている本が売れていることをどう
思うか聞いた。段さんは、「売れているからと言って、いい本とは限らない」と答えられ、もし自分
の書いた記事が非難・中傷を受けたりしても構うことはしないと仰った。実際に、段さんは日中関係
にとって重要な日に自家用車を壊されたことがあったと言う。それでも相手にしなかった理由とし
て、「私には覚悟がある」「いちいち反応をしていたら時間の無駄であり、それこそ彼らが喜んでし
まう」といったことが挙げられ、構っている時間があるのなら他の事をする、もっとやるべき事をす
ると堂々と語られていた。 
　段さんが何度も強調された事として、”よい発信者になるための鍵は国際発信すること”である。将
来どんな仕事においても、日本人を、自分をどう発信するかが問われる時代。メディア発信がいかに
大切であるかと、段さんは「どんな感情でもいいから、新刊を読んで、新聞にメルマガに感想を通し
て載せるなど、なんでもいいから送ったほうがいい。大学でも、自分が今いる場所での発信が一番大
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事。」と語られた。そして「自分がいかに良い発信者になれるか」「自分たちには何ができるか」「自
分がジャーナリストであるならば、どんな問題意識をもって記事を書くか」「うち向けではなく、海
外に、そして世界に向けて何ができるか」ということを日々問いかけることも非常に大事であるとい
う。そこで段さんは私たち日中学生会議の学生に向けてこう言われた。「日中の魅力を世界に発信し
ていくこと！そしてやりたいことは自分で実践を！行動力で実践できる！」と。例えば、ここにいる
全員で安倍首相に呼びかけにいくこと、「日中学生会議、日本側中国側60名で開催しました！」
「500人集まって一緒に会いに行きたいです！」などと伝えればできると仰った。また、トランプ大
統領に、その声をかけることもできるとも言われ、トランプ大統領がツイッターでコメントしたのな
らたちまち全世界に広がり、皆が活動を知り集まってくるとの、段さんの提案を私たちに伝えてくだ
さり、あとは実践をするかしないかの問題なのだと気づいた。 
　もう1つとても重要な事として言われたのは、民間レベルでの交流、また民間レベルでの友好関係
である。段さんは毎週日曜日に《漢語角》という交流会を池袋の公園で、誰でも参加可、無料で開催
している。今日までの参加者には日本人と中国人を始め、10カ国以上の国から集まっている。中には
90歳以上の方も来られ、また3～4歳の子供もつれてくる親子での参加、そして大使、外交官の方々も
来られるという。交流会では日中両方の言葉で話し、互いに日本語と中国語を学び会う相互学習の場
にもなっている。この交流会ができた経緯としては、段さんが日中の民間レベルでの交流がしたいと
思い立ってすぐ、同志の力を借りたところから始まった。最初は5人～10人が活動に参加しに来てく
れ、その場に集った一人ひとりが3人を誘えば参加者は増えていった。さらに有名な人、顧問の人に
お願いをして声をかけてもらうなどの工夫を交えていき、当日私たちも参加した605回目の開催を迎
えるまでに多くの人が参加するようになった。このように、段さんは自分の経験から、「その時大事
なのは、まずは同志を集め、一人ひとりが行動、大胆に行動すること！」と力を込めて語られた。 

【FWから得た考察】 
段さんはお時間が少ない中、私たちに様々な可能性を導いてくださった。実際に私たちも《漢語角》
参加し、多くの新しい日中に跨がる友人を作ることができ、とても良い経験をしたとの感謝の気持ち
でいっぱいである。この友情を今後もつなげていくと同時に、自分たちが日中友好を広げる発信者と
なり、自分たちのいる場所から、民間レベルでの交流の場を築いていきたいと決意することができ
た。 
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写真：段さんと懇談の様子 

■本会議での議論 
◯はじめに 

文責：田中浩志 
1）メディアとは 
　今日の社会において人々はテレビや映画、インターネット、そしてSNS等のメディアに囲まれなが
ら、互いに影響し合って日々を過ごしている。情報技術の発展によりメディアは私たちの生活の根底
にある必要不可欠な要素となりつつある。それ故、メディアは私達の日々に強い影響を与えている。
また、グローバルメディアの発展により私たちは世界各地で起こっていることを事細かにボタン1つで
知ることができるようになった。このような情報社会において私たちが見ている世界は、メディアの
印象操作によって形成されていると言えるだろう。日本の書店ではよく『中国崩壊論』『破滅に向か
う中国』のような中国批判の内容を示唆する題名の本がよく見られる。テレビの中でも「中国人はマ
ナーがなっていない」「中国の食品は危ない」と言ったような発言をよく目にすることがある。この
ようなメディアによる中国の描写を見てきた日本の人々はよほど確実な知識やメディアリテラシーを
持たない限り、中国に対して否定的なイメージを抱いてしまいがちだ。このようにメディアは無意識
のうちに私たちの考え方や生き方を操作している。同様にこのようなメディアの多大なる影響力は、
特定の事柄に対する肯定的な報道や出版により人々のマインドセットをを変えることができるのも忘
れてはならない。私たちはこれからデジタル化の進む社会においてメディアの動向とそれに伴う影響
は日本と中国の友好に重要な役割を担うと考えた。 

2）会議中に議論した議題、またこれらの議題を選んだ理由 
　私たちは「メディアは若者の政治意識を高められるのか」と「ニューメディアは弱者を救うか」と
いう2つのトピックを議論した。1つ目の議題に「メディアは若者の政治意識を高められるのか」を選
んだ理由としては言論NPOが中国国際出版集団と共同で毎年行っている日中共同世論調査にて日中両
国の印象について聞かれた項目において日本側が中国に対しての印象で「良い」でも「悪い」でもな
く「分からない」が最も多かった回答であったからである。私たちはこの「分からない」と答えた層
の人たちがどのような人たちかを分析した。私たちの分析ではこれらの人々は明確な政治的な意見を
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持ってない故にマスメディアの印象操作によって一番影響を受けやすい層だと考えた。そのためメ
ディアを使ってこの層の人々の政治意識を芽生えさせ発展することができれば少なくとも日本のメ
ディアの印象操作を簡単には受けなくなり、より建設的に日中両国の関係を見ていくことができると
考えた。このように政治的意見を持つことはメディアリテラシー能力を身に付けることを促進し、結
果として日中友好の一歩となると考えたので「メディアは若者の政治意識を高められるのか」を1つ
目のトピックに選んだ。 
　また、2つ目の議題に「ニューメディアは弱者を救うか」を選んだ理由としては、SNSなどのニュー
メディアの普及により今まで声を上げることができなかった社会的弱者が声をあげれるよになったの
かもしれないという仮説を立てたからである。ニューメディアの普及によりこれまでの伝統メディア
とは違い誰でも情報やメッセージを社会にを発信することが可能となった。またその発信したメッ
セージもSNSの拡散機能により以前よりも多くの人の目に触れさせることができるようになってき
た。私たちは特に情報規制の厳しい中国においてニューメディアは社会改革の為の重要な役割を担う
と考えた。中国の伝統メディアは政府のプロパガンダとして使われており、政治的反対意見はもちろ
んその他様々な事柄の出版・報道が規制されているのが現状である。この状況において政府のイデオ
ロギーと異なる人々はあまり政治的恩恵を得ることができていないのが現実の問題である。チベット
やウイグルなどの少数民族が主な例としてあげられる。しかしニューメディアの発達により今まで新
聞やテレビしかなかった伝統メディア時代とは異なり、彼らにも自分たちの不満や政治的意見を社会
に発信しやすくなったと言えるだろう。これらの点により私たちはニューメディアの普及がどのよう
に日中両国において社会的変革をもたらしているのかということを議論するために「ニューメディア
は弱者を救うか」を2つ目の議題にした。 

議題(1)メディアは若者の政治意識を高めることができるか 
文責：寺社下弥生 

　私たちははじめの約2週間を使い、「メディアは若者の政治意識を高められるのか」という議題に
ついて話し合った。そもそもこの議題には「今の若者の政治意識は低い」という前提が必要になって
くるが、この前提を設けたのは2つの調査結果がきっかけになっている。それは、言論NPOが毎年行
なっている「日中共同世論調査」と、ここ数年の日本での選挙の投票率の結果である。日中共同世論
調査とは、言論NPOと中国国際出版集団が2005年から毎年日本人と中国人を対象に両国の相互理解・
相互認識の状況を把握するために行っている調査である。私たちはこの調査結果から以下2つのこと
を読み取った。 

　1つ目は、日中両国の相手国への印象の変化である。ここ数年間で日中間で起こった最も大きな出
来事の1つとして2012年中国で起きた尖閣諸島抗議デモが挙げられるが、中国側の結果を見てみる
と、反日デモが起こった翌年の2013年、日本への印象は著しく悪化している。その反面、翌年から現
在にかけては著しく改善の方向へ向かっている。一方で日本側の結果を見てみると、2012年の反日デ
モは然程影響しておらず、ここ数年間は中国に対して一貫して悪い印象を持っていることがわかった
(図1参照)。 
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図1：日中共同世論調査「相手国に対する印象」 

(「第14回日中共同世論調査」出典:言論NPO 2018) 

　2つ目は、「グローバル化の是非」「日中経済関係について」「日中関係におけるメディアの貢献
度」等、多くの項目に於いて日本側で「わからない」という回答の割合が中国側に比べて遥かに高かっ
たことである。以下の図2･3･4が、それらの結果である。 

 
図2：日中共同世論調査「グローバル化の是非」 

(「第14回日中共同世論調査」出典:言論NPO 2018) 

 
図3：日中共同世論調査「日中関係におけるメディアの貢献度」 

(「第14回日中共同世論調査」出典:言論NPO 2018) 
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図4：日中共同世論調査「日中経済関係の今後」 

(「第14回日中共同世論調査」出典:言論NPO 2018) 

　私たちはこの2つの結果と、ここ数年間の衆議院、参議院選挙における10~20代の圧倒的な投票率の
低さ(図5･6参照)から、現在の多くの若者が政治や国際、社会問題について「考えても分からないから
分からない」のではなく、「分かろうとする行為を辞めている」のではないかという仮説を立てた。
その上で、このような「社会に対して声を出せるチャンスがあるのに出さない」日本の若者がどうし
たら政治に対して意見を持つようになり、最終的にアクションを起こせるようになるのかについて議
論を行った。 

 
図5：衆議院議員総選挙における投票率の推移(出典:総務省 2019) 
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図6：参議院議員選挙における投票率の推移(出典:総務省 2019) 

　まず、ここでいう「メディア」とは何を指すのか、どのような人を「政治意識」が高い人というの
か、について話し合った。少し単調ではあるが、私たちはメディアを「空間的に離れた大衆に対して
情報を伝達する技術的な道具または装置」と定義づけた。そして政治意識に関しては私たちで以下の
ヒストグラムを作成した(図7参照)。数字が少なくなるほど政治意識が高く、多くなるほど政治意識
が低いと言える。①に当てはまるのは利益分配を理解している人、即ち、自分がその問題の当事者で
なくとも問題を解決しようと何かしらの努力をしたり行動に起こしたりする人のことだ。続いて②に
当てはまるのは、投票や社会運動、SNS上での投稿や対面コミュニケーション等何らかの手段を用い
て自分の政治的思考を発信する人のことを指す。そして③に当てはまるのは、外に発信せずとも何か
しらの政治的思考を持っている人のことで、最後の④に当てはまるのは所謂「わかろうとする努力」
を諦めている、或いはどうでもいいと思っている人のことを指す。そして私たちは④から③、③から
②へと順にステップアップすることを理想として議論を進めた。 

 
図7：政治意識のヒストグラム 

　日本社会では、若者の政治意識が低いのは若者が悪い、といった排他的な風潮がある。しかしなが
ら、私たちは議論している中で若者だけのせいではないという考えに至った。その理由の1つに挙げ
られるのが日本の教育制度である。日本では学校教育の中立性を保つため、政治と教育は原則分離す
ることになっている。確かに教員の主観や学校の方針などの面から、一定の政党の考えに偏る可能性
があるという点においては私たちの中でも分離させたほうがいいという考えで一致した。一方で、そ
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の原則があるが故に私たちは義務教育課程において、政治に関して表面上のルールは学んだものの現
在の政治形態や各党の政策、その効果や影響力などを学ぶ機会は少しもなかったのである。学ぶ機会
がないまま高校を卒業し、それと同時に選挙権が与えられたところで何を基準に政党や議員を選べば
いいのか、分かるはずがない。その結果として若者が投票に行かなくなってしまったのは、若者だけ
のせいではなく、日本社会全体のルールがそうしてしまったとも言える。 

　そこで私たちは3つの解決策を考えた。1つ目が教育の改善である。政治と教育を分離させる仕組み
ができた背景に、ある一定の政党の考えに偏ってしまうからという問題があった。そこで私たちは、
各政党に学生向けに党の理念や政策について分かりやすく書いてもらい、それを各地域の教育委員会
が纏めて冊子を作り学校へ配り、模擬選挙も必修課程として授業に組み込むことで「政治意識」の基
盤を教育から作っていこうと考えた。その冊子というのは、公平性を図るため第三者が書くのではな
く各政党の党員に書いてもらうのである。また、現在の政党の規模の大小に関わらずどの政党もペー
ジ数や文字数、コストなどの制限を統一して設け公平性を保つことで、まだ知識のない子どもに「規
模の大きさ」からではなく「理念」の面から各政党を知ってもらうことができる。そして、模擬選挙
を義務教育の必修課程に組み込むことにより選挙が「特別なもの」ではなく、9年間を通して「当た
り前のもの」に変わっていくのではないかと考えている。 

　教育制度を変えていけば、これからの若者は少なくともヒストグラムの③、或いは②に押し上げる
ことができるだろう。しかし、現在問題視されている若者は大学生から社会人が殆どで、彼らは既に
一般教育を終えている。彼らに対して、もう教育が間に合わないから成すすべがないといって打開策
を考えないとどうなるかというと、彼らが親の立場になった時、自分が育ってきたようにしか教えら
れないが為に親子間で政治に関する教育がされなくなるのである。これでは仮に教育制度が整ったと
しても家庭内での教育が変わることはなく、結局のところ教育制度の改善も意味を成さなくなるので
ある。 

　そこで私たちが考えた2つ目の解決策が、SNSでの発信である。実は、これに関しては今年7月に行
われた参議院選挙の際に大きな変化があった。それは、一定数の人が「政治意識が低い」と言われる
若者に目をつけ、彼らの投票を促すキャンペーンを積極的に行ったことである。実際にタピスタとい
うタピオカ販売店(図7参照)やラーメンチェーン店である一風堂で投票に行った証明を見せるとサービ
スが受けられるキャンペーンを始め、Yahoo!Japanや毎日新聞等は政党マッチング診断のサービスを開
発し、また、Twitter上ではあるツイッタラーが各政党の政策を簡単に分かりやすくまとめており、そ
の画像は広くシェアされた。また、その他にもTwitter上では「せやろがいおじさん」やお笑い芸人の
たかまつなな氏が考案した「若者よ、選挙に行くな」といったインパクトのある動画も多くの若者に
受けた[1･2]。 
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図8：タピオカ販売店の投票促進キャンペーン 

(出典：Twitterタピスタ公式アカウント) 

【参考資料】 
[1]吉川 慧 BuzzFeed News「『若者よ、選挙に行くな』と全力で煽ってくる。衝撃的なメッセージの狙
いとは」(2019/07/13) 
[2]島袋コウ HUFFPOST「せやろがいおじさんは、なぜ”誰も傷つかない笑い”を目指すのか」(2018/11/
23) 

　このように、幅広い方面で投票を促す活動が行われたが、結果として今回の参院選の投票率は
48.80%と24年ぶりに5割を切り、10代、20代の投票率を見てもこれらのキャンペーンによる顕著な効
果は見られなかった(図8参照)。しかしながら、それは当然の結果とも言えるだろう。なぜならこれ
らのキャンペーンが始まったのは参院選が始まる3、4ヶ月前のことであり、突発的な効果は見込めな
いからである。だが、ここで重要なのは、少なくとも誰かが若者の政治意識の低さに気づき、そこに
ビジネスチャンスを見出した結果、実際にアクションを起こす人が多く出てきたことだといえる。こ
こで結果が出なかったからといって諦めず、これからも継続的に選挙の度に投票を促したり政治意識
を高めさせるようなキャンペーンを行なっていくことで、長期的な目で見れば確実に効果が出ていく
と私たちは考えている。 
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図9：2019年参院選の全体投票率と18歳、19歳の投票率 

(出典：東京新聞) 

　そこで、既にある方法のほかに、SNSで何か若者の政治意識が高まるような活動ができないかと考
えた。それが3つ目の解決策の、TwitterやInstagramを使ったフォトコンテストである。現在の若者世
代はテレビ離れの背景からニュースや報道番組などを見る機会が減り、ますます自分の知りたい情報
だけを手に入れるようになった。そんな若者が日常的に利用しているSNSを使ってフォトコンテスト
を開催することで、若者の政治への興味を文字や音声からではなく一目見て伝わる「写真」から引き
出そうという狙いがある。 

　結論として、現時点で数値的に見ればメディアは若者の政治意識を高められているとは言えない
が、少なくとも一定数の人が若者の政治意識の低さに目をつけ、改善しようと様々なキャンペーンを
試みており、それが実際にSNS上や学生の間で話題になっている。これらの取り組みを長期的なスパ
ンで行っていくことで全体としての認知度が上がり、若者は政治に関心を持つようになるのではない
かという結論に至った。 

議題⑵：ニューメディアは弱者を救うか 

文責：鈴木日和 

◯論点➀: ニューメディア・弱者とは何か 
　まず、前提条件を共有するために、今回の議論における「ニューメディア」と「弱者」という言葉
の定義を明確にした。 
　第一に「ニューメディア」という言葉についてだが、議題➀で示した「メディア」のうち、どのよ
うな性質、特徴をもったものが「ニューメディア」と呼ばれるのかを明確にするため、対義語である
「伝統メディア」との比較から、その特性を把握しようと試みた。以下の表⑴は、議論において参加
者から提示された双方のメディアの特徴である。 
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表⑴伝統メディアとニューメディアの比較 

　この際の議論はおおむね上記のように図示されるが、中にはこれに反する特徴もあることが指摘さ
れた。例えば、➂情報源の明確さについては、一般的には上記のような傾向が認められるが、実名で
の利用が主流である一部のソーシャル・ネットワーク・サービス(以下SNS)やマスメディアの記者が
実名で運用するアカウントでの発信などのケースにおいては、ニューメディアでの発信のほうが、情
報源がより明確になっていることが認められた。このような反例の存在を鑑み、我々はニューメディ
アと伝統メディアの区別を、それぞれが上記のような特徴を持つ要因となっていると考えられる1つ
の基準をもとに行うことした。すなわち、デジタルか、ノンデジタルかという点である。その結果、
この議論における伝統メディアとニューメディアの区別は以下のような図に表すことができた。 

 伝統メディア ニューメディア

➀時間・空間的制限 比較的強い 比較的弱い

➁発信内容への制限 比較的多い 比較的少ない

③情報源の明確さ ある程度明確 不明確

➃発信者 限定的 多くの人が発信可能

⑤展開されるコミュニケ
ーションの性質

発信者と受信者の立場が固
定化しやすく、一方向にな

りやすい

発信者になるためのコストが低
く、誰もが発信者になることが
可能なので双方向になりやすい

⑥即時性 比較的低い 比較的高い

⑦送受信される情報量 比較的少ない 比較的多い

⑧受信される情報の傾向
受信者の興味関心から外れ
た情報も受け取りやすい

受信者の興味関心に即した情報
は手に入れやすいが、そうでな
い情報は伝達されにくい
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図10 

注:上記の図に書き記した例は一部である 

　第二に「弱者」の定義である。ここでいう「弱者」とは「社会的弱者」のことである。 
すなわちその定義は「社会集団に属していながら、他の構成員よりも著しく不利な立場に置かれてい
る人々」ということができる。ここでいう「社会集団」とはきわめて広義のものであり、人間が生存
する限り、何らかの「社会集団」に属しているものと我々は考えた。 

○論点➁ ニューメディアのメリット・デメリット 
　前項で今回の議題における2つのキーワードの定義づけを行ったが、そのうちの1つであるニューメ
ディアにはどんな長所と短所があるのだろうか。参加者から挙げられたもののうち、議題に関連する
ものを示したのが次の表である。また、このうち長所と短所が対応または強く関連していると考えら
れるものに関しては、a,bという形で記した。 

表2：ニューメディアの長所と短所 

ニューメディアの長所 ニューメディアの短所
伝統メディアが発信しない情報を 

発信可能(例：告発）
発信者が明確でなく、情報の信憑性が 

比較的低い

情報の拡散が容易
一度発信された情報の訂正・削除は 

困難
一定の発言権がほぼ万人に与えられる 無責任な発言の増加
興味を引くコンテンツが評価される 事実が軽視される可能性が高まる

情報に発信者の感情をこめやすい
深い思考よりも直感が優位に 

なりやすい
自身の関心に即した情報を効率よく 

収集できる
情報が偏りがちになる
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　上の表で指摘した長所、短所については、これ以降の項において必要に応じて取り上げていく。 

○論点➂: 日中両国におけるニューメディアの実情 
　ここまでは、議題の定義づけを行ってきたが、ここで日中両国におけるニューメディアの実情につ
いて実際にいくつかの例を取り上げて考えた。「ニューメディアは弱者を救うか」という議題から、
主としてニューメディアを舞台に展開したソーシャル・ムーブメントについて話し合われた。まずは
中国から見てみよう。 

⑴中国におけるニューメディア 
➀ハッシュタグで掴んだ性的少数者の勝利――＃我是同性恋 

・経緯 
　月間4億人のアクティブユーザーを抱え「中国版Twitter」とも呼ばれる中国の大手SNS「微博」が、
2018年4月13日、違法コンテンツ規制の一環として、ポルノや暴力、そして同性愛の内容を含む漫画
および動画を削除するとの声明を発表した。 
これに対し、反発を露わにした一部のユーザーたちは同SNS上で「＃我是同性恋」(日本語で「＃私
は同性愛者」の意)というハッシュタグを用い、抗議活動を展開。このような抗議のコメントは翌14
日昼までに約17万件に達した。その後、微博は同ハッシュタグの使用を禁止にしたとみられている。
しかし、このムーブメントが社会に与えた影響は大きく、従来、同性愛に対し厳しい態度を取ってき
た中国共産党の機関紙「人民日報(People’s Daily)」までもが、LGBTQの受容を促す論評を微博に投稿
したのである。また、ことの発端となった微博側は、同性愛に関するコンテンツの禁止を撤回した。 

・性的少数者を巡る状況 
　中国本土においては、同性愛を含むLGBTQの存在は依然としてタブー視されている。同性愛は1997
年には非犯罪化され、2001年には「精神疾患リスト」から除外されたものの、同性婚は認められてお
らず、テレビドラマや映画などの娯楽においても同性愛を取り上げることは原則として禁じられてい
る。2016年に検閲当局はガイドラインにおいて、同性愛を「異常な性的関係や性的行為」としたうえ
で、同性愛者のキャラクターをテレビに登場させることを禁じた。同性婚を認めていない点について
は日本も同様だが、娯楽にまで規制が及んでいる点は両国の大きな違いといえよう。日本においては
「おっさん」同士の恋愛を描いた「おっさんずラブ」などいくつかの同性愛を題材とする作品が地上
波で放送され、そのファン同士の交流がSNSで盛んにみられるほか、アニメ・漫画などの二次創作の
分野においてBL(“Boys Love”の略称で男性同士の恋愛関係の意)が1つの確立されたジャンルとして存
在感を放っている。 
　日本とは違い、社会の諸分野に大きな影響力を持つ国が同性愛に対して厳しい姿勢を取っている中
国において「#我是同性恋」という抗議活動が規制の撤回という結果につながったことの意義は大き
い。「同性愛者」という社会的弱者に意見表明する機会が与えられ、実際にその主張が聞き入れられ
たということだからだ。とはいえ、LGBTQを巡る中国の現状を楽観視することはできないだろう。
上記のような娯楽における当局の規制は解決されていない上に、微博や豆瓣といった大手SNSでは
2019年4月、女性同性愛者のアカウントが突如封鎖されるという事態が相次いだ。これに対する抗議
活動も行われているものの「#我是同性恋」ほどの広がりは見せていない。その理由については、男
性同性愛者がメインとなった「#我是同性恋」に対し、女性同性愛者にインフルエンサーが少なく、
関心を集めにくいことなどが指摘されている。この点については、表2の6b）で指摘したような、情
報の偏りが発生しやすいというニューメディアの短所が表れているともいえるだろう。 
　このように、中国においてニューメディアは社会的弱者に発言の機会を与えている一方、当局や運
営会社による規制も多い。 
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⑵日本におけるニューメディア 
➀セクシュアルハラスメントを無くすか――アメリカ発の＃MeToo 

・経緯 
「＃MeToo」という合言葉自体は2007年にアメリカの市民活動家による反性暴力の活動において考案
された。しかし、この活動自体は当初大きな広がりを見せたわけではない。 
10年後の2017年10月、米有名監督ワインスタインのセクシュアルハラスメント(以下セクハラ)がNYタ
イムズにおいて告発されたことが契機となり、セクハラ被害の告発運動がイタリア、フランスなどで
も広がりを見せた。当初、このムーブメントに統一された呼称は存在しなかったが、活動の過程でア
メリカの女性スターが運動参加者に「＃MeToo」というハッシュタグを利用することを推奨し、以後
このハッシュタグがムーブメントを象徴する合言葉となった。 
この活動はアメリカ以外の国でも展開され、日本においても広がりを見せることとなった。まず、こ
れに先立った動きとして2017年5月にTBS記者の山口敬之による準強姦被害を告発した伊藤詩織の活
動が上げられる。伊藤は記者会見での被害告発にとどまらず、自著である『Black Box』で被害から告
発に至るまで、そしてその後の経緯や心情、自身の考えを記している。その後、欧米で「＃MeToo」
が広がりを見せ始めた同年12月には、作家のはあちゅう(本名:伊藤春香)が、日本の大手広告代理店に
在籍時に受けたセクハラ被害についてBuzzFeed Japanの記事で証言している。これにより、はあちゅ
うの当時の上司であった岸勇希は経緯を説明し、謝罪しすることとなった。 

・関連する活動 
　上記のような広がりを見せた「＃MeToo」は、その後様々な別の呼称、趣旨を持つ活動へと発展し
ていった。ここでは主として日本を舞台に展開しているものを取り上げる。 

⑴伊藤詩織が提唱する「＃Wetoo」 
　前述のような経緯から、伊藤詩織は日本におけるセクハラ被害・性暴力被害の告発、および「＃
MeToo」の代表的人物とみられることが多い。伊藤は「＃WeToo」の発起人の一人として「セクハ
ラ、パワハラ、性暴力など一切の暴力を許さない社会の実現。被害に遭った人が救われる社会の実
現。声を挙げた人を、バッシングするのではなく、支えられる社会の実現。」注➀を掲げ、セクハラ
に限らず、社会におけるハラスメント全体を撲滅する活動を提唱している。この活動の主な参加者に
は評論家やエッセイスト、大学教授などがいる。 

⑵フラワーデモ 
　2019年3月、性的虐待やレイプ等の性犯罪に対し、裁判での無罪判決が相次いだことに抗議し、
「声をあげた性暴力被害者へ、声をあげられない被害者へ、そして私たちは性暴力を許さないという
声を上げ続ける」注➁という趣旨のもと、同年4月に東京の行幸通りで第一回となる集会が開催され
た。その後、同様の集会が全国各地で開催され、公式Twitterアカウントのフォロワーは2019年9月14
日現在で6,192人、各地での開催に合わせて作成された告知用アカウント数は19に上る。 

・「＃MeToo」そしてそこから発展した一連の活動が社会に与えた影響 
　上述の活動の中には、開始から時間が経っていないことや、社会の広範囲にわたる人々の意識変革
といった抽象度の高い目標を掲げていることから、その効果を数値などの形で分かりやすく示すこと
は困難である。そのため、ここでは、議論の中で指摘された影響を何点かあげるにとどめたい。 

⑴「＃MeToo」とその影響のポジティブな側面 
　まず、良い影響の1つとしては、従来は声を上げにくかった社会的弱者に、被害を告発し、自身の
心情や主張を発信する場を与えたことが大きい。「＃MeToo」で告発されたような性被害の多くは、
固定化された既存のジェンダー観という社会的要因と、上司と部下や監督と女優というようなコミュ
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ニティにおける上下関係の双方が要因となって発生しており、その被害を訴えることは被害者にとっ
て社会的にも大きなリスクを伴う。そのような状況に置かれた被害者にとって、ニューメディアを
使った発信が1つの方法となりうる可能性を「＃MeToo」は示したのである。2つ目に、この活動がこ
れまで見えなかった<支援者>を可視化したことである。ハッシュタグを用いた発信は、容易でコスト
も少ないが、世界中から見ることができる。職場や学校などの直接の対人関係において追い詰められ
た社会的弱者に対し、ニューメディア上での著名人の発信やそれに対する賛同が、これまで見えな
かった<支援者>が確かに存在することを示したことの意義は大きい。ニューメディアが可視化した<
支援者>の存在は、告発のハードルを多少なりとも下げたと推測されるし、たとえ実際の行動にはつ
ながらなかったとしても、追い詰められた被害者に自身の置かれた環境を相対化するきっかけを与え
たと想像しうるからだ。 

⑵「＃MeToo」とその影響のネガティブな側面 
　上記のような良い側面に対し、よくない影響としては、このような運動が社会の更なる分断を招い
たとする指摘がなされた。実際に「＃MeToo」によって、男性上司の多くが、女性部下とのコミュニ
ケーションをためらうようになったとするアンケート結果も存在している。しかし、それはこれまで
認識されづらかった社会的問題が多くの人々の認知を得たということの裏返しでもある。議論の中で
は、たとえマイナスの影響があったとして、それは社会的弱者が直面する被害や不公正を無視してい
い理由にはならないのではないかとする意見も見られた。「＃MeToo」は男性全般を敵視する活動で
はなく、セクハラ・性暴力の根絶を訴えるものであるという点から鑑みても、活動の趣旨がより正確
に多くの人々に伝わるような発信を考える必要があろう。 

論点➃ 理想のニューメディアとは 

　ここまで我々はニューメディアとは何か、それは社会的弱者を救う存在となりうるかという点につ
いて実際の日中両国の例を踏まえて考えてきた。ここでは最後に、これまでの議論を踏まえたうえ
で、我々が考える理想のニューメディアの在り方について述べたいと思う。  

⑴伝統メディアとの連携による可能性の模索 

　論点➁でみたように、ニューメディアと伝統メディアにはそれぞれの長所と短所がある。我々の考
えでは、両者の立場は時に対立することもあるが、その関係はどちらかがどちらかを駆逐するという
ようなものではない。むしろ、それぞれがそれぞれの長所を生かし、互いの短所を補うような形で活
用されていくことが、社会の諸問題を可視化し、解決への糸口を開くものと結論付けた。具体例を挙
げるとすれば、上記の「＃MeToo」においては、NYタイムズという伝統メディアによる報道が問題を
可視化し、それにニューメディアを舞台として人々が共感を示す形で社会運動が急速に拡大した。そ
の後、米TIME誌はこの活動に参加した人々を「Silent Breakers(沈黙を破った人々)」と称し、「Person 
of the year(今年の人)」に選んでいる。このように、徹底した取材力を生かした事実の確認と報道によ
る社会への問題提起、そして活動に対する正当性の付与といった伝統メディアの得意分野と、人々が
自由に発信し共感や連帯を示すというニューメディアの得意分野をかけ合わせれば、従来解決が難し
かった社会問題の改善につながる可能性がある。 

⑵「弱者を救う社会」を実現する私たちの提案 〈アイスクリームコーン仮説〉 

　論題➂で見た「＃MeToo」や「＃我是同性恋」などのムーブメントを見た際に、共通の問題として
指摘される点として、問題の本質的な解決の難しさがあげられる。例えば、前項で書いたように、同
性愛者の中では、男性同性愛者の方が女性同性愛者よりも注目を集めやすいという指摘がなされるこ
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とがある。「＃MeToo」の発祥の地であるアメリカにおいては、女性のなかでも人種や信教によって
社会的立場に差があるといわれるのが実情だ。そのような中で、人々の興味・関心が重視される傾向
が特に強いニューメディアにおけるムーブメントは、社会的弱者の中で相対的に良い立場を得ている
人々の課題を解決することには向いていても、そうでない人々の課題を解決することには向いていな
いのかもしれない。社会的なハンディキャップを多数抱え、富も権力も持たない人々の声に、社会は
耳を傾けるのだろうか。 

  このような指摘に対し、我々は＜アイスクリームコーン仮説＞という仮説を立て、これを社会問題
の解決に向けた1つのロールモデルとしたいと考えた。 

　＜アイスクリームコーン仮説＞は、名前の通り社会問題をアイスクリームコーンに見立てたもので
ある。以下にそれを図示しよう。 

  

図11:＜アイスクリームコーン仮説＞アメリカにおける女性を例に 

※この図に示した社会的立場の上下はアメリカにおける女性の置かれた状況を完全に正しく図示した
ものではない。あくまで本仮説のイメージをつかみやすくするために、簡略化して書かれたものであ
り、実情はより複雑であることに留意されたい。 

＜アイスクリームコーン仮説＞においては、社会的弱者の中で相対的に良い立場に置かれている人々
をより上、そうでない人をより下に表記している。＜アイスクリームコーン＞全体は、ある一つの社
会的属性(ここでいえば「女性」)の抱える社会的課題を示している。 

では、この＜アイスクリームコーン＞を無くす、すなわち社会的課題を解決するためにはどうすれ
ばいいか。その方法としては、大きく二つある。一つは国家機関などの権力と実行力を持った存在
が、金銭的あるいは制度的な後押しによって、弱者とそうでない人々の間にある不公正な差を是正し
ていくことだ。二つ目は、社会全体が、弱者が抱える課題を認識し、その解決のために行動するとい
うことだ。この二つの間には相関関係があると考えられるが、ここではより本質的かつ長期的な解決
に考えられるとする後者に着目したい。さらに言えば、ニューメディア の存在は、国家権力への直接
の働きかけよりも、広範囲の人々の意識変革に寄与する可能性が高いように思われる。 

ここまでを踏まえた上で、上記の問いに対して、我々が出した結論は極めてシンプルである。すな
わち、上の方から解決していこうというものだ。我々が日常的にアイスクリームコーンを食するとき
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のように「食べやすい」つまり、認識・解決がしやすい上の方から課題を解消していくことが重要だ。
現状の社会には様々な課題、構造的な問題が存在するのが実情であり、ひとりひとりの個人がそのす
べてを同時に認識し、解決のために行動することは困難である。そうであれば、まずは救える人々か
ら救おうとすることで、他者を救う余裕がある人々を増やし、より救いにくい人々が抱える問題を可
視化し、その解決につなげていく。それが、この＜アイスクリームコーン仮説＞の骨子である。 

また、この仮説はより追い詰められた社会的弱者を救済しなくていいということを意味しない。彼
らに対しては、行政などがセーフティーネットを敷き、直接的なサポート体制を拡充する。そのうえ
で、ニューメディアが重要な役割を担う可能性がある、人々の意識変革という本質的な課題解決にお
いては「救える人から救う」ということを意図したものである。人々の興味・関心に重きを置くニュー
メディアが普及した社会において、この仮説は一定の説得力を持つものと考える。 

○議題➁の総括 

　我々は「ニューメディアは弱者を救うか」という議題に対し、伝統メディアとの連携と＜アイスク
リームコーン仮説＞という二つの側面から、可能性はあるという結論を出した。もちろん「弱者を救
う」という目標はすぐに達成されるものではない。しかし、ニューメディアは現状の問題を少しでも
改善する可能性を持った媒体であり、その可能性を現実のものとする手立てを考えていくことが重要
であるというのが我々の考えである。 
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■議論の帰結 
文責：田中浩志 

（1）メディアと日中友好、そしてそのために我々ができること 
　私たちメディア分科会は日中友好・相互理解のためにメディアがどのような役割を担うことができ
るのかということを考えてきた。そして、ニューメディアと伝統メディアの連携が不可欠という結論
に至った。伝統メディアは利潤を求める場合が多い。伝統メディアはメッセージを社会に発信すると
き、主に2つの目標を設けている。1つ目は、儲けを出すためにできるだけ製品を売ることである。2
つ目は、持続的に情報発信できるようにリスクを避けることである。このリスクを避けるという行為
が伝統メディアが革新的な情報発信機関となることを妨げているかのように思える。日本を例に挙げ
ると、中国に対して国民があまり良い印象を持っていない中、中国を擁護する報道や出版をすること
は火に油を注ぐに等しい行為なため、伝統メディアが積極的に世論とは違う意見を社会に発信するこ
とは困難だとされてきた。そこで活躍するのがSNSなどのニューメディアだと私たちは考えた。
ニューメディアは伝統メディアと違ってユーザーは必ずしも利潤を追求しているわけではないため自
由な発言ができる。またニューメディアはその拡散力も1つの魅力だと言える。今まで誰も取り上げ
てこなかったような少数の意見でも、人々がニューメディアを通してそれを見て共感することで拡散
される。このようにニューメディアの発展により人々は社会を変えやすくなっただろう。この一連の
流れに伝統メディアが加われば影響力はより一層強くなっていくと私たちは考えた。ニューメディア
が世論を形成し拡散し、伝統メディアがその拡散をさらに確実に加速させていく。具体例としては上
記の＃MeToo運動があげられる。＃MeToo運動ではいままでタブー視され黙殺されていたセクハラ問
題がニューメディアを通して明らかになりそれを雑誌が取り上げたりしたことでセクハラ被害者を沢
山救うことに成功した。このようにニューメディアと伝統メディアを組み合わせると無限大の可能性
を見出すことができると私たちは考えた。そのために今私たちができることはできるだけ日中両国に
ついて肯定的な意見を含んでいるメッセージを発信し、拡散することである。実際に私たちがフィー
ルドワークで訪問した日本僑報出版社様では日本に住んでいる日本語話者向けに中国についの記事を
執筆し発信することによって本当の中国を伝え続けている。私たちメディア分科会は議論を通して、
グローバル化とデジタル化が発展していく21世紀では物事がより複雑になっていき何事も一筋縄では
済まなくなっってくるとうことを再認識し、その中で私たち、今を生きる若者達がどのように自分の
意見を表現するかが社会に変革をもたらす為には非常に重要となってくることをしっかりと痛感し
た。 
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写
真：東京 閉会式での様子 

■総括 
文責：北條久美 

　メディア分科会として、初めての分科会の時間に、私たち一人一人の原点を振り返った。「なぜメ
ディア分科会に入りたいと思ったのか」「この三週間で何を成し遂げたいのか」をシェアし、全員で
固めたゴールを今一度振り返ってみたい。それは、「今こそ、メディアを考える大事な時であり、20
年後のメディアにも対応できる私たちになるため、日中の未来を見据えた人間同士のよい関係を築い
ていき、日中共同の初の学生メディアをつくってみせる！」こう決意したと同時に、私たちは、この
分科会で過ごす毎日を価値あるものに、楽しいものにしよう、また、学生だからこそできることを具
体的に考え、この会議だけで終わらせることなく、終わった後も継続的にプロジェクトを行ってい
き、社会へ還元していきたいと確認しあった。こうして始まったメディア分科会、私は本当に大好き
になった。ここで、ほんの一部分であるが、今年のメディア分科会で私が好きなところ、学んだこと
を議論面以外の生活面、交流面を時系列に紹介したいと思う。 

“個性の色と、議論は誰よりも深く、笑いのツボが浅い”これが今年のメディア分科会メンバーの特
徴である。広島での分科会議論の際、日本側メンバーの一人が「日本側中国側で固まるのではなく
て、日中で交互に座ろう」と席替えを提案してくれた。メディア分科会のリーダーとして行き届かな
いところまで気を配ってくれる素敵なメンバーが揃っていることに私は誇りを感じている。広島で迎
えた8月6日、74年前に広島に原爆が落とされた日であり、絶対に忘れてはならない日。メディア分科
会は、このことを日本と中国の参加者同士がお互いに話す中で理解を深め、会議の時間が終わった
後、食事を済ませすぐに平和記念公園へ向かい、年に一度の灯籠流しへ参加した。外国人を含む多く
の人々が灯籠流しをするために長蛇の列を作り「世界平和」への祈りを込めてメッセージを書いた
り、原爆ドームの近くまで足を運んだりしている中、私を含めてメディア分科会8人全員も、一人一
人平和への願いを込めて灯籠流しを体験した。この時、“にぎやかであり、真面目でもあるメディア
分科会”の一面があると思った。 
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奈良への移動の途中、新大阪に到着し荷物を預けようとした際に起きた問題に対して、メディア分
科会のメンバーは早い段階で皆の荷物を運ぶなどの手伝いをしていた。メディア分科会は荷物運びの
際には会話を楽しんでいたため、大変なときも楽しめるメディア分科会であると感じた。このように
すべて楽しむことができれば、苦はないとメディア分科会皆の姿を通して学んだ。奈良についたと
き、お揃いの「不仲説」Tシャツを着用し「仲良しさ」をアピールした。これもメディアらしく、書
かれている情報を鵜呑みにして「不仲」ととらえるのではなく、本当かどうか、別の角度から物事を
見ることや、中身を見ることをしてほしいとのメッセージを伝えるものになっていた。奈良周辺の観
光日には、メディア分科会が離ればなれになり、お互いがそれに対して寂しさを抱いていた。奈良で
の分科会議論の時、その日の元気を1～10で図り、元気度チェックを行うことにした。皆私の提案し
たことに協力をしてくれて本当に感謝している。皆が元気満タンの10になるときはとても気持ちがよ
かった。数字が低い人がいれば皆で無理をしないように呼びかける温かい空気感もあるところがまた
好きである。 

東京へ新幹線で向かう前、中国側のメンバーが忘れものをし、一緒に取りに行った時のことであ
る。電車に乗っていた際に、観光に来ていた中国人の男性が困っている様子で駅員さんに尋ねようと
していた。しかし彼は日本語が話せず駅員さんも戸惑っていたのを発見した。すると、その中国側の
メンバーはすかさず駅員さんと彼の通訳をし、彼を手助けし、私も混ざって仲良くなることができ
た。その光景に私は感動した。 

東京での分科会議論の時間、疲れがたまってくる3週間の後半であるため、議論も停滞しがちで
あったが、議論を盛り上げるために発言を積極的にしてくれるメンバーや、議論の進め方を改善しよ
うと提案してくれるメンバー、休憩中やそれ以外の移動の時などには、皆を元気づけようとフルパ
ワーで楽しいことを提供してくれるメンバーがいた。東京で夜に次期実行委員説明会を開いた時、来
年度につながる改善策を積極的に考えてくれ、来年も携わろうと考えてくれるメンバーもいてとても
うれしくなった。実際に中国側、日本側どちらにおいてもメディア分科会から来年度の実行委員にな
る人が決まっている。ここで気づいたこととして、自分の姿を通して来年度の実行委委員の姿も決
まってくるのだということだ。今自分がここにいるメンバーと素晴らしい経験をすることができてい
れば、来年にもいい影響、もしくはいい印象があると感じ、そのため、私自身も未来につながる日中
学生会議の実行委員としての自覚を改めて感じることが多かった。花火大会へ一緒に行った時、この
夏だけでなく、今までの人生で一番の濃い青春を過ごせた気分であった。中国側に素敵なものを見せ
ることができてよかったなと感じていると同時に、私自身初めてこんなきれいな花火を見たと思う。
最高の夏を過ごしていると実感した。 

一方で反省した点もある。発表の日の前日、メディアは日本側、中国側に分かれ、作業を行った結
果、最後の最後で意見が合わないという事態にもなってしまった。その後早朝4:30ごろまで話し合い
をし、なんとかお互い納得しあって本番を迎えることができたが、ここが一番の反省点であった。こ
こから学んだことは、議論というのは、みんなが話してこそ、理解してこそ議論であると感じた。今
回、中国側と日本側で意見がずれてしまった時、それが自分たちの意見を落とし込むことができな
かった。途中まではうまくいっていたはずだが、最後の最後に成って問題があらわになった。そのた
め、もっと早い段階での確認とプレゼンに関して議論する時間が必要だったと感じた。 

　発表会、メディア分科会はメディア分科会らしく、代表のメンバー4人が最高のプレゼンを繰り広
げてくれ、大成功で終えることができたことに本当に感謝している。顧問の天児先生からはご指摘は
受けたものの、ここまで先生にコメントを言われる分科会はない！とのプラスにとらえ、次の10月に
日本で行われる報告会に向けての糧とした。 
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文化交流会でもメディア分科会全員で演目を行った。今年度の参加者、実行委員をもっとお互いを知
るためにとの思いでメディア分科会はランダムに皆から幼いころの写真を集めたり音声を集めたりし
て「この人は誰でしょう」クイズ大会を行った。その他にも、日本側メディア分科会全員で組体操の
パフォーマンスをし、中国側のメンバーで日本のアニメのアフレコを披露してくれた。仲間の特技を
知れた素晴らしい機会だった。メディア分科会のメンバーの一人が日中学生会議全体の動画を作って
くれた。それをバックミュージックに最後、実行委員の出し物である「世界に一つだけの花」を日本
語と中国語の歌詞で歌ったのが印象的である。その盛り上がりが冷めぬまま、メディア分科会の全員
でカラオケへ行き、次の日の朝まで歌い続けたというまさに若いうちにしかできない経験ができたと
思う。 

最終日の朝、メディアのみんながサプライズしてくれた。私は感動で言葉も出なかった。みんな寝
不足の中、朝早くから集まって色紙書いてくれたり、メディア分科会の出会いから文化交流会までの
写真と映像を組み合わせた動画作ってくれたり、なんてどこまでも暖かい家族なのだろうと。私はこ
の時、嬉しさと同時に、メディア分科会でよかったと思えた。私自身、留学をしながら日本にいない
ことで実行委員のみんなにも迷惑をかけた。参加者のみんなにも頼りないリーダーではあったかもし
れないが、皆がフォローしてくれた。このメンバーのおかげで私はリーダーとしてだけじゃなく、メ
ンバーの一員として存在できたと強く思う。本当にこの三週間どこを振り返っても楽しい思い出ばか
りだ。これはメディア家族のおかげであり、日中学生会議の参加者、一人一人が築いてくれた環境の
おかげであるにちがいない。感謝してもしきれない、今年で日中学生会議に私が物理的に関わるは最
後かもしれないが、これからも生涯、これらの友情と愛情で関わっていきたいと願っている。 

　これまで、私自身の思いを綴ってきたが、メディア分科会ではメンバー一人ひとりがこのように多
くの事を学び経験した。だが、これで終わりではない。私たちにはこの先にもやるべき事があること
を全員が知っている。それは、日中友好への端を繋いでいくことである。この学生会議で学んだすべ
てのこと、日本に始めて訪れるメンバーは始めて触れた、見た、感じた日本や、議論するまで知らな
かった事、新しい知見、苦しかった事も楽しかった事、そして最高の仲間、一生涯に渡る家族のよう
な友情。これらをすべて一人一人の言葉で伝えていく新たな挑戦が今ここから再び始まる。 

　私たちには大きな可能性がある。笑顔さえあればどんな困難も乗り越えていける力があることをこ
の経験を通してつかんだ。今自分たちの居る場所からやりたいこと、やるべきことを、気合いと笑顔
で実践に移していこう。分科会メンバーそれぞれが自らの目標、夢に向かって突き進んでいく中で、
これからもお互いが励まし合い、切磋琢磨し合い成長していくことを確信している。人生において最
高の夏をともに過ごし、最高の仲間と未来永劫に続く日中友好の緒を築いていこう。 
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メディア分科会 

北条久美 
　一言で今回の日中学生会議を表すと“笑顔”であると思う。 

　「ここにいる皆が、健康第一、勉学第一、友好第一、そして“笑顔”第一で！」開会式、分科会リー
ダーによる決意表明の場で、緊張していた私に隣で微笑みかけてくれた友がいた。今振り返れば、大
好きな仲間の“笑顔”が私の緊張を吹っ飛ばし、この決意でスタートできた三週間であり、最高の仲間
と衣食住を共にし困難も乗り越えながら喜怒哀楽を分かち合い、最後もまた“笑顔”で終えることがで
きた本会議であった。この時、私たちの共通言語は“笑顔”なのだと気づいた。 

　中国人も日本人も一緒になって楽しければ笑うし、笑えば楽しくなる。一人が笑えば国を超えて隣
の一人にも伝染していく。それはまるでニューメディアと同じくらい速いスピードで、広範囲に拡散
されるように。言語が通じていなくとも“笑顔”があれば自然に距離が近くなる。ここには言語の壁
も、対立の壁も存在しないのだ。このことを分科会の皆が日々の議論と生活を通して教えてくれた。 

　広島、奈良、東京の旅先で様々な方に出会った。その中でもひとつ「ここに集った一人一人は、世
界平和を口だけでなく実行に移す使命があり、力がある」と希望を託され語られたこの言葉が頭を離
れない。私たちが未来の世界平和に向けて開始できることは、今、目の前の一人を大切に、日中両国
の学生の間から平和の心を繋ぎ広げていくことだと思う。その始まりが“笑顔”なのかもしれない。 

鈴木日和 

　パクリ、横入り、領土問題。「中国」にはなんとなくマイナスのイメージが付きまとう。中にはそ
の言葉を聞いただけで苦々しい顔をする人もいる。私自身、その断絶の根深さを前に「所詮『学生』
ができることなんて」と諦めを抱いていた。 
　しかしこの会議が私に与えたものは、そのような諦めとは正反対のものだった。焼き鳥屋で隣り合
わせた男性たちには「若者から仲良くなれよ」と励まされた。川越の花火大会では中国側参加者と現
地の老人がいつの間にか仲良くなって、一緒に花火を見あげていた。学生だから、私たちだからでき
ることがあると信じたくなる出来事だった。 
　今回、話を伺ったある人物の印象的な言葉がある。「今よりましになるならいいと思う」これは日
中関係についても言えることだろう。私たちの絆なんて小さいものかもしれない。それでも少しでも
「まし」な日中関係に向けて、学生だからできることを続けていきたい。「日中友好の最前線」は私
たち一人一人の前にこそあるはずだ。 

寺社下弥生 
　「夏休みの間中国語が練習できれば」程度の気持ちで出した一枚の応募用紙が、まさか私にこんな
宝物のような時間を与えてくれることになるとは思ってもいなかった。この3週間の共同生活は想像
以上に充実し、愛に溢れたものだった。議論のみならず、観光も毎晩のトランプ&暴露大会も休憩中
のものまね大会も、何でも全力で楽しもうとする分科会の雰囲気が私は大好きだった。初めの数日間
で、既に日中間での距離は縮まっていて、私たちは「分科会メンバー」である前に「友達」だった。
だからこそ、中国人、日本人というフィルターや変な距離感なくセンシティブな話題にも触れられ、
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「日中間での交流」よりも更に一歩先の「人と人の交流」をすることができた。普段は台湾で平凡な
大学生活を送っているが、こうして一歩外の世界に出たことで様々なバックグラウンドや知識、アイ
デンティティを持った参加者と出逢い、国籍問わず大切だと、これからも繋がっていたいと思える人
ができたことに私は大きな喜びを感じている。決して長くない限られた時間の中で、0から自分たち
で課題を探し出し、自分たちで議論して解決策を出す。その道に長けた先生を探すのも、何にどれだ
け時間をかけるかを決めるのも、全体をマネジメントするのも全て自分たち。私たち参加者には到底
知り得ない苦労が実行委員にはあっただろうが、ここまで“学生主体”を重視する団体であるからこ
そ、実行委員、参加者一体となって其々が責任感や向上心を持って議論に挑み、結果として最高のパ
フォーマンスができたのだと思う。 

　最後に、こんな機会を与えてくれた実行委員メンバー、並びに日中学生会議にご尽力頂いた全ての
方に御礼申しあげます。ありがとうございました。 

田中浩志 
　日中学生会議は忘れられない貴重な経験になりました。母が中国出身で父が日本出身、加えて中国
に4年以上滞在経験があるというバックグランドを持つ僕ですが、会議に参加する前までは全くと
言ってもいいほど中国に対しての知識がなく、マスコミで中国が揶揄されているのを呆然として携帯
越しで見ているだけでした。会議を通して僕は確実な日中両国に対する知識と中国の学生との友好を
手に入れました。ただ本を読むだけでは絶対に得ることのできない中国の学生からの生の声を聞き、
それを元に議論を行うことでより確実でそして深い学びを得ることができました。いままでも、そし
てこれからも中国に嫌悪感を示す報道は続くかもしれませんが、私はそんなときに『本当の中国そん
なものではなくもっと良いものである』と胸を張って言える自信があります。日中学生会議はそう
いった意味では私の自己形成に大きな良い影響を与えてくださった素晴らしい会議でした。 

マイノリティー分科会 

翁羽翔 
　自分は生まれた国と育った国が違うので、学生時代はアイデンティティクライシスで苦しんでいた
時期がありました。自分の出自に葛藤した経験から、人とは国籍、外見、名前などに拘るのは小事で
あり、大事なのはその人自身の歩んできた経験、中身を知ることだと思うようになりました。その中
でこういった学生会議の場は、国籍や身分を忘れさせて、様々な人と触れ合うことができる場なの
で、自分は実行委員として1年間頑張ってこれたのかなと思えます。自分はOBになったけど、これか
らも支えていきたいし、その分後輩にはもっと学生会議盛り上げていってほしいです！いい学生団体
だと思います！ほんとに！最後にこんなイカついコミ症と仲良くしてくれた37、38期には感謝です！
ありがとうございました。 

劉紫薇 
　「日中」学生会議であったが、参加していく中で、日本か中国か国籍を忘れてしまい、ただただ深
い絆を築いた仲間としか考えられなくなった。それは「会話」や「伝える」こと、そして真摯に聞こ
うとし、真摯に理解しようとする姿があったからこそできたことだと思う。その絆も、本当の意味の
「日中友好」のベースであり、理解し合う基石であると感じた。本会議での出会いや得たものを忘れ
ずに、今後とも日中の友好、そして真摯な交流に力を貢献したいと思う。いつか日本や中国だけでは
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なく、自分と違う文化背景を持っている人や自分の考えと違うことなどに対しても、そのような理解
しようとする姿勢と力で、立ち向かうようになれたら、それがこの日中学生会議の最も大きな意義だ
と考える。絆と力、この二つは私の日中学生会議から得たものであり、これからも自分の力でより多
くの人々に伝えていきたいことである。 

斎藤達己 
　学生時代の集大成だと意気込んで参加した日中学生会議。自分がどんな価値を出せるか、どうやっ
て討論を進めていくのか。8月4日に学生会議が始まるまで、私の心はいくばくかの緊張と大きな期待
で満たされていた。広島・奈良・東京の三都市を回る中で日中両国から来た60人もの学生と夜遅くま
で語り合ったり、フィールドワークとしてたくさんの人と出会うことで今まで自分が経験したことの
ない密度で人とのつながりを感じることができた。3週間に渡る学生会議の末に私が得られたものは
何だろうか？もちろん、議論の中から得られた知識や課題へ答えも一つの収穫だ。一方で、多くの仲
間と過ごしたこの時間こそ、私の本当に得たかったものだと言える。教室の夕焼け、屋上の火鍋、夜
中のダンス、夜明けの渋谷。全力で過ごしたこの3週間を生涯忘れることはないだろう。 

  私にとって、日中学生会議は8月に終わってしまった訳ではない。ここから生まれた繋がりや友情を
これからも失わず、仲間との再会を希望している。 

桐山和歌子 

　初めて中国の学生と衣食住を２週間にわたり共にし、様々な話題について討論した。その中で、文
化の違いを肌で感じると共に、日本が直面している課題についてあまり知らない私がいた。分科会で
は、多くのフィールドワークに参加し当事者の声を一つでも多く届けるということを重点的に行って
きた。そこで見えてきたものは、日本にはまだまだ沢山の課題が残されていて、それらの課題の解決
に向けて沢山の方が取り組まれているということであった。日本人と中国人の学生が日本で実際に当
事者の方々から直接声を聞き、考え、そしてお一人お一人の熱意に心を動かされたということは、日
本開催の意義ではないだろうか。沢山の方々のご協力の上で成り立ったこの経験をここで終わらせる
ことないよう、私たちは常に考え続けなければいけない。 

　最終日の帰り道にそれぞれの夢について語り合いながら、このような草の根の交流を続けること
で、日中の架け橋となる私が思い描いていた将来の自分に少し近づけたのではないかと感じた。 

社会現象分科会 

山下紗季 

　日中友好の具現化が日中学生会議ではないだろうか。30人もの学生が自らのお金で日本に来て、そ
してそれをワクワクと待ち万全な歓迎モードで受け入れる。夏休み中の17日間を勉強も遊びも共に行
う。議題が難しくて頭抱える時も、観光で興奮する時も、言語が伝わらなくて困った時も、楽しい時
も苦しい時を共有しあった。これはどんな時間よりも貴重だった。経験した者にしかわからない、将
来でもとても役に立つであろうこの経験。最終日、中国側を見送りした時60人全員が我々は日中友好
という字の通り、それを成し遂げたと胸を張れただろう。この感動をどうやって次期につなげよう
か、また学生でない大人の方々にどうやってこの有意義な活動を知ってもらい私たちの努力を伝えよ
うか、そして今はまだ高校生や中学生の生徒たちにどういう風に日中友好の素晴らしさを訴えよう
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か、38期が終わった今、日々考えていることである。日中学生会議は今年で38回目、そしてまだまだ
上を目指せれると確信している。 

阿部羅良枝 

　ただただ「日中友好の為に何かしたい」との一心で申し込み、参加した日中会議でしたが、本会議
では中国人はもちろん、日本中から集まった様々な価値観と背景を抱えた学生との交流を通し多くの
ことを学ぶことが出来、国や人種といった壁をはるかに超越した友情を築くことができたと感じてい
ます。特に今回は8月6日（広島に原子爆弾が投下された日）、15日（終戦記念日）という日本にとっ
て重要な日を中国の学生とともに迎え、平和について語り合えたことは一生の経験となりました。両
国の間には未だ政治的、経済的、また歴史的な様々な問題が存在していますが、３週間という短くも
長い時間をともに過ごし学ぶなかで築いた友情をいつまでも大切に、これからも目の前の一人と誠実
に向き合い、語り合うという草の根の活動で日中友好へ、兼ねては世界平和へ少しでも貢献していき
たいと思います。 

田中星来 

　日中学生会議では、約3週間日中の学生と共に過ごし、議論を通してお互いの意見を比較しまと
め、また観光やイベントで交流を深めるなどしてきました。言語や文化・習慣が違う中でお互いの意
見を比較し、まとめるのはとても難しく、また日中でのインターネットで得られる情報量の差も大き
な課題となりました。また、言語が異なることで思っていることを適切に相手に伝えるのが難しく、
自分も相手の意見を全てしっかり理解できているのかを確認するのも難しいため、議論をする上で一
番言語が異なる点が難点であったと感じました。それでも合宿中は日中関係なく関わることができ、
議論やイベントを通してとても仲が深まり、合宿後も続く関係を築くことができました。初めは不安
もありましたが、国籍も関係なく議論や交流ができ、他ではできない経験ができました。 

喜納公弘 

　今回、この日中学生会議に参加することが出来たことは本当に自分にとって良い経験になった。普
段の生活の中では得られなかった繋がりが出来、さらに自分の中に新しい視野が生まれたと思う。私
はこれまで中国に対してあまり関心が無かった。そんな中でこの日中学生会議に望んだのは偏に未知
の中で新たな経験を得る、という目的あってのことである。そしてその目的を成し遂げるための目標
としてこの日中学生会議で普段の生活と異なる環境に身を置く、という結論に至った。これに参加す
る以前、私は語学の嗜みが無く、どう中国の学生達とコミュニケーションを取ればいいのか全く分か
らなかった。しかし、いざ参加してみれば周囲の助けや、自分という人間を隠さず表現することで非
常に良い交流が出来た。さらに3週間にわたる共同生活の中で知己とも呼べる仲間を手に入れること
が出来た。そうして私がこの日中学生会議に参加して得たものは、この繋がりと、困難な状況でも臆
しない胆力である。 

　私がこのような大きな成長を得られたのは、この日中学生会議という場を用意してくださった方々
のおかげです。実行委員会の皆さん、並びにこの会議に参加した方々、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。 
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環境と開発分科会 

原田千尋 

　この一年間、実行委員として活動させていただいたことに感謝でいっぱいです。 

　中国留学をきっかけに、何らかのかたちで日中友好に貢献したいと思っていた時、この会議に出会
いました。活動の中で想像を超える大変なこともありましたが、こうして振り返ると学生の今しかで
きない貴重な経験のなかで少しは成長できたんじゃないかなと感じています。 

　私自身、初参加で実行委員ということで戸惑いや不安も沢山ありましたが、実行委員8名で支え合
いながら「参加者のためによりよい会議を創りたい」との一心で最後まで頑張り抜くことができまし
た。特に絶大なサポートをしてくれた実行委員と分科会メンバーには感謝が尽きません。 

　日中学生で過ごした18日間はかけがえのない思い出になりました。素敵な友人たちに出会えたこと
で、私にとって中国はもっと大切な場所になりました(もちろん日本も！)。この友情は生涯大切にし
たいです。そしてこの一年で感じた自分の長所も短所も受け入れて、この先もっと成長して、真の日
中友好を実現していきます。 

加藤洋一 
　日中学生会議という存在を昨年知り、自分も新しいことに挑戦してみようと今年に入り応募を決意
した。分科会は自分の第一希望も第二希望も通らず、実行委員の方に勧められた分科会に入ったが、
どうしてもこの会議に参加したかった自分にとって、そんなのは正直どうでもよかった。なぜなら、
私自身の目的が中国人学生と交流する中で、彼らがどのような価値観で今を生きているのかを知るこ
とだったからだ。実際に会議が始まってみると、日本人と中国人の一つ一つの行動の違いに驚くこと
が多々あった。同じアジア人なのに、こうも違うのかという発見が自分にとってとても新鮮だった。
分科会での活動も最初は日本側と中国側で手探り状態ではあったが、最終的に日中の考え方の違いに
ついて深く議論することができた。このようなとても有意義で貴重な経験ができたのは、日本側も中
国側もみんな素敵なメンバーだったからであると心の底から確信したし、彼らと寝食を共にした十八
日間は、私自身にとって何物にも代えがたい日中友好への原点だ。 

浜川薫 

　今回の日中学生会議では、楽しいことも悩むことも多かった３週間でした。　最初の広島から始ま
り、観光などもはさみながら段々と打ち解けていくことができました。それと同時に、議論も活発に
なっていき、後半の会議では深いところまで考え、詰まり、悩む場面もありました。その時に私がい
つも胸に決めていたのは、「何のために会議をしているのか？」でした。そこで、私なりに出した結
論は、わざわざ中国からはるばる日本へやってきて３週間寝食を共にする意義は、一緒にグーグルで
分科会テーマについて調べてコピペすることではなく、お互いの考え方や意見を明らかにし、その相
違点や共通点を理解することだと思いました。最後の分科会発表を前に、いい解決策が思いつかな
かった私たちのグループは完全に焦り行き詰っていました。そこで、上記の日中学生会議の意義・目
的に立ち返った時、私たちがすべきなのは解決策をひねりだすということよりも、どういう相違点が
あり、その違いを理解するというところにより焦点をあてるべきだと考えました。 
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最終発表のプレゼンには、かっこいい解決策を載せることはできませんでしたが、そこにはしっかり
と議論をして相手を理解しようと苦戦した泥臭い結果があります。それは私には鈍く綺麗に輝く思い
出にもなりました。本当に分科会メンバーを始め、多くの出会いがあったことに感謝しています。 

張貝 

  I got to know about Japan-China Student Conference(JCSC) was in May and this magic journey started since 
then. In the beginning, I struggled to discuss with the group members during online meetings, because of the 
limited level of my Japanese, but I am extremely grateful for their support, such as listening to my ideas 
patiently and translating important information into English. I remember that the first day we gathered as a 
whole, same as everyone, I was excited to meet new friends. I loved getting to know these amazing people, 
hearing their interesting stories and colorful experiences. All the participants are very open-minded to hear 
different opinions and accept different perspectives, it helped to deepen our understanding about China and 
Japan, I learnt a lot not only about Japan but also my own country. For example, a conversation I had with a 
Japanese participant who lived in China over 10 years, she shared her thoughts in the cultural differences 
between China and Japan, and it was always interesting to learn something new.  
  In the committee meetings, we discussed a series of issues relate to the environment, which I wouldn’t have a 
chance to know more about. I found that there are many things that China can learn from Japan, such as disaster 
prevention training and garbage recycling. We also faced various challenges, had difficulty in continuing the 
discussions, as we thought from different angles and couldn’t have an agreement on one topic, but these 
problems were solved by communicating effectively. I learnt to express the thoughts directly and it is the best 
way to let others understand you, we can overcome difficulties by working on it consistently.  
  Moreover, I really enjoyed the evening events we had, like sports game, world café, mixed committees and 
cultural night. It brought everyone together.  
  I appreciate to have this opportunity to meet outstanding students from top universities in Japan and China. In 
this 18 days, we became close friends with each other and I hope the connection we had will be continued.  

教育と文化分科会 

中村千聖 

　ディスカッションをしたい、というただそれだけの気持ちで参加した日中学生会議。全国規模の学
生団体初参加にして実行委員を務めたことは、私にとって大きな経験となりました。 
　まず何よりも気付いたのは、自分自身が中国人に対して偏ったステレオタイプを持っていたことで
す。実際に中国の学生と会って議論する機会が今までになく、彼らとの議論はとても興味深かったで
す。今回の経験で、彼らの考え方に触れ自分が中国人に対して偏った見方をしていたことを痛感しま
した。また、実行委員・分科会リーダーとしての経験は、今までの学生生活の中では知ることのでき
なかった自分の弱点に直面し克服するためのステップでもありました。今までリーダーと呼ばれる役
職を務めた経験がない中で日中学生会議の分科会リーダーを務めることになり、どのように分科会を
進めていけばいいのかわからず不安ばかりでした。しかし、他の実行委員や分科会メンバーの助けを
借り何とか務め上げることができたと感じています。 
日中学生会議に参加したことで、今まで見えてこなかった自分の弱点や弱さ、他のメンバーと協力す
ることの大切さを再発見することができました。38 期の皆さん、ありがとうございました！ 

星田明 

　私が日中学生会議に参加しようと決めたのはこの会議が掲げる、草の根の議論を通じた友好に共感
したためだ。会議に参加する前、私は中国の学生の主張を理解すること、そして自分を通して日本を
少しでも伝えることを目標とした。広島から始まり、奈良・京都、最後に東京へ移動し各地で観光、
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フィールドワーク、会議と大変密で充実した三週間だったと今は考える。この三週間でさまざまな困
難に直面した。コミュニケーションの問題、議論の進め方、根本的な違いをもつ日中双方の問題をい
かにまとめ聞き手が理解しやすいように伝えるか、など枚挙に暇がない。しかし、今となってはこれ
らのおかげであの三週間が自分にとって学びにあふれ、充実した時間になったのだと確信している。
そして、自分が参加する前に考えた目標を振り返ってみるとどれほど自分が、半ば当然のように中国
と日本の学生では意見も考え方も違うと思い込んでいたことに気づかされた。 

中村優佳 
　私が日中学生会議で目指していたことは自身の友好拡大、そして論理性の向上であった。だが、こ
の学生会議を通し、得たものは目標達成以上のものであった。60人以上の国境を越えた友好を育み、
相互的な尊重でリーダー性を培うことができたのだ。本会議当初、会議をよそにゲームをしてしまう
メンバーもいたが、相手を理解させ尊重させることでこの状況を打破できると感じた私は積極的な声
掛けを行い、分科会がより友好を深められるよう努めた。また、自分ができることは積極的に行って
いった。たとえば、議論進行が上手くいかず誰が何をするべきかが明確化していなかったため、私が
一人ひとりに細かい指示を持続的に行うことでスムーズな進行につながり、議論を活発に行うことが
出来た。会議を通し、18日間の共同生活中は何度も友達と意見がぶつかることがあったが、その都度
相手の意見を尊重しながら納得いく説明を心がけることを心がけた。そして、全国各地から集った学
生と話をする中で自分にはなかった発想をいくつも得ることができ意義ある時間だったと感じる。こ
の経験を活かし、今後はさらにリーダー性・論理性を育んでいきたい。 

歴史分科会 

今井絵莉香 

　私は今回が日中学生会議への初めての参加である上に、実行委員を務めるということで、そもそも
「日中学生会議自体がどのようなものであるのか」という全体像がつかめないまま、準備を進めてい
き、気が付いたら本会議を迎えているというような状況でした。日本側の分科会リーダーとして、皆
を引っ張っていかなくてはいけないというプレッシャーもあり、最初の一週間はずっと緊張していま
した。しかし、分科会のメンバーが皆それぞれ異なる分野で能力を発揮してくれ、サポートしてくれ
たおかげで分科会もスムーズに進めることができました。問題が発生したときも皆で解決し、先に進
むことができました。実行委員としても本会議前は毎週ミーティングをして参加者のために最善を尽
くしました。実行委員同士の仲も良く、これからも付き合っていけるような友人を得たことも日中学
生会議に参加して良かったと思える点です。 
議論だけでなく、様々な交流を通して日中両国の素晴らしい点を見出すことができました。 

佐藤みのり 
　まずはじめに、学生会議のような活動に慣れておらず不安しか抱えていなかった私が、3週間楽し
く有意義な時間を過ごせたのは、同じ参加者であるみんなの人柄が温かく、すぐに仲のいい雰囲気を
作れたからだ。心から笑いあえる友達ができたことは、私にとって大きな成果だった。また、「相手
をより深く理解すること」を目標に日中学生会議に参加していたが、相手を知れば知るほど不思議と
自分のことがよく見えてきた。議論中、何度も日本人はどうしてそう考えるのか、何故自分はそう思
うのかの根幹を探る機会があった。確かに、私にとって「それ」は当たり前のことであって深く考え
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ることはなかったのだが、いざ問われて考えてみると意外なところに答えがあったり、その答え自体
歪なものであったりした。それを知った上で、自分を見つめ直すことができたのは非常にいい機会で
あった。この経験を糧にし、自他ともに理解する友好の道を築くための学びを深めていきたい。 

吉永伊織 

　まずは皆さん、日中学生会議お疲れ様でした。皆さんのおかげでとても楽しく有意義な時間を過ご
すことが出来ました。今回参加した学生達は国籍だけではなく生い立ちや年齢、住んでいる場所、そ
して学んでいる事などとても様々で全員自分の信念を持った強い人達だなと感じました。私は最初こ
そは、自分のマイナスなところばかり目がいっていましたが、そんなネガティブな考えは直ぐになく
なって、徐々に自分はどうやったら貢献出来るかを考えられるようになりました。しかし、それは私
だけの力ではなく周りの参加者達が常に明るくて前向きに討論に参加しているおかげでした。最終的
には、合宿前に心配していた言語や価値観の壁も越えて｢もっと討論したい｣｢もっと長く一緒にいた
い｣と思うようになりました。 
最後に、合宿が始まる何ヶ月も前から準備してくださった実行委員の方々、全員個性が強くて話し出
すと止まらない歴史分科会の皆、そして第38期日中学生会議の参加者全員に心からありがとうと伝え
たいです。みんなのことが大好きです！ 

樫本佳韻 
　まず初めに、1年前から今回の活動のために準備を進めてきた実行委員及びすべての関係者の方々
に感謝したい。貴重な機会をいただき、これらが自分のこれからの財産になったことは間違いない。 
　3週間は想像していた以上に濃いものになった。これまでも度々議論されていた内容を取り上げた
ために、どれだけ新しい発見や成果が得られるであろうかと不安に感じていたが、議論を重ねるにつ
れ今までなかなかスポットが当てられなかった一番根本的な「前提」の部分にズレがあるというとこ
ろにまで到達できたことは大きな収穫であり、灯台下暗しとはまさにこのことととも感じた。私たち
は言葉で何かを伝える機会が圧倒的に多い、頭で物事を考える時も言葉は不可欠であると言って良い
が、それがもたらす認識のズレを私たちは知らなければいけない。私は今回の学生会議に臨むにあ
たって「理解するよりも認めること」を大事にしてきたが、会議を通じて良い意味でやはり本当の意
味での相互理解は難しいと改めて感じた、それは決してマイナス的な意味ではなく裏を返せばつまり
それよりも一段階前のステップまでは到達できるということだ。しかし、どうして「認める」という
簡単な一歩さえも踏み出せないのか、「そもそもベースとなる知識や関心がないから、そもそも議論
の場にまで持って行くことすらままならない」という言葉がそのまま現状を表しているように思う。
中国を通して中国だけでなく日本に対しても深く思考する機会を得られたという点においても本当に
有意義な三週間だったと思う。 

スポーツと健康分科会
村山友章 

　今回日中学生会議に参加することになったのも不思議なことの巡り合わせで、今は本当に申し込み
をして良かったなという気持ちが大きい。参加するまでは自分は一定の人としか関わってこなかった
人間で本当に外国の人と一緒にうまくやっていけるのか心配していた。そのような状況の中で新しい
スポ健という話題について議論することなど不安でしかなかった。しかし、参加したことで多くの日
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中通じての友人ができたし、共同生活を通してかけがえのない経験ができたなと思う。自分の語学力
のなさを再認識させてくれたことも自分の中で大きな意味があった。期間中は楽しい日々ばかりで、
正直苦痛なこともあるだろうなと思っていたがそのイメージを見事に覆させられたなと思う。また、
個人的に自分が大学院生ということで皆と年齢も結構違うしという気持ちがあったが、全然何事もな
く溶け込むことができたのは皆のフレンドリーさのおかげです。ありがとうございました。最後に、
近いうちに必ず中国に行って自分の目で見て肌で中国を感じてきたいと思います。 

藤本真穂 
　「中国のことなら何でも私に聞いて！」 

　私は1年間の中国留学と旅行を通じて、人より十分に中国を知ったつもりでいました。しかし、学
生会議に参加し、中国人と生活を共にすることで日中の文化や考え方の違いを知り、私が見ていたの
は中国の断片的な部分と痛感しました。それと同時に、初めて中国を訪れ日本との違いを五感で味
わった時に目を輝かせた好奇心旺盛の自分を思い出しました。同じアジア諸国だからといって日本で
暗黙の了解に当たることが全て通じるわけでないから、メディアという最新技術だけに頼らず直接対
面して積極的に交流・対話することの重要性を再認識できました。 
　この学生会議で得た経験で満足せず、日中友好活動の初めの第一歩と捉えて、これからも両国の魅
力を知り発信し続けることに尽力したいです。最後に、お気に入りの中国の言葉で締めくくります。
私たちの日中友好交流は今始まったばかりですから。「有�千里来相会！」 

土屋勇魚 

　日中学生会議とは何なのか、実行委員長として日中学生会議にどのように貢献できるのか、その2

点を実行委員長として活動する上で自身に問いかけ続けました。 
　実行委員長として活動してきた一年を振り返り、日中学生会議とは学生にしか築くことのできない
日中友好に対して、形成にまで至らずとも挑戦すること、その挑戦の場を提供することに意味がある
と考え、参加者に学びの機会を与えるという意識で運営を行ってきましたが、無意識のうちに参加
者・実行委員の皆さんから学びを得ていたことに気付きました。それは自分が思っているよりも、日
中友好について真摯に考え、「学生だからこそできること」を皆さんが中国側と議論をすることで考
え続けた結果だと思います。 
　「実行委員長は日中学生会議における主役ではなく、参加者・実行委員が自身の個性を開花させる
ための基盤たれ」、「改善のない団体に未来はなく、自身を見直すことで発展の道は開ける」1年間
自身の教訓としてきた言葉です。この言葉を寺社下実行委員長をはじめとした39期実行委員会に送り
ます。38期では何が学びになり、何が楽しかったのか、なぜそれらは学びになり、楽しかったのか、
運営上の問題点はどこにあり、どのように対処できるか、一度我々38期を見直してみてください。自
ずと39期の進む道が見えてくると思います。 

日中学生会議の更なる発展を願っています。 
　 

髙橋真洋 

　私は今回の日中学生会議を通じて、国際関係におけるソフトパワーの重要性に気づきました。 
　私は大学でテクノロジーと安全保障の関係性をテーマとした研究を進めており、これまでハードパ
ワーを主軸としたリアリズムを中心とする議論に慣れ親しんでいました。 
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しかし、日中学生会議に参加して日本人大学生と中国人大学生が交流する様子を総務の立場から眺
め、一緒に観光に行ったり、花火をしたりする中で、国家の価値観や文化、そしてそれらが持つ魅力
が他国に与える影響の大きさを目の当たりにしたのです。 
私はそうした中国人の様子を見て、ソフトパワーの重要性に改めて気づきました。これまでも日本の
文化に親しみを持ってくれた中国人がいたからこそ、たとえ政治的に冷え込んだ時期があったとして
も、現在まで日中交流と友好関係構築を目的とした学生団体が存続してきたのです。 

　そうした体験を通じて、私の国際関係に対するイメージは大きく変わりました。国際関係において
重要なのは軍事力や経済力だけではありません。お互いに認め会える文化や価値観を持つこともハー
ドパワーと同様に、いやそれ以上に重要なのです。 

164



1. 謝辞
第38回日中学生会議はたくさんの関係者の皆様にご助力いただき、無事運営・開催することができま

した。日中学生会議の活動にご理解とご協力していただいた全ての方々に心から感謝を申し上げます。我々一
同、日中学生会議が今後も続き、発展していくことこそが日中友好への貢献だと考えております。今後とも引
き続き日中学生会議をご指導、ご鞭撻くださいますよう、宜しくお願い致します。

　　第38回日中学生会議実行委員一同 

2. ご助成
一般財団法人　MRAハウス 

公益財団法人　平和中島財団
公益財団法人　双日国際交流財団
公益財団法人　三菱UFJ国際財団 

公益財団法人　東華教育文化交流財団
公益財団法人　日本文具財団

3. ご後援
公益社団法人　日本中国友好協会
日本国外務省
日本国文部科学省

4. ご協力
日中学生会議　OBOGの皆様
中信出版日本株式会社　高橋  峰之様
阿部  正行様
川嶋  広之様
大倉  鎮信様
大槻  幸二様
近田  善嗣様

5. ご助力
明治大学　加藤  徹教授
公益社団法人　公益社団法人 日本中国友好協会会長　丹羽  宇一朗様
NPO法人重度身体障害者と共に歩む会　理事長　北村  叔子様NPOち
ば特別支援教育理事長　奥村  兼弘様
リクルートオフィスサポート　鈴木  章博様
国際教養大学　陳風教授
公益社団法人日本青年会議所サマーコンファレンス運営特別委員会　石引 卓様
日本スポーツ協会　趙  様 

東進ハイスクール　金屋  俊一郎様
株式会社PoliPoli　代表取締役　伊藤  和真様
日本僑報出版社　代表・編集長　段躍中様
株式会社TBSテレビ　メディアビジネス局　海外ビジネスセンター　国際戦略部部長　井上波さん

6. 顧問
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科　天児  慧名誉教授
東京大学大学院総合文化研究科　阿古  智子准教授
近畿大学文芸学部　上田  貴子准教授
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	日中関係は、大きなスパンで見ると今日重大な岐路に立っているように見えます。日中関係の逆転は、たんに経済力、軍事力にとどまらず、マンパワーの面でも中国優位の状況になってきました。もちろん我々は勝ち負けを争っているわけではありませんが。またグローバルにみると米国と中国の関係がきわめて不安定な状況にあり、しかも長期に続く様相を治しています。そして、そのことが日中関係、あるいは日本自身の立ち位置に大きく影響することにもなっています。
	日本にとって望ましいのは、中国が日本とのより協力的、協調的な姿勢を強めてきているということです。日中首脳の対話が再開されて、2020年春には習近平主席の訪日も予定されています。もちろん中国政府にはそれなりの目論見があっての対日接近であることは間違いないですが、関係改善の重要なチャンスでもあります。
	日本を訪れる中国人の数は着実に増大し、自分たちの目で、感性で日本を理解する人も増えています。日本人、とりわけ若者は積極的に中国の人々とかかわって、彼らの優れた面を素直に感じ、また自分たちの長所もアピールしながら、相互に切磋琢磨して日中関係の人的なつながりを深めてほしいと思います。皆さんの未来は開かれています。そして皆さんの努力次第で日中関係も輝きを増していくことになるでしょう。そしてまた、これからは日中学生会議のOB/OGとして後輩たちの新たな活動をサポートしてあげてください。皆さんのますますの発展を祈ります。
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	東京大学 阿古智子
	中国本土への容疑者の引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正への反対がきっかけとなって始まった香港の大規模デモは、この夏、全く収束せず、一部では大きな混乱を引き起こした。私は大学院時代を過ごした香港の情勢を心配しながら、自分が生まれ育った日本の行く末についても考えていた。日本は表面上、平和で自由に見えるが、実態はどうなのか。
	大学院以降、米国で教育を受け、欧米メディアで働いている中国大陸出身の友人は、米国から香港情勢を踏まえて米中関係などを報じている。彼女は、自分のソーシャルメディアのページに、このように書いていた。
	「ニュートラル（中立）ではなく、フェア（公正）である」ということがいかに重要であるか。私も彼女の観点に深く共感する。人間は誰一人として立ち位置が同じであることはない。皆それぞれ異なる位置にいて感じ、考えた結果得られた見方を表現するのだから、人間が完全に中立で居られるはずなどない。そうではなく、フェア（公正）であるかどうかを常に確認することが重要ではないか。
	具体的にいうと、特定の政府機関や企業などと癒着するなどし、権力の監視を怠ってはいないか、力を不当に利用して自らの主張を行なってはいないか、弱者の視点に立つ努力が続けられているか、といったことを確認するのである。人類の歴史や社会について学ぶ場においても、自分の関心や好みに応じてモノを見ようとするだけではなく、異なる立ち位置にいる人たちが、どのような主張を展開しているのか、それはどうしてなのかを多方面から捉えることによって、自分の立ち位置をより明確にすることができる。
	日中学生会議の学生たちにも、自分の姿勢がフェアであるかどうか、しっかり考えて欲しい。香港の情勢は決して楽観できるものではない。しかし、平和的手段で主張を発信し続ける香港の人たちは、自由に思考し、主体的に選び取ることが、人間らしく生きることに繋がるということを私たちに教えてくれているような気がしてならない。
	新しい繋がり
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	今年は、日本での本会議開催の年で、実行委員・参加者のみなさん、ディベートの準備だけでなく、ホスト側としての準備も大変だったことでしょう。今年の参加者の皆さんとは、大阪での合宿の際にお目にかかり、熱気のこもる皆さんの姿に本会議の成功も間違いないと確信をした覚えがあります。
	この夏は機会があって、みなさんが熱いディベートを重ねておられる頃に、2回中国を訪問しました。学会参加もしましたが、地方の村民委員会での現地調査を行うなど、複数の違うタイプの場所を訪問し、中国の変化を実感してきました。
	なかでも小さなことですが、新たに感じた日中の違いとして、名刺交換が廃れつつあることが挙げられます。以前は、名刺交換から挨拶が始まりましたが、今回はそれがwechatのアカウント交換に替わっていました。つまり日本でlineの交換をするような感覚です。日本ではlineは人と繋がるツールではあっても、まだオフィシャルな連絡手段に使うことには抵抗があります。友人同士でlineのアカウントを交換して友達に気軽に挨拶するように、学会のような場でも連絡先をwechatで交換し、気軽なメッセージを送りあいながら関係を作っていく。ここには関係を作ることを重視する中国ならではの、しかし新しい人間関係の作り方をみたような気がします。
	これはもうジェネレーションギャップに驚く上の世代のコメントにすぎないわけですが、きっと日中学生会議で出会ったみなさんは、私の戸惑いに比べれば、遥かに飛躍した軽やかさで、お互いの繋がりを作られたことと思います。そうやって紡がれた関係は日中にとどまらず、地球全体を覆う勢いを持つのだろうなと、頼もしく思っております。本会議の成功をお慶び申し上げるとともに、この繋がりを生かした今後の皆さんのご活躍を期待しております。
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	2019年8月21日をもって、第38回日中学生会議は東京にて幕を閉じました。このように例年通り無事に開催できたこと、そしてこのようにして無事に全ての活動が終えられたことをとても喜ばしく思っております。開催にあたり顧問の先生方ならびにOBOGの皆様をはじめとした関係者の方々に厚く御礼申し上げます。また1年間質の高いプログラムを提供し、日中友好とは何なのかをひたむきに考え、本学生会議を創り上げてくれた日本側と中国側実行委員、そして参加者の皆さんに心から感謝申し上げます。
	「日中学生会議の存在意義とは」第38期日中学生会議実行委員会はこの大問を投げかけ続けました。本実行委員会は第37回日中学生会議本会議終了後8月に4人で発足し、新たな実行委員募集から始まりました。その後新たに4人が加入し、2019年4月に1人加入し、計9人で活動をしてきました。ここまでの大規模な新実行委員募集は日中学生会議始まって以来初であり、手探りの状態で始まりました。しかし、新たに加入した実行委員は各々が学生として日中友好にどのように貢献できるのか、また日中学生会議実行委員として参加者に何を提供できるのかを考え、より良い日中学生会議を開催しようと尽力してくれました。1年間の運営を振り返り、彼らのこのような意欲がなければ、今回はこのような素晴らしいものにならなかったと思います。
	我々が参加者を迎えるにあたって、日中学生会議が作り出す「学生による日中友好」とはどのようなものか、「日本と中国の学生が行う議論」はなぜ必要なことなのかを、一度我々実行委員の中で見直し、「議論をすること」自体に意味があることを統一意識として持つことにしました。我々学生の行う議論は、学者の視点から見れば建設的ではなく、成果の少ないものと思われることも多いでしょう。しかし、日中学生会議として日本と中国の社会問題に対して本音で議論をすること、その経験こそ我々日中学生会議でしかできないことではないだろうか。また将来を担う我々学生として、日本と中国、また他国の人々とどのように接するべきなのかを学ぶことができる場所を提供できる場所こそが日中学生会議なのではないだろうか。そのような意識を持って、変革を行ってきました。また32年続いてきた学生団体として、我々の築いてきた学生による日中友好をどのように社会に波及していくべきかを考え、学生の学生による学術的交流のプラットホームがこれからも存在することこそが我々が日中友好を社会へ波及させる方法ではないかと考え、本学生会議の持続的発展に目を向けるように心がけました。
	本会議での議論では、我々実行委員が予想していた通り、日本側と中国側で意見のすれ違いが起こり、時には議論が紛糾する時もありました。しかし、参加者の皆さんは対立して議論を終了するのではなく、そのすれ違いは何処から生じているのかを分析し、各々にステレオタイプに嵌っていないかを確認することで日本と中国の本質に迫ることができたのではないでしょうか。しかし相互理解をしたことだけで「日中友好」と思ってはいけません。日中学生会議での議論はスタート地点でしかありません。見つけられた問題点を社会に提言し、より良い社会を築いていくことこそが真の日中友好なのではないでしょうか。またそれこそが先に述べた日中学生会議の存在意義なのではないでしょうか。
	来年中国開催をするにあたり、寺社下実行委員長をはじめとする39期実行委員会が我々の築いてきたものを引き継ぎながらも、「日中学生会議の存在意義とは」「日中学生会議が社会になすべきことは」「学生にしか築くことのできない日中友好とは」という大問を常に投げかけ続け、各々の理想の日中学生会議の実現に向けて邁進していくことに違いないと信じています。
	本報告書は、実行委員、参加者が各々日中友好へ向けて何ができるかを熟考し、徹底的に議論した記録です。現在の社会に対して、我々の築き上げた日中友好とはどのような意味を持つのかを考えるきっかけにして頂ければ幸いです。
	実行委員の皆さん、参加者の皆さん、ここまで支えてくださった顧問の先生方、OBOGの皆様、1年間本当に有難う御座いました。
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