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顧問の先生のご講評 
 

第 40 期⽇中学⽣会議の皆さん 
天児 慧 

 
コロナ禍の厳しい状況、さらには厳しい⽇中関係の現実の中で様々な創意⼯夫を凝らし

ながら、互いに⼒を合わせ創意⼯夫を凝らしながら、「⽇中友好」とは何かという核⼼的
な課題に正⾯から取り組み、⼤きな成果をあげたことに対して、⼼より敬意を表したいと
思います。 
 設置分科会もよく考えられているようで、⾷品安全、国⺠認識ギャップ、環境、教育な
ど⾃分たちが⾝近な問題として捉えられるテーマを設定することで、具体的なイメージを
持ちながら、議論を掘り下げることができたのではないかと思います。 
 オンラインのコミュニケーションをフルに活⽤し、東京と地⽅とのギャップを克服でき
る状況を作り出したこと、それによって事前の頻繁なやり取りも可能となり、これまでに
はなかった豊かな開催を実現できて、⼤変重要な意義だったと思います。 

各分科会においても、課題に関する概況、現状分析、問題の提⽰、具体策などが検討さ
れており、若者らしい積極的な意⾒も⾒られ、読んでいても為になる部分が多かった。 

ただ、国⺠認識ギャップに関して、具体的にどういった点においてギャップが顕著に⾒
られるのか、そうしたギャップはなぜ起こるのか、どのようにすればギャップの解消に向
かうことができるのか、といった点を少し掘り下げて議論してほしかった。また、⽇本⼈
あるいは⽇本在住の⼈間としての皆さんが、「⽇本を知る」というテーマを設定したこと
は、そうした経験のない外国⼈と接触した時、「知っているつもりで知っていなかった」
という落とし⽳に落ちない意味で、実はとても⼤切なことだと思います。ただ地域の設定
とテーマの設定が、全体としてどう繋がっていくのか、⽇本の全体像を描く上でもう少し
⼯夫が欲しかったと思います。 
 最後の⽅で、「⼥性を取り巻く問題について、最も強く感じるのは相⼿の気持ちや⽴場
を理解しようと努⼒することの⼤切さである」との指摘がありましたが、それはまさに⽇
中関係の相互理解を考える上でも、同じように⼤変重要なポイントだと思います。 

中国⼈と⼀緒に共通のテーマを考えた、といとうおそらく初めての体験、そこからいろ
いろな可能性を発⾒し変化していく⾃分を感じ取ったことと思います。皆さんには未知の
世界にチャレンジして⾏ける⼤きな可能性があります。その中で「⽇本と中国」を軸とし
ながら新しい輝かしい未来を創造していくことを期待しております。 
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国⺠認識ギャップ分科会 
阿古智⼦ 

 
分科会「国⺠認識ギャップが⽣まれる要因は何か」に対して講評させてもらった。分科

会の⽬指すところとして、ギャップをうめるために相⼿国に関⼼を持ち、相⼿の国の⽂化
的な側⾯からアプローチする、主にソフトパワーに注⽬するということだった。政治や歴
史などのレベルでアプローチするのが難しく、そのような次元で変化を起こすこともでき
ないという理由から、⽂化的な側⾯にフォーカスすることにしたようだが、私たちの⾝近
な⽣活に関わる問題から政治や歴史にアプローチすることもできたのではないかと感じた。
例えば、ソーシャルメディアなどにおける表現を通して、⽇本と中国の国⺠のギャップを
分析することもできるだろう。現実的な配慮は必要ではあると思うが、制限のある中でで
きることをさらに⼯夫していってほしい。 

プレゼンの中で取り上げていた６つのトピックのうち、⽇本のデザインはシンプルで、
中国のデザインは華やかなイメージとまとめていたが、そのような傾向があるといえると
はいえ、あまり「中国⾵」「⽇本⾵」と括ってしまうと、ステレオタイプを作ることにな
ってしまうのではないだろうか。全体としての傾向を捉えた上で、それぞれの国における
個性的な取り組みや表現を紹介することによって、さらに⾒えてくる新しいトレンドとい
うものもあるかもしれない。 

その他のトピックに関しても、⽇本が、中国が、何をどう捉えることがポジティブに、
ネガティブに評価されるのかという点において、基準が画⼀的になってはいないかを今⼀
度検証してみてはどうだろうか。国⺠認識のギャップそのものが、評価基準のあり⽅を反
映しているのだと思う。 

そのような意味で、観光において、従来型の「モノ消費」だけでなく、体験に価値を⾒
出す「コト消費」が⼈気を呈していることは互いに視野を広げるきっかけをつくってくれ
ると感じる。特に⽇本においては、着物の着付け、茶道、書道、夏祭り、⺠泊での宿泊な
どの経験を通して、⼀般の⼈たちと近い距離で交流できることが可能になってきた。中国
でも古⺠家などを改造したホテルや⺠泊での宿泊や⾃然環境について学ぶエコツアー、農
家に滞在して農村の⾷事を堪能したり、農業を体験したりする「農家楽」なども⼈気があ
り、⽇本からの観光客が新たな中国イメージを得るきっかけになっている。 
スポーツ、⾷品、ポップカルチャーについても、若い⼈たちの新鮮な視点を提⽰してく

れたが、そうした⽣活や趣味に関わる問題からも、歴史や政治につながる論点を⾒出すこ
とができるはずだ。制限がある中でも、批判的な思考を深める努⼒をし続けてほしい。 
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インターネット会議の可能性と課題 
上⽥貴⼦ 

 
今期の⽇中学⽣会議は ICT を活かした活動にチャレンジし、そこでしかできない成果を

出していた点で、これからの可能性を感じました。対⾯の会議ができないからオンライン
会議を⾏うのではなく、オンラインの特徴を使ってできることを我には思いつかないよう
な⽅法で実施し、その結果より幅広い⼈々を巻き込んで活動ができたと感じています。関
⻄在住の私は東京での⾏事に参加することはスケジュールの都合もあってほぼ不可能に近
かったのですが、今回は報告会にも参加させていただき、⼤変刺激をうけました。 
ご報告を聞かせていただいたのは、①国⺠認識ギャップ分科会、②社会問題・少数グル

ープ分科会です。 
①国⺠認識ギャップ分科会：時代の変化を⼤きく感じました。中国の⽇本に対する好感
度が上がっているということは、中国が⽇本に関⼼を持つようになっていることを⽰して
いるわけで、この変化の速さには驚きました。他⽅、⽇本の中国に対する好感度が低いと
いうことは、関⼼が低いということを意味しており、いささか残念でもありました。中国
における意識の変化の速さに対して、⽇本の意識の変化が遅いことも象徴的です。この国
⺠意識の形成や変化に切り込んでいけるのが、⽇中学⽣会議メンバーなのではないかとも
思いました。交流がいかにエキサイティングな経験であったのかをより多くの⽅に伝えて
いっていただきたいと希望します。 
②社会問題・少数グループ分科会：社会における⼥性の社会進出の難しさから、⼥性を

とりあげられたとのことでした。中国の場合は、⼥性も「単位」の⼀員として労働してき
た歴史がありますので、⽇本の⼥性との違いは⼤きいはずです。⽇中の違いにもっと注⽬
してもよかったのではないかと思います。メディアにあらわれる情報だけでなく、⽣⾝の
声を聞くインタビューなど多⾓的アプローチなどまだまだ可能性があるかと思います。と
はいえ、同じ世代の仲間として同じ問題を抱えていることを確かめ合えたことは、貴重な
機会となったのではないでしょうか。 
最後に、インターネットを駆使して情報が集められることはメリットではあるのですが、

それだけでは、違いに気が付かないこともたくさんあります。あたりまえすぎることはあ
えて情報としてあがってこないこともあるからです。このあたりまえが違っていることに
気がつくことが現地訪問の良さでもあります。みなさんもぜひ、この縁をきっかけに⾏き
来をして、新たな発⾒をしてきてください。 

このように充実した本会議にするために、調査し、議論し、準備する作業は対⾯で⾏っ
ていた時よりも丁寧に進めていく必要があったと想像します。みなさんのご努⼒と成果に
拍⼿を送ります。 
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第 40回日中学生会議 日本側参加者名簿 
 
 名前 所属 学部 学年 
実行委員長 金田彩音 台湾国立台北大学 社会学部 3 年 
副委員長 松江清香 青山学院大学 国際政治経済学部 3 年 
副委員長 坂井美紀 アメリカ創価大学 国際教養学部 3 年 
財務委員 佐藤顕子 学習院大学 国際社会科学部 4 年 
広報委員 王珮潔 上智大学 総合グローバル学部 4 年 
渉外委員 安東勇人 北海道大学 農学部 3 年 
渉外委員 杉原理沙 アメリカ創価大学 リベラルアーツカレッジ 2 年 
企画委員 太田原みか 上智大学 外国語学部 3 年 
企画委員 林超 中央大学 法律学科 4 年 
食品安全分科会 今井美佑 中国復旦大学 経営学部 2 年 

黒木羽奈 立命館大学 文学部 4 年 
宮崎優宗 鎮西学院大学 現代社会学部 3 年 
照喜納明美 アメリカ創価大学 国際学 2 年 

国民認識ギャッ
プ分科会 

梅野萌佳 近畿大学 国際学部 2 年 
直井拓磨 慶應義塾大学 商学部 2 年 
森田大幹 九州大学大学院 生物環境資源学部 2 年 
南愛莉 青山学院大学 文学部 4 年 

環境問題分科会 郭拓人 King’s College 
London, 人民大学 

School of International 
School 

1 年 

草野詩織 早稲田大学 教育学部 1 年 
上野祐香 青山学院大学 文学部 3 年 
廣田瑞生 上智大学 総合グローバル学部 3 年 

教育システム分
科会 

石川愁 国際教養大学 国際教養学部 3 年 
堀綾花 上智大学 経済学部 1 年 
張啓榕 近畿大学 国際学部 3 年 
工藤美桜 慶應義塾大学 総合政策学部 1 年 

社会問題・少数
グループ分科会 

来須航世 創価大学 経済学部 3 年 
河野亜希 福井大学 医学部 4 年 
石原桃子 上智大学 総合グローバル学部 3 年 
西川幸二 創価大学 文学部 5 年 
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第 40回日中学生会議 中国側参加者名簿 
 
 名前 所属 学科 学年 

実行委員長 周可 北京大学大学院 比较政治学 1 年 

副委員長 梁志龙 東北大学大学院 经济与管理 1 年 

委員 黄兴 中山大学 物理学 3 年 

委員 王陈美玥 中国人民大学大学院 外交学 1 年 

委員 张贝 杜伦大学 会计金融 卒業 

委員 商航 西安外国语大学 英语 3 年 

委員 殷方家 上海交通大学 日语 入学予定 

食品安全分科会 顾欣恬 北京第二外国语学院 日语 4 年 

刘本怡 北京第二外国语学院 日语专业 3 年 

侯晓雨 北京外国语大学 日语 1 年 

国民認識ギャッ

プ分科会 

陈韵霏 香港教育大学 英文教育及语文研究 5 年 

黄方怡 中国人民大学 外交学 3 年 

環境問題分科会 杨铭南 天津大学大学院 管理科学与工程 1 年 

刘佳鑫 北京外国语大学 意大利语 2 年 

黄诗蕊 山东大学 人类学 4 年 

教育システム分

科会 

王湘娆 河北工业大学 日语 3 年 

王诗坤 南京外国语学校 日语 高三 

卢斌 沈阳建筑大学大学院 城乡规划 2 年 

社会問題・少数

グループ分科会 

林牧阳 北京大学 中国语言文学 3 年 

孙逸宸 天津师范大学大学院 图书馆学 2 年 
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第一部：始めに 

 

n 日中学生会議について 

1. 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 年に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 1 回日中学生会議本会議を
開催した。2020 年度、第 39回が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で
中止となり、今年は第 40回目の開催となる。  

 

2. 理念 

                    “日中友好へ、学生の挑戦。”  
 

 
 
 
3. 第 40期日中学生会議理念 

 
日中の多様な繋がりを通して、新時代の架け橋になる。 

 
 2019 年 12月頃に日本国内でも感染が確認され始めた新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の影響で、今まで通りに中国に渡航することが難しくなった。中国という
メディアに制限がある国との繋がりを維持することが非常に難しい中、毎年行われていた
現地での本会議が実行できるかどうか分からない状況に見舞われた。しかし、このような
時代だからこそ、今までとは異なる中国との関わり方を模索するチャンスだと捉えた。ま
た、多様化の時代、個性が尊重されるようになってきた現代では、私たちは日本・中国と

“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
中友好を願う学生同士が、限りない可能性を持ち、 学生の視点
で積極的かつ情熱的に物事に取り組むということである。 
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いう国籍という垣根だけでなく、性別・年齢・ステータス・政治的側面・経済的側面・文
化的側面などあらゆる違いを考慮した上で交流しなければならない。私たちはこのように
複雑に絡み合った現代の諸問題をただの問題として捉えるのではなく、新しい友好の糸口
を見つけるきっかけとして捉え、日本人-中国人という繋がりではなく、あらゆる多様な
要素からの繋がりを通して、急速にオンライン化が進むwith コロナ、ポストコロナの新
時代の掛け橋となりたいという思いを込め、このような理念を掲げた。 

 

4. 実行委員長挨拶 

第 40回日中学生会議 日本側実行委員長 金田彩音 
 
第 40 回⽇中学⽣会議は、⽇中学⽣会議史上初のオンライン開催となりました。例年の

本会議期間は 3週間ですが、オンラインという環境を考慮し、今年は 8⽉ 3 ⽇〜19 ⽇まで
の 2 週間強のスケジュールで本会議を実施しました。例年、実⾏委員は本会議経験者の中
から選出されますが、昨年度の開催が中⽌になったことから、第 40 回⽇中学⽣会議の実
⾏委員会は、本会議への参加・運営経験の無い委員で構成されました。そんな中で、顧問
の先⽣⽅、OBOG の皆様、講師の皆様、財団の皆様、1 年間活動してきた実⾏委員及び積
極的に参加してくださった参加者の皆様に⽀えていただき、無事に本会議を終えることが
出来たこと、⼼より感謝申し上げます。また、⽇中友好のためのバトンを繋ぎ、議論の場
を作り上げることによって、交流を形に出来たことを⼤変喜ばしく思います。 

当初、第 40 回日中学生会議は中国現地開催を予定しておりました。しかし、40 期実
行委員が活動を開始した当時は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）影響で現地開
催を実施できるか否かが不明確な状況だったため、実地開催とオンライン開催の二つの計
画を同時平行で行いました。委員全員が本会議の参加経験が無かったため、右も左もわか
らない状態でしたが、日中交流を本会議という形で実現させたいと言う一心で、委員 9 名
一同邁進して参りました。 

5 月に新型コロナウイルスに関する政府機関による政策に基づき、参加者の身の安全を
第一に考え、中国への渡航を中止することを決定しました。日中学生会議の醍醐味である
「現地での学生同士の交流」が出来ない事態は、一見すると会議開催における危機的状況
に思えるかもしれません。しかし、40 期実行委員会はこのピンチをチャンスに変え、日中
学生会議史上初のオンライン開催を実施することで、私たちにしか出来ない会議を創り上
げようと発起しました。日中学生会議の 35 年に渡る歴史の中で、先輩方が 0 から創り上
げてきた伝統を受け継ぎながら、40 期の理念に基づいた多様な繋がりを体現するため、柔
軟な発想を取り入れた会議を計画・実施しました。 

40 期実行委員会にとっての最も大きな課題は、オンライン上で参加者同士がどのよう
に深い関係性を構築するかという点でした。「同じ窯の飯を食べた仲間」という言葉があ
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るように、衣食住を共にすることで自然と築き上げられる信頼関係を、オンライン上で再
現することは決して容易ではありません。そこで、私たちは下記の様々な企画を通して、
参加者が複数でも個人でも繋がれる仕組み作りに工夫を凝らしました。その結果、参加者
からは「オンラインで中国側参加者とこんなに仲良くなれるとは思っていなかった」など
の感想をいただき、参加者の期待を大きく超える会議を実施することができました。これ
は実行委員 9 名の挑戦の賜物であると共に、各イベントに積極的に参加し、価値を見出し
てくださった 40期参加者の皆様のおかげであります。 

この日中学生会議の目的、それは日中友好を目指すことです。今回のオンライン上で
の本会議開催は、その目的を達成するための一つの手段に過ぎません。日中友好とは何か、
日中友好を掲げて活動していること自体が日中友好が現状存在していないという前提に立
ってしまっているのではないかなど、会議の本質に迫るような場面もありました。「友好」
に絶対的な定義は無いため、相対的に評価されることもあれば、個人の価値観に委ねられ
ることもあると思いますが、私は本会議での議論そのものが日中友好を体現していたと考
えます。日中の友好を目指して学生が様々な制限を乗り越えて議論を行ったことは、二国
間の「友好」を構築する行為そのものだと思います。多くの場合、「議論」は問いかけに
対して答えを見つけることを目的とされますが、日中学生会議の「議論」では日中両国の
学生が様々な議題について意見を交わし、相手の考えを知るという過程に目的があると考
えます。そして、そこに私たちの目指す日中友好への第一歩があることを私は確信してい
ます。 

本報告書は、日本側参加者 29 名、中国側参加者 19 名、合計 48 名の学生が日中友好
に向けた糸口を模索するため、徹底的に議論を行った記録です。日本と中国の友好に止ま
らず、社会に溢れる多様で複雑な問題に対して多角的な視点で考えるきっかけになれば幸
いです。 

最後に、改めまして、第 40回日中学生会議の開催に尽力していただいた全ての関係者
の皆様及び参加者の皆様に心より感謝申し上げます。 
 

5. 第 40期日本側実行委員会 

 名前 所属 学科 学年 
委員長 金田彩音 台湾国立台北大学 社会学部 3 年 
副委員長 松江清香 青山学院大学 国際政治経済学部 3 年 
副委員長 坂井美紀 アメリカ創価大学 国際教養学部 3 年 
財務 佐藤顕子 学習院大学 国際社会科学部 4 年 
広報 王珮潔 上智大学 総合グローバル学部 4 年 
渉外 安東勇人 北海道大学 農学部 3 年 
渉外 杉原理沙 アメリカ創価大学 リベラルアーツカレッジ 2 年 
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6. 実行委員会活動 

§ 実行委員会の活動 
 

 第 39 期日中学生会議実行委員の方の選出により、実行委員 7名が選出された。そ
の後、40期実行委員が自ら渉外と副委員長を募集及び選出し、実行委員 9名で活動を
行った。今年は新型コロナウイルスの影響により委員合宿は実施せず、全てのミーテ
ィングをオンラインで行った。 
 今年は中国側委員の人数が少ないことを考慮し、分科会を例年より少ない 5つに設
定した。日中両国の委員から集めた意見を元に、日本側と中国側で議論し決定した。
設置分科会は以下の通りである。 

 
o 食品安全分科会 
o 国民認識ギャップ分科会 
o 環境問題分科会 
o 教育システム分科会 
o 社会問題・少数グループ分科会 

 
• 広報 
 
 第 40 回実行委員会では、コロナ禍で大学などの教育機関がオンライン授業を実施し
ているため、例年実施している大学キャンパスへのポスター設置を断念し、SNS中心
での広報活動を行った。SNS上で積極的に他団体と連携し、広報に協力していただい
たり、大学教授の皆様のお力をお借りしたりして、大学のネットワーク上で拡散して
いただくなど、まさにオンラインならではの特性を活かして活動した。 

 
 

• 説明会・相談会 
 

 説明会も全てオンラインで実施した。オンライン会議ツール zoomを使用して、日
本全国どこからでも気軽に参加できるようにした。また、説明会を複数回設けること
で多くの方に知っていただく機会を作った他、説明会の様子をオンライン上で公開し、
アーカイブでも日中学生会議に直接携わっている委員の声を聞いていただけるように
した。また、説明会の他に、「相談会」という、参加希望者の声を聞く小規模な会を
設け、未知の領域であるオンラインでの本会議開催の不安を取り除く工夫をした。 
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• 参加者選考 
 

 広報活動の結果、参加希望人数が募集人数を上回ったため、書類選考と面接による
参加者の選考を行った。面接は、一次にグループディスカッション、二次に個人面接
を行った。選考の時点では、開催方法が不確定な状況だったため、どのような環境下
でもモチベーションを保ちながら議論に積極的に取り組めるかどうかに重きをおいて
審査した。 
 面接時のグループディスカッションテーマは以下の通りである。 

【日中友好の一番の妨げとなっているものは何かを特定し、 
それに対する解決策を一つ挙げてください。】 

 全ての面接をオンラインで行い、それらを録画することによって、委員全員が全て
の面接の様子を見た上で評価するシステムを導入し、公平性を保った。また、オンラ
インで本会議を行うことも視野に入れ、画面共有機能やチャット機能など、オンライ
ンだから使える機能を大いに活用し、本番の議論をイメージして行った。 

 
 

• 分科会準備 
 

 日本側と中国側委員でそれぞれ自分の興味のある分野、もしくは分科会メンバーと
して貢献できそうな分野を列挙し、中国側に提案した。その後、中国側と協議の上で
最終的な分科会が決定された。また、日本側と中国側委員の人数の差が大きくあった
ため、分科会の数を例年よりも少なくすることで少人数でも運営できるように工夫し
た。 
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第二部：実施報告 

n 事前活動  

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)蔓延の影響を受けて、事前合宿は一部分科
会活動を除いて原則オンラインで行った。オンラインだからこそできることを考え、
趣向を凝らして最大限の成果を得ることができるよう心がけた。 
 
 

1. 顔合わせ合宿 

 5⽉ 21 ⽇・22 ⽇に⾏われた顔合わせ合宿は、オンライン上で実施した。名称は新
型コロナウイルス感染症流⾏前のものを使⽤し「合宿」としているが、実際は 1 ⽇あ
たり約 7 時間の活動を⼆⽇間に渡り実施した。 
 

 
• 分科会準備 
 
 分科会準備の時間は、オンライン会議ツール zoomのブレイクアウトルーム機能を
使い、分科会ごとに分かれて活動を実施した。中国側とこれからどのようにコミュニ
ケーションを取るのかや、各分科会テーマについて特に興味のある具体的な分野をピ
ックアップするなど、分科会の議論の進め方に関して大まかな計画を立てた。また、
今年は分科会リーダーや副リーダーを決定するなど、それぞれの役割も確認した。 

 
 

• 勉強会準備 
 

 勉強会は、中間合宿までの約 1ヶ月間、日本側参加者として日本についての知識を
得るための期間を設け、「日本を知る」というテーマのもと実施した。顔合わせ合宿
の時間では、上記のテーマに沿った各々が関心を寄せる話題を出し合い、勉強会ごと
にテーマを設定した。顔合わせ合宿終了後、週に一度のオンラインミーティングを行
い、日本に対する知識を深めるとともに、中間合宿で行われる中間合宿報告会発表に
向けての準備を進めた。40期では、地域ごとに 6つの勉強会を設置した。各勉強会の
テーマは以下の通りである。 
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勉強会 テーマ 
北海道・東北・東京 交通 
東京① 観光 
東京② ⽇本アニメの知られざる姿 
中部 パンダ 
近畿 ⽇中における家庭と社会の中の⼥性 
九州 ⾷・観光・歴史から⾒た九州と中国の関係 

 
 

• 交流イベント 
 

 親睦を深めるために、オンライン上でできるイベントを行い、お互いを知る機会を
設けた。分科会ごとにブレイクルームに分かれて、「ZOOM OUT QUIZ」と「你知道

我吗？私のこと選手権」というゲームを実施した。雑談やゲームを通じて相手のこと
を一歩深く知ることのできた時間となった。 

 
 

• OBOG交流会 
 

 OBOG 交流会では、37 期から 39 期を中⼼とした OBOG の⽅にお集まりいただき、
実際に⽇中学⽣会議に参加した際のご経験や、⽇中学⽣会議のご経験を現在どのよう
に⽣かしておられるかなどを伺った。オンライン開催ということもあり場所の関係を
制限することなく、10 名程度の⽅に参加していただき、多くの先輩⽅のご経験を知る
ことができた。 

 
 

2. 勉強会活動  

 勉強会活動は、本会議で中国の学生と関わるにあたり、日本についての知識をつける必
要があるということで、「日本を知る」というテーマのもと行われた。今年は、本会議を
対面で実施できるか否かわからない状況で、なるべく実際に会える可能性を残したいと言
う思いから、勉強会のグループ分けを居住地域に従って行った。居住地の近い参加者を同
じ勉強会にすることで、活動時の新型コロナウイルス感染症の状況と、勉強会メンバーの
意向に合わせ、実際に会ってフィールドワークを実施することができる状況を作った。 
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• 北日本勉強会 
テーマ：交通 

 
 北日本勉強会では生活と技術・環境に関わるテーマを扱うことにし、「交通」をテ
ーマとして設定した。日中両国ともに交通は生活に深く関わっているため、交通を理
解することは生活を理解することに繋がってくると考えられる。また、交通に関して
近年は環境対策が重要な課題となっている。そのため、日本における交通の歴史と近
年の環境対策について理解を深め、日本の大きな基幹産業を中国側の参加者に紹介で
きるように調べていった。 
 なお進捗としては、はじめにテーマをメンバー全員で出し合い、交通に絞った。そ
の後、それぞれテーマについて興味のあることをワードやトピックで挙げていった。
そこでは環境問題の他に、技術や利用・地域振興などが挙げられた。またこれとは別
に、交通手段を①鉄道②自動車③船舶・飛行機の 3グループに分けた。これを踏まえ
て、それぞれのグループが共通で扱えるトピックとして環境問題と利用の歴史につい
て深めていった。 
 メンバーが北海道から関東まで幅広く在住していたため、フィールドワークとして
博物館の見学を各々の近隣の施設で行った。具体的には、北海道の小樽市総合博物
館・埼玉県の鉄道博物館・東京都お台場のメガウェブ・東京都・四ッ谷駅をそれぞれ
見学した。フィールドワークの結果、それぞれ利用の歴史や一地域での交通の変遷、
最新の環境対策技術、エコステーションの一例など、あらゆるトピックについて学ぶ
ことができた。 
 また、環境対策についても事例を収集していった。交通のどのような点が環境に負
荷を与えているかをまとめ、各交通手段の対策を調べていった。自動車においては電
気自動車や水素車・ハイブリッド車・CNG車など燃料に注目してそれぞれの仕組み
や特徴を理解した。鉄道については近年広がっているエコステーションについてその
効果や事例について調べた。船舶・飛行機では、港・空港における環境対策や、飛行
機の着陸方法などにも注目した。 
 今回の勉強会では、トピック決めに時間を要してしまい、挙げられた環境対策につ
いて深い議論をすることができずに発表を迎えてしまった。発表では挙げられた環境
対策についてどこまで同じ勉強会に所属していない参加者が知っているか、環境問題
を踏まえてどのような自動車に乗りたいかを、クイズ形式で集計し、論点として参加
者を巻き込んで議論しようとしたが、時間の関係で集計結果の発表のみになってしま
った。 
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• 東京①勉強会 
 

テーマ：観光 
 

 本勉強会では、観光を勉強会のテーマに選んだ。選んだ理由は、勉強会で得た知識
を分科会に還元する上で、中国に関する知識を増やすだけでなく、分科会での「雑談
力」を上げたいと考えたからである。 
 開始時には、勉強会のメンバーが皆中国に訪れたことが無かった為、中国の観光地
の歴史や文化にフォーカスしようと試みた。しかし、下調べを進めるうちに、メンバ
ーの興味が「中国としてのナショナリティを生む観光地」「観光公害による外交への
悪影響」等「ソフトパワーとしての観光」にあることが判明した。さらに、観光にも
「オーバーツーリズム」という課題が存在することも判明した。 
 そこで、「オーバーツーリズムの現状とこれからの観光について」本や雑誌、ニュ
ース記事を読み解きつつ、グループ研究を進めた。加えて、国連世界観光機関
（UNWTO）駐日事務所の企画・渉外部 部長 和泉 宏明(Izumi Hiroaki)様にオンライ
ンにてご講演頂いた。メインテーマは、国際観光動向・持続可能な観光地域経営・観
光と地域振興についてであったが、UNWTOの紹介から和泉様ご自身の中国への駐在
経験まで幅広く且つ和やかにお話頂いた。 
 

 
写真：UNWTOオンライン講演の様子 

 
 これらの準備を踏まえた私達の発表内容は 6つのパートから成る。①「中国人気観
光地六日間の旅」と称し、新型コロナウイルス感染症の影響で、本会議で行けなかっ
た中国の人気観光地を紹介した。これにより、勉強会メンバーだけではなくオーディ
エンスの雑談力も向上出来ればと考えた。次に、②「数字で見る観光」と称し、日本
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の観光にまつわる政策と予算、旅行者数等の結びつきを説明した。さらに、オーバー
ツーリズム（観光公害）という問題を視覚的に認識してもらった。さらに、③「日本
国内におけるオーバーツーリズム」ではオーバーツーリズムには「人気拠点型」「リ
ゾート型」「稀少資源型」の三つのタイプが存在することを言及した。それぞれのタ
イプで、オーバーツーリズムの発生場所、発生原因と原因に対する施策が異なること
も触れた。④「中国国内におけるオーバーツーリズム」では、万里の長城でのゴミ問
題に代表されるように、「オーバーツーリズム」は日中（世界各国）での共通課題で
あると考えた。⑤「コロナ禍と観光、コロナ後のオーバーツーリズム」においては、
UNWTO駐日事務所様のご講演を基に、コロナ禍でオーバーツーリズムは一時的に解
決され、観光業の復活は 2年半～4年程度かかると想定した。一方で、ワクチンパス
ポートや渡航制限等が観光の未来を左右すると考え、人々のマインドセットが今のま
まであり続けるのであれば、オーバーツーリズムはコロナ禍が落ち着いた頃に再び問
題になるであろうと締めくくった。最後に⑥「観光業の意義とは何か？」「持続可能
な観光に対する意識を高めるにはどうすればよいか？」をテーマに据え、参加者にデ
ィスカッションしてもらった。 
 今回、観光業としてのソフトパワーに着目し、気付いた事がある。それは、観光立
国等のダイナミックな動きは国・政府単位で行う一方で、オーバーツーリズムの対処
等は自治体・ボランティア単位で行っていると言う現状である。良い悪いではないが、
どのようにマネジメントしていくか、人々の動きを考えた上で施策をしていくもしく
は改善していく必要があると感じた。 
 
 
• 東京②勉強会 

テーマ：日本アニメの知られざる姿 
 

 本勉強会では、日本のアニメの知られざる姿を知るべく、日本のアニメが世界で評
価される理由を模索した。アニメは日本を象徴するソフトパワーの一つであり、往々
にしてこのようなソフトパワーから友好関係が始まる。私たちは、日本のアニメが世
界で愛される理由を模索することで、日本のアニメ文化について深く理解しようと考
えた。私たち勉強会メンバーは、居住地域が近いことを活かして、フィールドワーク
を実施し、日本アニメの共通点を模索した。「三鷹の森ジブリ美術館」、「キングダ
ム展覧会」、「トキワ荘マンガミュージアム」、「ドラえもんミュージアム」、日本
のアニメ・特撮研究家で明治大学大学院特任教授の氷川竜介教授に日本アニメの知ら
れざる姿というタイトルでご講演を依頼した他、早稲田大学ジブリ同好会の皆さまに、
ジブリの世界についてご講演いただいた。これらのフィールドワークと、インターネ
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ットによる調査、また、書籍による情報収集を重ね、日本アニメに共通する点は、
「監督の豊富な知識」と「視聴者に与える想像の余地」であるとの結論を導き出した。 
 また、日本アニメが世界で評価される理由は、戦後復興と子供向けの商品開発に
よって、世代を超えて日本国民に愛されるサイクルができたからであると結論づけた。
私たちはこの勉強会を通じて、「なぜ『アニメは子供のもの』ではなく『大人と子供
のもの』になったか？」「日本人がアニメを見るから発達したのか、日本アニメが発
達したから日本人が好きなのか？」「なぜ日本アニメはターゲットを絞るようになっ
たのか？需要があったから作ったのか、漫画家の知識から生まれて人気になったの
か？」「日本のアニメが世界で人気の理由の一つとして、生産量が多い故に必然的に
良質な作品も増え、質が高いもののみが世界に出ていくから、世界でヒットするのは
必然であると言われることもある。しかし本当に量が質を担保しているのか？」など
の疑問を参加者に投げかけ、考えるきっかけを与える形で勉強会発表を終えた。日本
に根付くニューカルチャーとして、このアニメ文化を深く知ることは、日本国民を客
観的に観察し、日本を深く知ることに繋がると確信したと同時に、アニメ文化をより
深く探究することは、日本国民に深く根付く思想や日本国民の民族性を形成する要素
に迫ることができる新しい切り口なのではないかと感じた。 

  
 

• 中部勉強会 
テーマ：パンダと外交 

 
 中部勉強会は、勉強会名を「中部の動く城」とした。中部の動く城というグループ
名の元、私たちは「日中関係史 1972-2012」の第一章にある「パンダがやってき
た！」を研鑽し、中国の象徴であるパンダ、また日本だけでなく世界中で愛されてい
るパンダにアプローチしたいと思いパンダと日中外交の関係について学んだ。ドキュ
メンタリー映画の「パンダの大冒険」も視聴しパンダ外交に伴う動物園事情なども学
んだ。 
 欧米社会における外交に伴うパンダの認識の変化は興味深いものがあった。 
 全体のディスカッションテーマでは、今後の日中関係におけるパンダに代わるソフ
トパワー外交は何か？などを話し合い新たな視点から日中友好を考えた。 
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• 近畿勉強会 
テーマ：日中における家庭と社会の中の女性 

 
 近畿勉強会は日中両国における「家庭」と「社会」の女性の歴史について研究した。
勉強会メンバーが全員女性且つ、日本と中国の歴史に造詣が深いという共通点を持っ
ていたため、女性の歴史を日中の視点から紐解くというテーマを選んだ。 
 研究の足掛かりとして、本や映画を通して中国の家庭と社会における女性の立場や
役割の変化を基礎から学び、勉強会内外で議論を行った。また、日本女性学のパイオ
ニアである上野千鶴子先生のオンラインイベントに参加し、現代の日本女性の抱える
問題とその裏にある社会的背景、問題解決への糸口についての知見を得た。また、フ
ィールドワークの代わりに、中国近代女子教育の専門家である立命館大学の杉本史子
教授をお招きした講演会を実施し、中国の近代史と現代史から紐解く中国における女
性の変化についてのお話を伺った。 
 これらの学びを踏まえて、中間合宿で行われた勉強会発表では、「明治時代の日本
と民国期の中国」「戦時中の日本と建国期の中国」「高度経済成長期の日本と改革開
放期の中国」という 3 つの年代に分けた上で、日本と中国の女性を比較して発表した。
本勉強会を通して、中国の女性の歴史を比較対象として学ぶことで、日本における女
性の歴史を新たな視点から解き明かすことができ、今後に繋がる大きな学びを得られ
たと感じる。 
 

 

3. 中間合宿 

 7 月 3日・4日に行われた中間合宿も顔合わせ合宿に続き、オンライン会議ツール
zoomを利用し、オンライン上で開催した。本会議への準備のための活動を 1日あたり約
7時間かけて行った。 
 

• 勉強会発表 
 
 顔合わせ合宿から学習を開始し、基礎知識を蓄えるための勉強会での学びの集
大成として、1班 30分の発表と議論を行なった。今回、新たに導入したシステ
ムとして、発表に関するアンケートが挙げられる。本会議の分科会発表に生かす
ことを目的として、議論後にアンケート回答の時間を設けることによって、発表
の内容や仕方、タイムマネジメント等についてのフィードバックを送り合い、勉
強会の知識を披露するにとどまらず、反省点を今後の議論に活かすための工夫を
凝らした。 
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• 分科会準備 
 
 分科会準備では、顔合わせ合宿以降の分科会に関する進捗を全体で共有した。
その後、本会議での複数言語を用いた議論や会話の練習をするため、「多言語デ
ィスカッション」というイベントを実施した。カジュアルなテーマからアカデミ
ックなものまで、本会議で想定されるあらゆる会話のトピックについて、分科会
のグループでディスカッションを行なった。 
 

• リスクマネジメント 
 
 中国出身の日本側委員が、オンライン会議ツールを用いた本会議に潜むリスク
とその回避方法について発表を行い、中国と交流する上でのマインドセットと共
通認識を取った。どのような話題が中国ではセンシティブなのか、その話題をオ
ンライン上で触れることによってどのようなリスクが生まれるのかなど、オンラ
インの国際交流において重要な危機管理意識を身につけることができた。 
 

• 講演会 
 
 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の名誉教授であり、日中学生会議の顧問
を務めていらっしゃる天児慧先生をお招きし、近現代の日中関係についての講演
をしていただいた。事前に天児先生の著書（天児慧『中国の歴史 11 巨龍の胎動 
毛沢東 vs.鄧小平』 （2021、講談社学術文庫））を読み、講演に臨んだ。講演終
了後は分科会に分かれて日中友好への貢献についての議論を行なった。著者に直
接質問することができる機会は非常に貴重であった。 
 

4. その他の活動 

• 日中向上委員会 
 
 第 40 回日中学生会議は、本会議参加経験のある委員がいないため、既存の日
中学生会議を知らないと言う弱点があった。しかし、私たちはこの弱点を逆手に
取り、参加者と同じ目線に立つことができるという強みと捉え、参加者の多くの
意見を 40期の活動に取り入れようと試みた。その一つの施策として、「日中向
上委員会」と称し、フリートークを交え、お互いを知りながら、参加者の日中学
生会議会議の活動に対する意見や、実行してみたい企画などについてざっくばら
んに話した。この企画は、本会議開始前に二度行い、実際の会議の時間配分など
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日程に関する規定や、参加者の交流を深めるために実施された「バディー制度」
などの実施に繋がる有意義な会となった。 
 

• 決起会 
 本会議開始前夜に、日本側委員及び参加者のみが集まり、決起会を実施した。
実施目的は、翌日から始まる本会議に向けての意気込みを改めて共有すること、
また、本会議終了後にどんな成果を得ることを望んでいるかを自己を見つめ直し
確認することによって、議論の目的をなど再確認し、議論に行き詰まった際に原
点回帰するためである。また、オンラインでの活動と言うことで、事前活動との
区別が曖昧になり、終始緊張感がなくなってしまうという状況を避けるために気
持ちを切り替えると言う意味でも効果的であった。 
 分科会ごとにブレイクアウトルームに分かれて、会議に対する意気込みと会議
で得たいものを共有した後、その内容をオンライン会議ツール zoomの背景に設
定することで見える化するというオンラインならではの工夫も凝らした。 
 

 
写真：決起会の様子 

n 本会議 

 本会議は、8月 3から 19日にかけて実施した。オンラインという環境を踏まえ、オン
ライン疲れやマンネリ化を防ぐために、途中全休を 2日間挟んだ。また、実地開催であれ
ば自然と生まれる、会議の時間以外でのコミュニケーションを促すためのイベントを実施
した。 
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1. 開会式 
 

  2021 年 8月 3日の開会式では、初めて日中全体の前参加者が顔を合わせる機
会となった。日中両国の委員長からの挨拶、委員の自己紹介及び、各分科会がこの
日までに計画を立てた議題を共有した。 
 
 

2. イベント 
 

n 議論の質向上を目的としたイベント 
 
– 全体講演会 

 
 8 月 9 日に全体講演会を実施した。中国もしくは、日本の現地開催であれば、
全体フィールドワークと言う形で、全員参加する活動を実施してきたが、オン
ラインでそのような機会を設けることが難しいと判断したため、北海道大学の
城山英巳教授のご協力の下、オンラインの全体講演会を実施した。目的は、
40期として共通の知識と経験を得ること、また、議論における新たな視点を
得ることである。専門の通訳をつけ、言語に関係なく、同じ理解を得られるよ
うにした。講演会自体からの学びだけでなく、講演会で学んだことを各分科会
の議論にも生かすことができるように、分科会のテーマにはない「メディア」
と言うタイトルで講演をしていただいた。オンライン講演であるため、センシ
ティブな内容をお話ししていただくことが厳しい現状ではあった。しかし、日
本と中国の学生どちらにとっても学びがあるようにとご配慮いただいた、双方
にとって有意義な講演であった。 
 講演のあと、ブレイクアウトセッションに分かれて、ディスカッションの時
間を設けた。ディスカッションテーマは、以下の 2つである。 
 

「ジャーナリズムが歴史の中で果たすべき役割は？」 
「ナショナリズムの高まりの中で共通知をどう作っていくか？」 
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写真：全体講演会の様子 

 
– 混合分科会 

 
 混合分科会では、各分科会の議論の中で、行き詰まった論点において、分科
会メンバーではない人を交えて議論をすることで、議論の突破口を見つけたり、
議論における新たな糸口を模索したりした。 
 
 

n コミュニケーションを促すためのイベント 
 
– 2 週間後の自分へ 

 
 本会議を通して議論を行うだけでなく、自分自身がどのように成長したいか、
また、会議を通してどのようなことを身につけたいかなど言語化した。言語学
習も兼ねて、相手国の言語を交えて書いた。自分で書くだけで終わらず、パワ
ーポイントに内容を書き、それをオンライン上で共有すると言う形でお互いの
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内容を共有しあうことで、それぞれがどのような志を持って本会議に参加して
いるかを知り、本会に対する士気を上げるきっかけとなった。 
 
 

– おはよう運動 
 
 1 対 1でコミュニケーションを取ることができる機会を創出し、グループで
はなく、個人単位で相手のことを深く知るきっかけを作ることで、複数人での
コミュニケーションからは知ることのできない相手の一面を知り、信頼関係を
深め、良好な関係構築を促すことを目的として実施された。日本側参加者及び
中国側参加者がランダムでペアとなり、インスタントメッセンジャーアプリ
WeChat の通話機能を用いて、30分～1時間の通話をした。 
 テキストでのコミュニケーションでは、知ることのできない相手の性格や、
雰囲気も知ることができた。 
 

– ワールドカフェ 
 
 ワールドカフェでは、本会議の議論とは一味違うカジュアルな話題を設定し、
自分の興味のあるブレイクアウトルームに参加して、共通の話題について日中
の相違点や共通点、時事的な話題などについて歓談をした。交流することを主
な目的とし、分科会を超えた繋がりを持つことができた。また、ブレイクアウ
トルームを自由に移動できるようにしたことで、時間や空間の制限がなく、さ
まざまな参加者と対話をするいい機会となった。 
 今年は、以下の６つのルームを用意した。 
 

・映画とドラマ 
・音楽 
・文学と読書 
・恋愛と学校生活 
・スポーツとオリンピック 
・料理と食べること 
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– おやすみ運動 
 
 上述のおはよう運動と同じ形式で、1対 1のコミュニケーションを促す機会
を作った。おはよう運動とは違うペアを組み、より多くの参加者と 1対 1の
関わりを持つことができる機会を作った。 
 
 

– 飲み会 
 
 分科会のグループでラフな雰囲気の中、お互いのことを知ることで、チーム
としての信頼関係を築くことを目的として実施した。また、中国側委員が用意
した「guess the baby photo」と言うゲームをしながら交流をした。あらか
じめ幼少期の写真を収集し、クイズ形式で誰の幼少期の写真かを当てながら、
写真を撮った当時の状況や、写真からわかる文化、また、幼少期のその人の性
格などについての話が展開され、新たな角度からお互いを知る良い機会となっ
た。 

 
 

– 日中知識クイズ大会 
 
 日中の参加者全員で早押し形式のオンラインクイズ大会を実施した。日中に
関する基本的なことを学ぶと同時に、チーム対抗で行うことによって分科会の
結束力を強めた。 
 
 

– オンライン家庭訪問 
 
 オンラインという特性を生かして、お互いの家にあるその地域ゆかりものや、
文化に馴染み深いものを紹介する形で、お互いのルーツを知りながら、交流す
る機会を設けた。自宅にある楽器や、地域に根ざした特産品などを紹介し合い
ながら、現地開催の観光では知り得ることのできない参加者の出身地域に関す
る知識や、文化を知る機会となった。 
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– オンライン観光 
 
 オンライン観光では、参加者を出身地域によって分け、自分の地域について
のプレゼンテーションや動画を用意し発表し合うと言う形式で観光気分を味わ
った。時間的な制約が少ないことや、空間的制限がないことを活かして、多く
の観光地や有名な場所を知ることができた他、実際に大人数では訪れることが
できないような施設や観光地も多く知ることができ、日中を自由に行き来でき
るようになった後に訪れたいコロナ後の楽しみにもなった。 
 
 

– 分科会お別れ会 
 
 本会議終了前日に、分科会のメンバーのみでお別れ会を実施した。あえて 2
週間の活動を振り返って、楽しかったこと、辛かったこと、学びになったこと
などを共有したり、反省点を洗い出したりする振り返りの時間を設けることで、
日中学生会議に限らず、今後各メンバーのそれぞれの発展に生かして欲しいと
いう目的で実施した。 
 
 

3. 分科会最終発表会 
 
 本会議終了日前日、8 月 18 日に分科会最終発表会を実施した。最終発表会では、
各分科会 35分間の発表と 10分間の質疑応答の時間を設け、2週間の議論の成果を
発表し合った。各自作成したスライド資料を共有しながら実施した。議論を議論し
たままで終わらせず、振り返りを兼ねたまとめの機会を設けることで、議論中には
気づくことがなかった盲点を発見し、改めて 2週間の議論の過程と結果を言語化で
きるようになることで、学びを定着させる機会ともなった。また、発表するだけで
はなく、質疑応答の時間を設けることで、聞き手の理解を深めると同時に、アンケ
ート方式でフィードバックを集めて、分科会に還元することで、各分科会の全ての
参加者にとって学びの機会ともなった。 
 
 

4. 閉会式 
 

 本会議最終日 8月 19日に実施された閉会式では、日中両国実行委員長から最後
の挨拶、日中両国実行委員からの振り返りコメント、2週間での学びを共有、表彰
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を行った。表彰では、全ての参加者に分科会の議論の中で特に長けていたところに
ついて称号を与えるという形で一人一人を取り上げて発表し、改めて自分がどの点
において分科会に貢献できたのかを客観的に知る機会ともなった。 

 

n 分科会活動  

食品安全分科会 

 
【事前活動】 

文責：今井美佑 
 

• 顔合わせ合宿 
 

 顔合わせ合宿では、まず初めにアイスブレイクとして各メンバーの自己紹介と本会議に
参加した経緯を発表した。中間合宿までに一回中国側参加者とのビデオ会議行うことを決
定した。 
 また、食品安全についての議題候補を挙げた。候補内容としては、①食品安全基準（添
加物・アレルギー表示、行政による飲食店舗の衛生評価）、②食品ロス、③日本人の国産
に対する価値観、④日本の農薬使用状況、⑤日本の食糧貿易が挙げられた。中国側参加者
との会議までに各自担当する議題について調べ、会議では中国人参加者に向けて 5分程度
の発表をすることを決定した。 
 

• 中間合宿 
 

 中間合宿では、本会議までに毎週１回のオンライン会議を行うことを決定した。２週間
に１回の頻度で中国側参加者との合同会議を行うことにした。また、本会議での議論を通
じて分科会として、また、個人として、それぞれ達成したいゴールについて話し合った。 
 日中友好を実現するために、まず互いの国への偏見、誤解を解くことが重要であると意
見が一致したため、分科会として達成したいゴールでは「両国の食品安全についての現状
を知る」に決定した。 
 

• 定例ミーティング 
 

 中間合宿終了後から本会議までの間、週１回の定例ミーティングを行った。そのうち２
週間に１回は中国側参加者も合わせて会議を行った。 
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1 回目： 
 中間合宿前に行った日中合同会議では、まず自己紹介から始まり、日本側参加者が
それぞれの議題候補について発表を行った。 
 
2 回目： 
 中間合宿後に行った２回目の合同会議では、中国側参加者が用意した議題候補につ
いて発表をし、発表後日中参加者それぞれが興味のある議題について投票を行った。
また、参加者同士の仲を深めるため、オンライン会議アプリのブレイクアウトルーム
機能を使用し、日本側 2人、中国側１人のグループに分かれて交流を行った。 
 
3 回目： 
 オンラインでの開催ということで、全員一緒に議論するのは困難であり、参加者同
士の交流を深めることが難しいということから 3人 1組（日本側 2人、中国側１人）
に分かれてそれぞれの議題について調べ、議論することにした。 
 また、「食品安全」と「食品産業の持続可能性」を食品分科会全体としてのテーマ
に設定した。 
 
4 回目～本会議まで： 
 生産・流通・消費の 3つのテーマについて食品安全の観点から議論することに決定
した。また、各テーマのフィールドワーク先候補を決定した。本会議での進め方につ
いても話し合った。本会議では、ビデオ会議サービスTencent VooV Meeting を使用
することになった。 

  

 
写真：第 1回日中合同会議 
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【本会議】 
 
はじめに 

文責：安東勇人 
 

 食品安全と一口に言っても両国ともに様々な課題がある。本会議１ヶ月ほど前より、ま
ずは食品安全の定義を議論し、「科学的根拠に基づく安全」と「信頼できる安心感」の２
点と定めた。続いて、分科会内で食品安全に関する課題を両国の参加者で列挙し、まとめ
て発表した。その後、それらの課題点を網羅的に本会議で議論するために、生産・流通・
消費の３つのフェーズに分けた。 
 
 
生産 
 
 食品安全について、「生産」の視点から日中友好のために何ができるのかを討論した。
前提として日中友好を妨げるものが「偏見」であると仮定し、まず両国が抱く食品安全へ
の偏見・懸念を挙げた。 
 

日本→中国：安全性の心配 
 ・農薬や添加物が大量に使用されているというイメージ 

 
中国→日本：放射能汚染 
 ・中国政府は現在も福島を含む 10都県で加工された食品の輸入を停止 

 
 分科会メンバー自身も日本の現状を含め、知らない部分も多かったことから、まず現状
を理解するべく「福島の生産の現状」「日中の農薬・添加物使用状況」などについて調べ
ることから始めた。 
 
 
１、福島の生産の現状について 

文責：黒木羽奈 
 

 多くの消費者が食品を購入するときに「価格」「産地」を意識する。日本において国産
商品は輸入商品よりも価格が高いことが多いが、安全・品質面での信頼度が高く、購買意
欲は比較的高いと言える。一方で国産の中でも「福島産」を取り上げた場合、震災の風評
被害は未だ根強く、福島産商品の購買意欲は他に比べ劣ると言う現状があった。 
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 日本では放射線セシウム基準値について、国際的基準・中国の基準よりも厳しく制限を
課しており、福島産商品も例外なく基準に基づいた検査が行われてきた。 

 
 2015 年以降、出荷用の米約 1000 万袋の全袋調査のうち基準値超過は 0件となってお
り、検査結果の公表や、風評被害払拭のためのウェブサイト運営などに取り組むも、福島
県産品の価格と全国平均価格には差が生じたままである。 
 
 課題として福島産の安全性への誤解・偏見を無くすことが重要であり、さらなる取り組
みとして学校教育・学生対象の見学体験学習会が実施されている。放射線防護文化
（Radiation Protect Culture）の浸透促進のため次世代へ働きかけを行うことで、日常の
中にある放射線を理解し、偏見を生まない教育を広めようとしている。 
 
 日中友好のために生産の観点から、偏見を生まない・持たない生産者や政府による正し
い知識の発信と、消費者による能動的な正しい情報獲得の意欲向上が必要である。 
 

 
出典：福島民報 2017 年 9月 1日紙面より引用 

 
 
２、農薬  

文責：安東勇人 
 

 農薬においては、基本的に食品が販売される際にどのような農薬が使用されているか表
示されることがないため、消費者目線では農薬使用量を知ることが困難である。そのため
統計を用いて日中両国の農薬使用量を調べた。その結果、以下の結果が出た。 
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図：ともに faostat より 2020 年のデータから作成 

 
 上記の図から、世界の中でも中国はかなり多くの農薬が使用されていることがわかる。
一方日本は各国と比較して面積当たりの農薬使用量がはるかに多い。問題点としてはこの
ような農薬の情報にアクセスしづらいことだ。また日本の農薬の課題点として、ネオニコ
チノイド系農薬などの基準が世界と逆行して緩和の方向に進んでいることなども挙げられ
た。 
 これらの課題を解決するためには、市民の関心を高め、正しい理解を普及させることが
不可欠だと考えた。そのために、市民向けのパンフレットづくりや、農薬使用量の表示義
務、またQRコードなどで作物から情報を得られるような仕組みがアイデアとして挙げら
れた。このような仕組みを作ることにより有機農業や減農薬の普及にも繋がると考えられ
た。 
 

３、食品添加物 
文責：安東勇人 

 
 日本と中国は食品添加物規制に関する考え方はとても似ている。両国とも健康に対して
許容される量の添加物の使用が認められている。発がん性物質が含まれていても、その発
がん率が許容される程度の使用は両国で認められている。 
 また食品添加物の分類について比較すると、日本は 4つの分類があり、指定添加物・既
存添加物・天然香料・一般飲食添加物と分けられ、それぞれリスト化されている。一方中
国では添加物の効果・目的ごとに 23の分類があり、それぞれリスト化されている。 
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 このように共通点は多いが、必ずしも両国での基準は一致しない。そのため貿易などを
考えて、一定の国際基準や両国間でのスタンダードがあることで、お互いの国における市
場拡大が可能になるのではないかと考えた。また、食品添加物についても農薬等と同様に
多くの人が正しい理解をしていくことで、より安全・安心の食品を享受できるようになる
と結論付けた。 
 

4、講演会 
 文責：安東勇人 

 
 分科会での議論の中で福島県産食品について現状や取り組み等を理解するため、
「HELLO Fukushima FOODS ～海外の高校生と発信する福島の食～」の実施、運営を行
っている、福島県立安積高等学校の原尚志先生にご講演をしていただいた。これはフラン
ス・台湾・フィリピンの高校生と日本の高校生が放射線や食品の風評被害を学び、同時に
文化や食を現地で体験するというプログラムで、学生が主体となりNPO法人「ドリーム
サポート福島」のサポートのもと行われている。 
 ご講演では、以下の５点について詳しくお話をお聞きした。①風評被害の実情 ②福島
県産食品の安全対策 ③国際高校生放射線防護ワークショップ（HELLO Fukushima 
FOODS）の活動について ④参加した学生の声 ⑤安全性の誤解や偏見をなくすには 
  福島県内における風評被害やその対策、さらにはそれに対する生産者の視点といった
さまざまな観点と、10年という期間の中での風評被害に対する捉えられ方の変化について
学ぶことができた。誤解や偏見をなくすための取り組みとして、出荷前全袋測定などのネ
ガティブ要素の排除だけでなく、学校教育や見学体験学習会の実施、さらにはブランディ
ングや魅力発信をしていくことで、ポジティブな売り込みをしているという点も知ること
ができた。 
 生産グループだけでなく、参加した食品安全分科会メンバー全員にとって学びのあるご
講演であった。この場をお借りしてご講演いただいた原尚志様、並びに原先生を紹介して
くださったNPO法人ドリームサポート福島の阿部幹郎様に感謝申し上げたい。 
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写真：講演の様子 

 
 
流通 
 
１、はじめに 

文責：照喜納明美 
 

 食品の流通とは、生産者から消費者に食品を届けることだ。農家が生産した食料は、卸
売業者・小売業者・食品加工業者・輸送業者などさまざまなアクターを仲介して消費者の
手に届く。日中両国とも都市に人口が集中しており、多くの消費者が何らかの流通業者を
通じて食品を購入している。また、食の多様化により輸入食品も増加しており、流通の重
要性は近年高まっていると言えるだろう。私たち流通グループは国家間の流通と国内の流
通に分けて議論を進めた。ここでは、日中間の流通・日中両国内の流通それぞれにおける
課題と解決案を述べる。 
 
 
２、日中間の流通課題と解決案について 

文責：照喜納明美 
 

 日本と中国の食料輸出を相手国別で見ると、両国ともお互いに上位の食料輸出相手国で
あり、日中は食料貿易において密接な関係にある（図１）。特に、中国から日本への輸入
額が圧倒的に多いが、日本から中国への輸入額は近年増加傾向にある（図２）。巨大な中
国市場が日本の食品企業の中国市場への参入を促していることがわかる。 
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出典: World Integrated Trade Solution を元に作成 

 

 しかし、伊藤忠商事で働く伊藤匡伸さんによると、今まで多くの日本食品企業は国内市
場をターゲットにしてきたため、従来のマーケティング戦略では海外市場での成功はでき
ない。競争が激しい中国市場で生き残るために、多くの日本食品企業が安全性のアピール
や文化的資源と結びつけることで差別化を図っている。しかし、品質を求めると生産コス
トが高くなるため、高品質の商品を消費者に手に取ってもらえるような価格で提供するこ
とが課題だ。 
 中国市場参入を目指す日本企業にとって大きな障壁となっているのが、中国の福島近辺
10都県の輸入停止措置だ。中国政府は放射線汚染の懸念から、宮城・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・長野・新潟の 10都県の食品（新潟県は米以外の食品）の輸入
を停止している。日本は食品の安全性証明のため、2012 年 4月から放射性セシウムの基
準値を 1キロあたり 500ベクレルから 100ベクレルに厳格化した。国際基準のCODEX
が 1000 ベクレルであることを考えるととても厳しい基準であることがわかる。また、全
ての福島県産食材に出荷前検査も行っており、2015 年以降の米の基準値超過は確認され
なかった（ふくしまの恵み安全対策協議会より）。 
 しかし、時折報道される基準値を超えた魚などが安全性への不安要因となっている。例
えば、2021 年 2月、福島県沖で試験的な漁で水揚げされた魚から基準値を超える放射性
物質が検出された。専門家によると、原因は同月発生した地震による汚染水の漏洩である
可能性が高い。市場に出回る食品の安全性は保証されているが、中国のみならず日本でも
消費者が抱える福島近辺の食品の安全性への不安は残る。 
 そこで、私たちは福島近辺の食品の安全性に対するイメージ向上のために、原発事故で
はない側面の認知を進める必要があると考える。例えば、福島県産日本酒は全国新酒品評

(図 2) 
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会金賞受賞数８年連続で日本一を達成している。福島県産品のブランディングを通して、
消費者に魅力をより認知してもらうという手が良いと考える。 
 
 
３、日中国内の流通課題と解決案について 

文責：宮崎優宗 
 

 次に、日中国内の流通課題について、問題提起と解決案を述べていく。 
 
[現状分析] 
 
 日中両国ともにオンラインでの食品購入が増えており、宅配の需要が高まっていること
がわかる。しかしながら、その需要に対し、供給が追い付いていないことが現状である。  

 
[問題提起] 
 
 現状分析で述べたオンライン食品購入の増加とその需要に対する供給が追い付いていな
いことによって、様々な問題が生じている。以下がその問題点である。 
 
１）交通事故の多発 
 上海市当局の 17年上半期の統計によると、2.5 日に 1人のペースで配達員が死傷して
いる。また、四川省成都では、18年の 7カ月間に配達員による約 1万件の交通違反と
196件の事故が発生し、死傷者は 155人に上ることがわかった。 
 他にも中国の検索エンジン「百度」で検索すると配達員による交通事故の記事が多数見
られる。  
２）過重労働な環境 
 クロネコヤマトのセールスドライバーの例を取り上げる。朝 6時半に出勤し、積み込み
作業を始め、配達終了後に伝票整理などをして終業するのが夜 10時である。現に、クロ
ネコヤマトは書類送検を受けている。 
 また、中国の報道では、100万人以上と言われる配達員のうち 90％は労働契約が結ばれ
ておらず、基本的な社会保障もついていないと言われている。 
 
３）人手不足 
 「2027 年に現在よりもどれくらいのドライバーが足りなくなるのか？」というシミュ
レーションを行った結果、6年後の 27年には 96万人のドライバーが必要になると見込ま
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れている。一方で、実際のドライバーのなり手は 72万人にとどまり、実に 24万人のドラ
イバーがさらに不足することとなる。 
 中国も日本と同じく、依然として需要が供給を大きく上回っており、中国物流購買連合
会の予測によると、中国物流業では毎年 130万人の新規就業者が必要となり、現在の職
業・学院の物流学科の年間卒業者数は 40万人に過ぎないとされている。 
 また、自動車輸送業は全職業平均に比べ、年間労働時間が 1～2割長いにも関わらず、
年間賃金は１～3割低い状況である。それにも関わらず、運転手が不足している。 

  
[解決案] 
 
 上記で挙げた問題点に対する解決案を政府・物流業者・消費者の３つの視点から述べて
いく。 
 
―政府― 
 年間賃金と労働条件（ホワイト物流など）をより見直し、人手不足・ドライバーの高齢
化を防ぐ必要がある。このホワイト物流とは、国民に再配達の削減、貨物事業者には物流
の改善・働きやすい環境の整備などを呼びかけることである。人手不足、高齢化が解消さ
れることで、食品の流通面の労働環境が安定し、働きやすい環境が形成されるため、人為
的ミスが解消される。その結果、食品安全を向上させることが出来ると考えた。 
 
―物流業者―  
 次に、物流業者としては、「食品安全・利便性・配達員の安全」の３つを達成できるデ
リバリーを実現する必要がある。食品安全と利便性を確保するためには、産業のオートメ
ーション化が鍵になると考えた。オートメーション化により、省人化・無人化を行うこと
が出来るため、仕分け作業をする人員を減らしたり、０にすることが出来たりする。そう
することで、作業者への負担減に繋がる。また、忙しい時期に人員計画を行う際の立案に
おいても、仕分けの自動化を行っているだけで、現場管理者の負担も減ると考えた。さら
に、自動化＝データでの管理となるため、仕分け作業での生産性が安定し、それを基準に
日々の作業の進捗を確認・把握し、食品の安全性を高めることが出来るのだ。 
 そして、配達員の安全確保については、中国のデリバリー業界が進めているスマホのア
プリを利用したクラウドソーシングを本格導入することで達成できるのではないかと考え
た。クラウドソーシングを導入することにより、配送の効率化を実現させ、自前の労働力
だけに頼るのではなく、配達先の近隣にいる人を戦力としてシェアし、柔軟に取り込んで
いくことが出来る。そうすることで配達員の負担を減らすことが出来ると考えた。 
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―消費者―  
 消費者である我々に出来ることとしては、まとめ買いをしたり、宅配を一回の配達で受
け取ったりすることで物流に携わる人の負担を減らすことが考えられる。 
 
 
４、まとめ 

文責：宮崎優宗 
 

 最後に流通チームで挙がった意見をまとめると以下の通りである。 
 
・ビジネスは双方にメリットがないと成り立たないため、貿易・流通が行われている状態
は双方にメリットがある状態と言える。つまり、日中間の輸出入を拡大させ、貿易を促進
し、良好な貿易関係を築くことが日中友好に繋がる。そのためにも、福島の放射性問題を
解決し、貿易規制解除への取り組みが重要である。 
・日中両国の流通課題としては、「交通事故・過重労働・人手不足」の 3 つが挙げられる。
これらを解決するために出た案は以下の 3つである。 
・まとめ買いをし、一回の配達で受け取ることで物流に携わる人の負担を減らす。 
・人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流を安定的に確保す
るには、物流業界全体で物流改善に取り組む必要がある。 
・作業のオートメーション化が必要。 
 
 
消費 
 
１、はじめに 

文責：佐藤顕子 
 

 消費グループでは、消費者目線で食品安全の為に何が出来るか、また、持続可能な食品
安全を実現するには何が必要かを考えた。そこで、フードロス「本来食べられる食品が捨
てられてしまうこと」に課題感を持った。何故なら、SDGs「不平等をなくそう」に反し、
フードロスは「世界における食の不平等」を生んでいるからだ。 
 フードロスは家庭系フードロスと事業系フードロスに分けられる。 
 持続可能性とフードロスに関しては理解しやすいと思うが、何故食品安全とフードロス
なのか。それは、フードロスが食品安全を確保する為に、環境に負荷をかける可能性の一
つだからだ。 
・”賞味”期限を超えたら廃棄してしまう 
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・外食での食べ残しを持ち帰るのを拒否する 
 これら二つは「食品安全を確保するためにフードロスを通じて環境に負担をかけ、持続
性を妨げている」可能性がある。これらを踏まえて、消費グループでは、日中のノウハウ
を共有し、食のソフトパワーを通じた協調を図ってきた。 
 
 
２、家庭系フードロス 

文責：佐藤顕子 
 

 まず、家庭系フードロスについて説明する。家庭からロスが出る主な理由は、三つある
が、消費期限切れや賞味期限切れなどで手つかずのまま捨ててしまう『直接廃棄』は、”
消費者による賞味期限に対する正しい理解”で解決でき、『食べ残し』は「食べ残し再利
用」で解決できる。つまり、家庭系フードロスを減らすキーワードは「賞味期限・剩饭剩

菜」であろう。 
 
 まず、賞味期限について正しく理解する事が消費者の責任であり、家庭系フードロスを
減らすことに繋がる。日本における賞味期限とは、書かれた保存方法を守った場合の「品
質が変わらずに美味しく食べられる時期」のことだ。一方で、中国では「賞味期限」とい
う概念はなく、「消費期限」が「保存条件」と「期間」で構成されている。日本における
「賞味期限」は曖昧だが、 賞味期限の鍵は、保存条件と期間だ。まさに、中国の消費期限
に学べることであろう。しかし、特に、卵は賞味期限から気を付けるべきである。言い換
えれば、卵は加熱をすることでフードロス削減を目指すべきである。 
 
 
３、⾷べ残しの活⽤（剰飯剰菜） 

⽂責：今井美佑 
 

 中国の家庭では、⼀度にたくさんの品⽬を作り、その⽇に⾷べきれなかった料理を何⽇
間にもわたって⾷べるということが分かった。そこで私たちは⾷べ残しから⽣じる⾷品安
全の問題について議論した。 
 
[問題提起] 
 
① 唾液が付いた⾷べ残しは、⼝内の微⽣物が付着しており、そのまま放置することにより
⾷べ残しの中で細菌が繁殖する。 
② ⼤量に残った⾷べ残しを電⼦レンジで何度も温め直したり、10 分以上加熱したりする
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ことで、もともと⾷べ物に含まれているコレステロールが酸化コレステロールに変化して
しまう。酸化したコレステロールは動脈硬化を招く可能性がある。 
  
[解決案] 
 
 上記で挙げた 2 つの問題点に対する解決案を消費者の私たちができることは何かを議論
した。できることとして、 
① 料理をする前に使う⾷材をあらかじめ⼩分けする。 
② できるだけ⾷べ残しを減らすように、⾃らが⾷べきれる量を把握する。 
③ ⾷べ残しは、必ず冷蔵⼜は冷凍で保存する。 
④ ⾷べ残しを再加熱する際は、⾷品の中⼼部まで完全に加熱し、細菌を殺す。 
 

４、事業系フードロス 
⽂責：今井美佑 

 
 ⽇本全体のフードロスの半分以上を占めている事業系フードロスでは、主に事業やスー
パーで出た売れ残りについて、外⾷産業で⽣じるフードロスについて、フードロス削減の
ために⽣じる⾷品安全⾯での問題点について議論した。また、中国では 2021 年 4 ⽉に政
府が国⼀丸となってフードロスを減らすための法令を発表した。 

[問題提起] 

―⾷品⼩売業― 
 
① 消費者は⾒た⽬や新鮮さを重要視するため、新鮮ではなく⾒える⾷品や、賞味期限間近
の商品が売れ残る。 
②  販売機会の損失を恐れ、多量に発注して売れ残りが⽣じる。 
 
―外⾷産業― 
 
① 消費者の⾷べきれない量の注⽂、提供される料理の量が多いことから⽣じる⾷べ残し。 
② ⾷べ残しを持ち帰る際に⾷中毒などのリスクが⽣じる。 
 
[解決案] 
 
上記で挙げた問題点に対する解決案を政府、⽣産者、消費者の 3 つの視点から議論した。 
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―食品小売業― 

①  ⽣産者： 
・フードバンクと連携し、売れ残った商品を廃棄しない。 
・⼿前取り（賞味期限が近い商品を⼿前に陳列する）を⾏う。 
・賞味期限が迫っている商品の特設コーナーを設置する。 
 
②  消費者： 
・賞味期限を正しく理解をし、積極的に賞味期限が近いものを購⼊する。 
 
―外⾷産業― 
 
① 政府： 
・中国の政府のように、国としてフードロス削減を唱える。 
・⾷べ残し対策に取り組む際の留意点について広く宣伝する。（effort_190422_0008.pdf 
(caa.go.jp)） 
 
② ⽣産者： 
・ハーフサイズや、⼩盛りなどのメニューを設定する。 
・⾷べ残しを減らすための呼びかけを実施する。 
・⾷べ残し持ち帰り希望者への対応をする。 
 
③ 消費者： 
・⾃分が⾷べきれる量を注⽂する。 
・⾷べ残しを持ち帰る際は、⾃⼰責任の範囲で衛⽣管理を徹底する。 
 
 
５、フードバンク関西中島様のご講演 

文責：佐藤顕子 
 

 フィールドワークの代替として、フードバンク関⻄⽀部の中島様に質疑応答という形で
ご講演頂いた。以下は講演を通して得た知識のまとめである。 
 
・食品を寄贈する際に安全を担保する施策 

– 企業から提供してもらう食品は必ず合意書を契約する。 
– 食品の成分表示を企業側につけていただく。 
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– 受け取った後、数量・品質チェックをしている。 
– 受取団体と品質管理の契約もお願いしている。 

 
・フードドライブ＝不特定多数の方から食品提供が行われている 

– フードバンクで検品や挿入がないかチェックしている。 
 

・コロナによる食品の消毒は行っていない 
– 中国では、輸入の冷凍食品からコロナウイルスが検出された経験から、全食品を

消毒している。 
– 日本では、スーパーでも触ったものを逐一消毒しているわけでは無い為、コロナ

による食品の消毒は行っていない。 
 

・食品ロス回収において一番多い食品はなにか、また、供給において一番ニーズがある食
品やお菓子はなにか 
 

– コロナ前の子ども食堂・福祉施設で一斉に食事を取っていた時期は、昆布や豆類
の素材が好まれたが、コロナで子ども食堂で持ち帰りが増えている為、レトル
ト・日持ちするもの・個包装されているものが歓迎されている。ちなみに、フー
ドバンクでは、サプリメントやアルコールのご寄付はお断りしている。 
 

・衛生面に配慮して、 消費期限当日の食品は、その日のうちに届け先団体へ送っている。 
 
・一ヵ月消費期限を切ったものは、一週間から二週間以内に配り切るようにしている。保
管に使っている冷凍庫は、毎日朝晩チェックしている。 
 
・賞味期限や消費期限が切れたものを提供されたり、オーバーサプライになっていると寄
付をお断りすることもある。賞味期限の意味を理解しているものの、日本の世の中的には
賞味期限が切れることに対して負のイメージがある為、流通しにくい現状がある。 
 
・最近の動き 

– SDGs への取り組みの一環として企業がフードバンクに協力し始めているという。
特に、銀行などの食品企業以外の機関がフードドライブ等を社会貢献のために意
識し始めたことも大きいという。 

– 新型コロナウイルス感染症が流行して以降、災害備蓄品の寄付が増えているとい
う。 
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・ボランティア活動の限界は、リスク管理が難しいことだという。つまり、賠償責任をど
こで取るのかが難しい。一番リスクで恐れていることは、提供前に企業に品質保証されて
いる分、賞味期限切れのものを流通させてしまった場合、企業名が出てしまう為、受領後
の衛生管理にはかなり気を遣っているという。本当に困っている人にはフードバンクの存
在が知れ渡っていないことも現状の課題だと言う。課題の原因の一つが、困った際の相談
先が、社会福祉協議会というワンクッションを挟むことだ。これにより、行政に頼みづら
い状況を生んでいる可能性がある。 
 
・フードバンクの運営は、自治体や財団からの助成金、賛助会員からの寄付と本会員から
の寄付で成り立っている。ただ、助成金は大きな資本である一方、行動に制約が生まれる
他、報告が大変な一面があるという。コロナ禍で今年は寄付金が増えているというのも興
味深かった。 
 
・国内のフードバンクは連携・情報共有が出来ているものの、外国のフードバンクとは連
携が出来ていないという。 
 
・中国にもフードバンクは存在するものの、規模が小さい。フードバンクに似た団体とし
て、绿洲食物银行が挙げられる。中国では、 光盘行动という党政策の食べ残しゼロ運動が
行われている最中である。ここからわかることは、中国の食品ロス施策は、党政策の一環
であったり、トップダウン型であったりすることだ。一方で、日本の場合は、フードバン
ク等非営利組織や各自治体の政策に頼る現状が存在し、いわゆるボトムアップ型で SDGs
の一環として食品ロスに取り組んでいる節がある。 
 
・日本では、食品ロスを発電に活かす他、飼料リサイクルしていく動きは活発だというが、
フードバンクとしては、食べ物を食べ物として利用していくのが望ましいと考えている。
どちらが良い悪いではないが、持続可能な食品産業を考える時に必ず頭を捻るべき観点で
あろう。 
 

６、まとめと感想 
文責：佐藤顕子 

 
 このように、持続可能な食品安全を実現する為に、生産流通消費それぞれの視点でそれ
ぞれの課題が発見された。 
 しかし、食品安全の難しさは、「いくら安全で、環境に優しくても、それが安くて美味
しくなければ、消費者＝最終意思決定者に選ばれず、持続不可能な点」である。 
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 この表は、私達が日中比較論やゲストスピーカーを招いて考えた責任だ。この表を見る
と、目的は違えど、共通している責任がいくつか存在する。 
 つまり、食品が安全に継続的に供給される為には、それぞれの課題に対して「主体的に」
各アクターが協調し、（最終意思決定者である）消費者に対して責任を果たす必要がある
と考える。 
 最後に、労働人口の減少やフードロス、コロナ等いくらかの共通の課題を抱える中国と
日本が互いの国で行われている知恵を活かし、全人類にとって必要不可欠な食を持続的に
確保する。まさに、「普遍的な”食”に関して協調して持続可能な食品安全を実現していく
こと」「ソフトパワーとしての食」こそ、「日中友好の新たな架け橋」だと考えている。 
 

表：各セクターの責任を明示した表（班員作成） 
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国民認識ギャップ分科会 
 
 

初めに（導入） 
文責：王珮潔 

 
  国民認識ギャップというテーマに辿り着いたきっかけは、日中両国の間、相手国に対
する印象も大きな差にある。本会議の時点で、言論 NPO という団体の世論調査によると、
日本世論では中国に対して良くない印象を持っている人は 9 割で悪化しつつあるに対して、
中国で日本に対して良い印象を持っている割合は 4割に登り、例年より伸びている。（図
1）お互いに対する印象に大きなギャップが存在していることは前提として議論を進めた。 
 

 

図 1：相手国に対するイメージ 出典：言論NPO 
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 本会議前の議論では、「国民認識ギャップが生まれる要因は何か」について話をし、政
治体制・文化・経済・歴史・教育・メディアなどが挙げられた。 
 このようなギャップをいかに埋めることができるかに対しての解決策は、「相手国に興
味を持つきっかけを作ることである」と結論づけた。学生は政治や歴史などのレベルでア
プローチするのが難しく、変化をもたらすのも難しい。ソフトパワーという誰でも接する
機会があり、行動を起こしやすいアプローチで議論をするように合意した。 
 

 
定例MTG 

文責：王珮潔 
第 1回： 
 初回は顔合わせを目的とし、自己紹介の後に簡単なアイスブレークをした。この後、国
民認識ギャップという言葉についてブレインストームし、政治・歴史・文化の三つのカテ
ゴリーに分類し、それに関連するトピックや考えられる原因を皆で議論してまとめた。 
 また、本会議までの二ヶ月の間のロードマップについて話し合い、いつまでに議論する
トピックや論点を上げるのかを決定した。 
 
第 2回： 
 第 2 回は中国側参加者と初の顔合わせを行った。グループに分かれて自己紹介も兼ねて、
各々の興味や日中の間での違いなどを議論した。その後、WeChat でのやり取りを通して
仲を深めた。 
 
第 3回： 
 第 3回は議論するテーマと各担当者を決めた。言論統制の影響で本来決めたテーマが議
論できなくなり、視野を変えてソフトパワーについて議論することに決めた。ソフトパワ
ーという言葉についてさらに掘り下げ、デザイン・技術・観光・スポーツ・食品・ポップ
カルチャーの六つのトピックに辿り着いた。 

 
本会議 

 
デザイン 

文責：王珮潔 
 

ⅰ. 現状分析 
 日中のデザインにおける表現の違い：グループの中では、日本と中国のデザイン
についての認識にステレオタイプが存在する。 
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中国

 
写真：中国デザインに関するイメージ  

出典：AnswerGarden グループ内アンケートにより作成 
日本

 
写真：日本デザインに関するイメージ  

出典：AnswerGarden グループ内アンケートによって作成 
 

 
  以上の図で示したような印象があるが、総じて言えば、日本のデザイン＝シン

プルという考え方があるようだ。なぜ日本のデザインが中国人にシンプルな印象
を与えているのか。 
 グループ内でのディスカッションを通し、日本ブランドが中国進出する際、製品
の特徴を本来のまま保ち続けているため、より多くの人々が日本のデザインのスタ
イルに対してのイメージを持っているという流れが整理できた。 
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 そして、なぜ中国のデザインは豪華、華やかなイメージが多くあるのか。想定し
た仮説は、中国の工業化は遅れて始まったため、現代的なデザインも遅れたからだ。
それ故、伝統的なデザインを用いたブランドイメージが市場で好評を受け続け、よ
り斬新的なデザインのブランドが出遅れ、人々が受け入れるまでに時間がかかる。
それにより中国の代表的なブランドの欠如がこの出遅れによって出てきた。 

 
ⅱ. 問題提示 
 

 上記のようにお互いの製品のデザインに対する大きなステレオタイプが存在する。
日本の場合、日本企業の海外進出が進んでおり、無印良品やユニクロなどの代表的
なブランドが人々に知られている。 
 中国の場合、近代化の開始が比較的遅れているため、デザインにおいて統一的な
スタイルや著名なブランドはまだ生まれていない。しかし、近年以来チャイボーク
のような中国メイクのトレンドの流行りによって中国風デザインのコスメが日本で
も見られるようになったことからも伺えるように、中国デザインのマーケットはま
だ広いと言える。これは中国のデザインに接する機会になりうる。 
 

ⅲ. 解決策提示 
 
 ローカライゼーション・融合に関して、日本のお土産の包装を見れば、都道府県
の特徴的デザインが刻まれている。また、日本のアニメキャラクターと伝統的なデ
ザインのコラボのように、現代のデザインと伝統的なデザインの融合はこの国の文
化や歴史を知るきっかけになりやすい。 
 
 

技術 
文責：王珮潔 

 
 

ⅰ.現状分析 
  中国と日本のテクノロジーに対する一般的な認識と現在の認識との比較。 

 Made In Japan イメージ 
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図：Made in Japan イメージトップ３  
出典：電通報「Made in JAPANは強みになるか？～日本ブランドの今と

これから～」https://dentsu-ho.com/articles/7018 
 
基本的に日本製造に関するイメージは、ポジティブである。 

 
 Made In China イメージ 

 
図：中国製造のイメージ 

出典： マイボイス株式会社、自主企画アンケート結果
https://www.myvoice.co.jp/biz/surveys/5005/index.html 

 
 中国製造に関して、消費によって異なる態度を持っている日本人の割合
が高い。特に食料が挙げられる。服装や日常用品や雑貨などに関する抵抗
はややあるが、6割はないと答えている。 



 - 49 - 

§ コロナで現れた IT技術における日中の違い及び理由 
 

日本： 
– デジタル化が遅れている・オンライン問診が電話だけ 
– 政府主導が比較的に弱い・新しいものを取り入れるのが遅い・学歴に関する

違い→大学院に行く人が少ない、給料が少なくなる 
 

中国： 
– 遠隔医療、オンライン問診 
– 政府主導の開発、投資 
– テクノロジーが人々に浸透しやすい 
– 上の学士になればなるほど、給料も立場も高くなる 

 
ⅱ. 問題提示 

 
いかに技術協力で日中関係を推進することができるか。 
– 解決策提示 
– 科学技術を発展≠国家間競争 
– 共同成長の推進強みの発揮と協力の促進 

 
 

観光 
文責：森田大幹 

 
ⅰ. 現状分析 

 日本を訪問する中国人観光客数は、SARS流行や東日本大震災など、あらゆる逆境
を乗り越えて年々増加しており、2019 年には 959 万 4300 人と過去最高を記録し、
訪日客の 3割を占めた。訪日中国人観光客数は 2007 年に 94万 2439 人 100 万人に
届かない水準であったが、12年間で 10倍に増えたことになる。特に 2015 年の訪日
中国人観光客数は前年の 2倍に増加したが、これはビザ発行要件緩和や LCC及びク
ルーズ船など安い移動手段が増えたことに起因している。その後、2019 年にもビザ
発行要件が緩和され中国人観光客の増加に貢献した。 
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図：訪日中国人観光客数推移 

出典：nippon.com 
ⅱ.問題提示  
 
 訪日中国人の支出において最も大きな割合を占めるのは買い物代であり、2018 年およ
び 2019 年の統計によると訪日中国人の買い物代は 1人当たり 11万 7414 円だ。この金
額は他の国籍・地域と比較しても突出した数字となっている。このような傾向は経済的に
は大きなメリットがある。しかしながら、日本文化体験や現地の日本人と交流する機会が
ないため日中友好という観点からは好ましくない。そのため、買い物を中心とした「モノ
消費」から体験に価値を見出す「コト消費」を促進する必要があると考えた。 
 
 
ⅲ. 解決策提示 
 
 本会議中にはコト消費を促進させる戦略について議論したが主に 3つの意見       
が出た。 
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①文化体験 
 
 着物の着付け、茶道体験など様々な例が挙げられるが、意外にも中国人参加者が興味を
示したものは書道であった。日本では学生時代に書道の授業を受けるのが一般的だが中国
ではそういった授業がないため、書道が非常に新鮮に感じられるのだそうだ。また日本の
夏祭りのような行事も中国には存在しないため、夏祭りに行ってみたいという意見もあっ
た。 
 
②民泊 
 
 近年、外国人観光客の増加に伴い民泊も急増した。民泊はホテルなどの一般的な宿泊施
設と比較してオーナーと客との距離が非常に近い点が特徴である。そのため宿泊時に客と
話をしたり、ご飯を直接準備したりするオーナーも多く、民泊によって現地に住む日本人
との交流促進が期待される。 
 
③学生ガイド 
 
 日本でツアー旅行に参加する外国人もいるが、日本人ガイドの多くは高齢者であり日本
の若者との交流を希望する外国人が増えている。また国際交流に関心があっても外国人と
触れ合う機会がない大学生が非常に多い。そのため大学生が外国人観光客のガイドをする
ことで両者の要望に応えることができるのである。筆者も実際に学生ガイドの経験がある
が、観光案内をするだけでなく客とお互いの国の文化・生活について話すことで異文化理
解に繋がったと考えている。 
 
 

スポーツ 
文責：直井拓磨 

 
ⅰ. 現状分析 
 
 まず、スポーツというトピックもこの分科会の大きなテーマにあるように、日本人と中
国人の持っているお互いに対するネガティブなイメージをスポーツによって変革していく
ということが出発点となった。 
 異文化交流を行うにあたってまず初めに考えられる壁は言語の壁であるが、スポーツは
それ自身が言語であり、それを通じて相互の理解が進むのではないかということから議論
を始めた。 
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 また、もう一つのテーマとして、今回の本会議期間中に開催されたオリンピック期間中
に、日本の SNS上に相手国を中傷するように投稿が散見されたので、スポーツと中傷とい
うテーマについても話し合うことになった。 
 
ⅱ. 問題提示 
  
 スポーツを通じて相互の国々の交流を図り、それを通じ、実際に生の中国の人触れ合う
ことで深い相互理解を得て、イデオロギーや偏向報道に踊らされない自己の経験に基づい
た中国人像を形成するにあたり、二つの方策が提示された。 
 一つ目はお互いの国の人が参加することができるスポーツイベントを開催するというこ
と。 
 二つ目はお互いの国で人気のスポーツを発信し、固定のファンを獲得していくというも
ので、これは韓流アイドルが日本で爆発的な人気になり、それをきっかけに多くの日本人
が韓国という国に興味を持ち出したようなことがスポーツでもできるのではないかと考え
たものである。 
 次に、スポーツと中傷について、これは分科会の大きなテーマとは離れるが、SNS上で
の謂れのない誹謗中傷は中傷された人だけではなく、書き込みを見たその国の国民感情を
悪化させかねないという点で当然食い止めなければならず、決して許されるものではない。 
 しかし、スポーツの competition という性質上、対戦相手に対して敵対心を持ちやすく、
一方ではプロの選手としてファンからの正当な批判に対しては真摯に向き合わなければな
らないという意見もある。さらに、一部のスポーツでは trashtalk と呼ばれるようなある
種中傷合戦がスポーツの一部として広く受け入れられているなどということもあり、スポ
ーツと中傷というのは切っても切り離されないものである。 
 
ⅲ. 解決策提示 
 
 国籍を問わず参加できるスポーツのイベントを開催するにあたり、問題となったのはど
んなスポーツを選ぶべきなのかということであったが、年齢・運動能力・性差にかかわら
ず多くの人々が参加でき、綿々と引き継がれてきた文化・伝統を包含し、文化的な交流も
できるという点で、太極拳や柔道などが適切なのではないかということになった。 
 次にそれぞれの国の人気スポーツを発信していくということについては自分たちの裁量
で大きなインパクトを与えられるとは思えず、才能あふれる世界的な選手の出現など、特
定のスポーツ人気には運の要素が大きく関係するために、個々の活動では限界があるとい
うことを結論付けた。 
 最後に、スポーツと中傷に関して、スポーツの性質上中傷に繋がりやすく、それが場合
によってはスポーツの一部として考えられているということにも一定の理解はできるが、
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その一方である程度の線引き（選手の個人的な部分には言及しないなど）は必要であり、
当たり前ではあるが SNS上に何か批判的なことを投稿する際には誤解がないように極めて
気をつけなくてはならない。 
 

ポップカルチャー 
文責：南愛莉 

 
ⅰ. 現状分析 
 
 日中ポップカルチャー面における交流で現在最も盛んなものは、アイドルを通しての交
流だ。近年、中国で大人気のアイドル育成番組にもアイドルになることを夢見る日本人の
練習生が多く参加しており、日中両国の注目を浴びている。 
  
ⅱ. 問題提示 
 
 ポップカルチャーと切っても切り離せないのが、SNSの存在だ。しかし、日本と中国で
は国民が使用している SNSが大きく異なるため、共有できる情報にも違いが生まれ、それ
が国民認識のギャップを生むことにも繋がってしまう可能性がある。 
 
 
ⅱ. 解決策提示 
 
 私たちが使用している SNS（個人メディア）を通して、自ら「中国のリアル」を積極的
に発信し、日本と中国両国の SNSを繋ぐ役割を果たす。 
 
 

食文化 
文責：梅野萌佳 

 
 ⅰ.現状分析 
 
 日本と中国両国で、日本食と中華料理は高い人気を有しており、多くの日本人、中国人
お互いが良い印象を抱くのに親しみやすい媒体の一つであると考える。 
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ii. 問題提起 
 
 日本人が持っている中華料理の概念の他に、まだ日本人には知られていない中華料理は
多く存在する。中国人にとっては日常的に親しまれている料理でも、実際に日本人には知
られていない料理が多く存在することが現状である。また近年では、日中料理教室などを
通して国際交流が行われている。このような交流が実際にどのように両国に影響をもたら
すのか、また食文化が実際にどのような影響があるのかを考える必要がある。 
 
iii. 解決策提示 
 
 日中学生会議に参加している私たちが日本人に知られていない新しい中華料理を発信す
ることで、食文化を通して、新たな日本と中国のホスピタリティの違いを発見することが
でき、日本人にとって新しい中国文化の発見に繋がるのである。また、食は五感全てで楽
しむことができるものであり、味わうだけでなく、さまざまな食の楽しみ方がある。その
ため、日本人や中国人と、国籍にとらわれずお互いが良い印象を抱くモノとして食文化が
挙げられるのである。 

 
まとめ 

文責：直井拓磨 

 本会議の準備において国民認識ギャップが生まれる理由についてメンバー間で話し合っ
た際、政治や歴史的問題が要因として挙げられたが、学生が政治や歴史的な観点から国民
認識ギャップ解決のために何ができるかを議論しても有効な解決策は導き出せないと感じ
た。そのため、「ソフトパワーを用いて、日中国民のお互いの印象をより良くするために、
学生には何ができるか？」に焦点を当てて議論をすることにした。その結果、より現実的
な解決策を導くことができた。 
 本会議を通じて、認識の相違というセンシティブな問題を抱えるこの分科会のテーマに
おいて、現実的な、学生の立場に即した結論を導けたということもそうだが、何よりも日
中双方の意見・立場を最大限に尊重し合い、相互理解を深められたということを考えると、
この会議は十分に意義のあるものであったと思う。 
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図：分科会内で作成した zoom背景写真 
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環境問題分科会 
 
〇環境問題分科会  
分科会メンバー：上野祐香、廣田瑞生、郭拓人、太田原みか、草野詩織 
 

 
写真：環境分科会メンバー 

 
■ はじめに  

文責：上野祐香 
① 環境問題の重要性 
 
 「SDGs」が最近話題だが、皆様が思い浮かべる重要課題は何だろうか？きっと多くの
人々は「環境」に関するトピックを思い浮かべると思う。日中両国はこの環境課題を解決
するため、重要な国際的役割を果たす責任がある。この「環境」について日本側代表 5 名、
中国側代表 4名と学生ならではの本音をぶつけ合い、課題解決方法を模索した。英語をメ
インに、2時間半×13回のディスカッションを多様な観点から積み重ねた。 
 特に日本と中国は共通の海に面しており、共通の課題を保有している。「海洋環境」を
最初の手がかりとして幅広く環境問題について理解を深め、日中友好の糸口を探った。 
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② 議論方法 
 
 初めての日中学生会議オンライン開催に向けて環境分科会は 2点工夫し、オンライン下
の議論進行における雛形を作った。 
 1 点目に多様なオンラインツールをフル活用した。中国はネット規制が厳しく、それに
合わせたプラットフォームを探す必要があった。Tencent Document や VooV Meeting
を全体で初めて使うことで、円滑な議論の進行に貢献した。また本会議に向けた準備期間
に学校のテスト期間が日中バラバラで被っており、それぞれの会議内容をWe Chat で伝
え合う形をとったことで円滑な準備を進めた。 
 2 点目に日中ペアになって各テーマを担当し、議論の冒頭にプレゼンを行う方式を導入
した。共に助け合いながら日中間の人間関係の構築に資するよう工夫した。 
 本会議が始まってから反省会を開き、3点の工夫を新たに加えた。 
 1 点目にディスカッションへの姿勢を明確にした。例えば「より深い相互理解のため英
語に縛られる必要はなく、自言語で話してもOK」というルールを設けた。ディスカッシ
ョン中にスマートフォンで翻訳をするのではなく、一旦話してみるという姿勢を全員が持
ったことで、議論の盛り上がりや言語能力向上が達成された。 
 2 点目にフリーディスカッションを重視した。会議終了後に時間を設けて環境以外のお
互いの興味を話すことで、円滑なコミュニケーションや人間関係の構築を目指した。
Google Earth や百度地图を用いてお互いの大学や地元を訪れたことが印象的だ。 
 3 点目に議事録に力を入れた。議論は 9人を毎回 2グループに分け、最後にそれぞれの
グループの議論内容を発表するという形を取った。そのため毎回書記を決め、その書記が
話している間は別の人が代理で書くというスタイルを設けた。 
 このように多くの工夫によって初めての日中学生会議全体のオンライン開催成功に貢献
したと同時に、分科会で良いチームワークを活かした充実した議論を行うことができた。
ここで得た経験と環境や日中に関する知識をそれぞれが活かしていくことを誓った。 
 
③ 議論のゴール 
 
1. 環境問題や日中関係の知識を入れ、情報の「ハブ」となる人を目指す。 
 情報が出せる人間に情報が入ってくるという意識を持ち、積極的な情報交換を行った。 
2. 学生として環境問題のためにできることを探る。 
3. 環境問題を通じて日中友好の糸口を探る。 
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§ マイクロプラスチック 
文責：郭拓人 

 
まず、我々の分科会は「マイクロプラスチック」を最初のディスカッションテーマに設

定した。 
マイクロプラスチックとは、直径が 5mm以下の極小のプラスチック片を指す。その小

ささが故、一度でも海に流れ出てしまった際には回収が困難であり、潮流により世界中に
拡散しやすいという特徴がある。 
これらは日々の生活ごみが雨風の影響を受け、最終的に海に流れ出たものである。その

後は波や砂、強い紫外線などにさらされることになる。これにより、プラスチックは更に
劣化し、微細化する。その総量は今なお急激に増加し続けている。現在、地球上の海洋に
生息する魚類の総量は約 8億 t と言われているが、2050 年には、海洋に流れ出るプラス
チックは 120億ｔになるという試算もある。 
この問題で最も留意すべき点は、生物に対する影響である。その代表的な例が『生物濃

縮』である。これは、魚類がマイクロプラスチックを摂取してしまい、その魚を今度は捕
食者が摂取する。それを繰り返し、生物の体内にはより濃い濃度のマイクロプラスチック
が蓄積する。そして最終的にそれらを摂取するのは結局のところ人間である。 
日本も中国も、世界の中で特にプラスチックの排出量が多い国である。ましてや日本は

360度海洋に囲まれた海洋国家である。この両国が率先し、この問題にアプローチするこ
とが今後、より一層求められることは間違いない。現在のところ、政府として積極な取り
組みがあまり確認されていない状況にある。現行で最も動いているのが、民間企業の取り
組みの奨励や表彰である。 
最後に、日本の技術力と中国の巨大マーケットを掛け合わせることができれば、大きな

ESG投資を実現することができ、マイクロプラスチック問題解決により積極的に参画でき
るのではないかと提案し、ディスカッションパートに移行した。 
 
 
§ 海洋生物多様性   

文責：草野詩織 
 
海洋生物多様性は、海洋環境保全において近年特に重要視されている観点の一つである。

海洋生物多様性の崩壊の原因は主に人間活動による海洋汚染や気候変動だと考えられてい
る。 
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① 現状分析 
 
日本では、環境省が主体となって平成 23年 3月に「海洋生物多様性保全戦略」が策定

された。「海洋生物多様性保全戦略」の目的は、海洋の生態系の健全な構成と機能を支え
る生物多様性を保全し、海洋の生態系サービス（海の恵み）を持続可能なかたちで利用す
ることについての基本的な視点と施策を展開すべき方向性を示すことである。「海洋生物
多様性保全戦略」では、現状と課題を人間活動による生物多様性の劣化及び生態系サービ
スの低下と分析し、以下の５つの施策を展開している。 
 
１．情報基盤の整備 
２．海洋生物多様性への影響要因の解明とその軽減政策の遂行 
３．海域の特徴をふまえた対策の推進 
４．海洋保護区の充実とネットワーク化の推進 
 
中国では海洋生物多様性に関する近海の調査が盛んに行われており、2018 年には海洋

生物多様性保全が安定した推移に到達したと発表されている。また各種の報告書も公開さ
れており、研究・調査結果をふまえた海洋生物多様性保全が結果を出している。 
 
 
② 問題提起と議論 
 
私たちは日本と中国の海洋環境多様性保全の現状をふまえ、 
・海洋生物多様性保全の意味 
・海洋生物多様性保全のために学生がすべきこと 
・海洋生物多様性保全のために日本と中国はどのように協力できるか 
について議論を行った。 
 
〇海洋生物多様性保全の意味 
大きく 2つの意見が挙げられた。第一に、地球環境の保全の観点である。海洋生物多様

性の破壊原因としてマイクロプラスチック問題や工場汚染水、気候変動など人間活動に由
来する要因が考えられていることから、人間活動に対する人間の責任として地球環境の一
部である海洋生物多様性の保全が重要である。 
第二に、豊かな海洋資源の継続的利用という観点である。海洋生物多様性は、魚介類の

豊かさという点で私たちの豊かな暮らしに不可欠なことに加え、漁師など漁業関係者にと
って生活に直接関わる問題である。 
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〇海洋生物多様性保全のために学生がすべきこと 
日本・中国ともにボランティア活動への参加や積極的な情報発信が学生にできる活動と

して考えられる。まとまった時間を作れるという学生の特権を活かすといった意見が多く
出された。また、自宅にいながらも洗剤などの過剰使用を控えたりマイクロプラスチック
の発生源になりうるプラスチック製品の適切な廃棄をしたりすることで海洋生物多様性保
全に貢献できるのではないかという意見も挙げられた。 
 
〇海洋生物多様性保全のために日本と中国はどのように協力できるか 
大学などの研究調査における協力と企業やNGO団体による民間レベルでの協力が挙げ

られた。議論を通じて、国家間の協力では双方の利益確保の観点が不可欠になるため大
学・民間企業・NGO団体などによる協力のほうがより積極的で柔軟な協力が可能である
と私たちは考えた。 
 
③ まとめ 
 
印象深かったのは、日本と中国の両学生が生物多様性保全における共通した問題意識及

び解決策を持っていた点である。地理的に近接する日本と中国が、海洋環境及び海洋生物
多様性の保全に向け足並みを揃えていくことは今後今まで以上に重要になると私は考える。
日本と中国の学生が共通認識をもっていること、そしてそれを共有し合えた今回の議論は
大きな意味をもつのではないか。 
 
 
§ 海洋資源 

文責：廣田瑞生 
 
① 問題の内容 
 
 海洋資源のトピックでは、主に東シナ海における資源の過剰開発を問題として掲げ、東
シナ海の適切な資源開発に向けて日中両国がどのように協力していけるのか議論した。日
中間の国境は定まっておらず、日中の主張に食い違いが存在する。こうした中、東シナ海
の資源を適切に管理するため、日中間の協力が求められる。 
 日中両国を隔てる東シナ海には、豊富な資源が存在している。貴金属や天然ガスのみな
らず、漁業資源も豊富である。これらの資源は、日中両国によって過剰に開発された歴史
がある。日本は、戦後東シナ海で底引き網漁を行っており、多くの希少種が絶滅の危機に
さらされた。近年は、中国漁船が日本の近海でサンゴの漁獲を活発に行っている。その結
果、東シナ海の海洋生物資源の多くは「中位・低位水準」に分類されており、漁獲資源の
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減少が懸念される。また、天然ガスをめぐっても、中国は日中中間線付近で開発を進めて
いる。日本としては、こうした中国の資源開発は「一方的」であり、限られた資源を日中
間が納得のいく形で活用することが求められる。 
 
② 議論内容 
 
 議論では、資源の過剰開発をめぐる問題に対する解決方法についてと、東シナ海の適切
な資源開発の在り方について話し合った。前者に関しては、増大する需要を減らすことは
できないとして、従来の資源に代わる技術の開発が必要であるという点で、日中双方の意
見の一致が見られた。たとえば、風力や太陽光といった再生可能エネルギーを普及させる
ことは、東シナ海の資源に頼らなくてよくなるだけでなく、地球環境の視点からも利益が
大きい。また、海での漁獲に代わる養殖技術の発展は、中国の内陸部でも魚を食べられる
ようになり、食文化が豊かになったという副次的な効果についても指摘があった。 
 一方で、東シナ海における資源の開発をめぐって、政府部門と非政府部門のどちらが重
要な役割を担うかについて、意見の相違が見られた。中国側は、日中間の漁獲量や資源の
割り当てや、取り決めに違反した漁船に対する取り締まりといった点で、政府レベルの協
力が引き続き求められるという指摘があった。一方で、日本側からは、国境をめぐる政府
間の立場の違いがある以上、政府間での協力には限界があり、資源の管理も含めて企業や
NGOといった非政府部門の役割が重要になってくるとの指摘があった。 
 
 
§ 原子力発電 

文責：上野祐香 
 
① 議題解説 
 
 今年の 4月 13日、日本政府が福島原子力発電所の処理水の海洋放出を決定したことが
世界中で話題になった。皆様はニュースを聞いてどのような意見を抱いただろうか？現在
日本では安定したエネルギーのため原発の再稼働が言われており、中国でも急激に増加す
るエネルギー需要に対応すべく原子力発電所を増設している。原子力発電と共存していく
ために必要な知識や意識は何だろうか？チェルノブイリ原発事故や福島原発事故の事例を
日中担当者がそれぞれプレゼンした後、「原発は環境に良いのか」「原発事故を防ぐため
にどのような日中協力ができるか」について議論した。 
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② 議論内容 
 
 日中の代表で 3点の合意点があった。1点目に「政府や企業の責任が求められる」とい
うことだ。2点目に「理想は原子力発電を使わなくて良い状態」ということだ。3点目に
「それでも私たちの現状の生活に原子力発電はかかせなく、両国ともそれを認識している」
ということだ。 
 原発事故を完全に予防することは難しく、仮に事故が起こった後どのように対応すべき
かを話す必要がある。また命を脅かす危険性のある原発がない状態が理想だが、一方で複
数のメリットも挙げられる。例えば石炭ガスよりクリーンでCO2を排出しない点、ウラ
ンのみが必要なため安定した供給が可能な点、多くの電気を供給できる点だ。 
 日本人の私たちができることは、2030 年頃に原子力発電所の数が世界 1位になるであ
ろう中国に、福島の経験や日本の技術を伝えることだ。人々の便利な生活と安全性の為、
事故の予防や事故後の復興において政府・企業から学生の私たちまで日中協力できること
が望ましい。 
 

 
図：原子力発電の将来と原子力による発電の割合 

出典：経済産業省資源エネルギー庁 
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§ エネルギー 
                   文責：太田原みか 

 
① 議題解説 
 
SDGs の推進に伴い、持続可能な再生可能エネルギーの開発へ期待が高まっている。環

境負荷の大きい火力発電や、環境への害は少ないが事故や天災発生時にリスクが大きい原
子力発電などはこれまで日中両国の安定した電力供給に貢献し、今後も現実的に最も有力
な電力源として認識されている。しかし、果たしてそうした発電方法以外にクリーンで持
続可能かつ安定した電力供給が可能な発電方法はないのか。潮の満ち引きを利用する潮力
発電、燃える氷(メタンハイドレート)による発電、洋上風力発電などを参照しながら、日
中両国の新再生可能エネルギー技術の現状、それらが日中関係に与える影響、日中の国民
レベルでの環境意識への差、経済活動と環境保護のバランスについて議論を行った。 
 

② 議論内容 
 
現状を見ていくと、日本では再生可能クリーンエネルギーとして地熱発電、中国ではジ

ンコソーラーに代表されるように太陽光発電、そして中国北西地域では風力発電が主に開
発が進んでいる。また、原子力発電は 2011 年 3.11 の福島原発事故の発生以降、自然災害
に見舞われることの多い日本においてはその安全性が継続的に問題視されてきたが、災害
のリスクが少ない中国においては日本に比して抵抗感少なく原発が国内に流布している現
状が見られた。比較的新しい発電方法である潮力発電や燃える氷は、クリーンエネルギー
の一環として関心が高まっているものの、特に潮力発電は性質上潮の満ち引きにより電力
が生み出せる程の潮流を安定して利用できる場所の確保が難しいこと、1度に生み出せる
電力に限りがあるため設置コストに比してリターンが極小であること、生物多様性を破壊
してしまう可能性に関して十分な議論がなされていないことなどの理由により、日中両国
においてあまり普及していない点で共通していた。また、こうした新エネルギー開発が日
中関係に与える影響としては技術協力を進めようとすれば、技術の流出や著作権の問題、
そして海洋資源を巡って領土問題がヒートアップするなど、弊害が生じることが予想され
た。協力とは簡単に言えてしまうが、実際にいざエネルギー分野で協力関係を築こうとす
ると様々な障壁が感じられた。 
また、国民レベルでの環境意識は日中間で差が見られた。中国では決済アプリAliPay

の中にアリペイの森という機能があり、人々が日常生活の中で排出する炭素の量を観測で
き、カーボンフリーなライフスタイルを送ることを日常的に意識づける習慣が一部で見ら
れたのに対し、日本ではそのようなアプリはあまり普及しておらず、個人レベルの環境意
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識は相違点として挙げられた。しかし、日本でもペットボトルの使用量削減に向けた給水
アプリの普及やごみの厳格な分別など環境への配慮が見られることも事実であり、今後政
府や企業主導での環境政策が民衆の生活様式をより環境に優しいものへと変化させる可能
性も十分にある。 
最後に、経済発展と環境保護に関しては習政権の下では環境保護と経済繁栄を両立させ

ることをスローガンとしているため、政府主導ではあるが、政府が企業に対して環境に優
しい取り組みを義務付ければ不可能ではないとの結論に至った。 
 
 
§ 海岸地域 

文責：草野詩織 
 
海岸地域の開発は、世界中で海洋環境に大きな影響を与えており、日本・中国も例外で

はない。私たちは議論を通じて、日本・中国それぞれの海岸開発に対する理解を深めると
ともに、普段の生活と海洋環境の関係についても検討した。 
 
① 現状分析 
 
中国では、海岸よりの地域の開発が積極的に行われてきた。しかし近年、海洋環境保護

のための様々な施策や規定が行われており、国内の海洋環境保護に対する関心は高まって
いる。 
日本の現状としては、海水浴場など海岸のごみ問題と日本の海岸における工業地帯（地

域）の発展が議論された。海水浴場のごみでは、具体例として相模湾地域が挙げられた。
相模湾地域の海岸のごみの約 70%が川などから流れ着いたペットボトルなどのプラスチッ
クごみだという。日本の工業地帯（地域）は、海岸地域を中心に急速に発展したが、古い
工業地帯（地域）では現在の建設技術ならば防げるような環境への影響が発生することが
あるという。 
 
② 問題提起と議論 
 
私たちは日本と中国の海岸地域の現状をふまえ、 

・私たちが日常生活でできる海洋環境を守るための活動 
・海岸開発と海洋環境保護の適切なバランス 
について議論を行った。 
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〇私たちが日常生活でできる海洋環境を守るための活動 
海洋環境に影響を与える要因の一つであるプラスチックごみに対する意見が多く出され

た。例えばレジ袋に対する制限は、中国では 2008 年、日本でも 2020 年から国主体で行
われている。また、マイボトル持参については、中国では伝統的にマイボトルを持ち歩く
人が多いのに対し、日本では毎日自販機でペットボトル飲料を購入するという人も多く、
日本と中国の習慣の差が発見された。 
 
〇海岸開発と海洋環境保護の適切なバランス 
技術の活用が挙げられた。先進工業国による開発途上国への技術的支援で環境への影響

を最小限にとどめることや、教育へ力を入れ、人材育成や新たな技術開発の環境を整える
ことも重要である。SDGs に挙げられるような持続可能な開発を目指すべきだという共通
認識が確認できた。 
 
③ まとめ 
 
海洋ごみ問題や海岸地域の開発と環境保護のバランスの問題は日本・中国共に海洋環境

に影響を与える要因として重視されている。問題に対する意見を交換したことでより広い
視点で問題について考えることができた。 
 
 
§ 原発政策 

文責：郭拓人 
 

まず、日本国民は原発についてどのように考えているかの世論を紹介した。「今後、原
子力発電をどうすべきか？」という問いに対して、半数以上の人が、原子力発電を「段階
的に廃止する」もしくは、「すぐに止めるべきだ」と答えている。「増やすべき」と答え
た人はわずか 2.2％だった。 
殆どの国民が原発に懐疑的に感じているが、その原因を探った。その原因は明らかに東

日本大震災の際に発生した福島第一原発の事故だった。 
現在稼働している日本国内の原発は何基あるかという問いを発したところ、参加者の中

に正確に答えられるものは居なかった。原発事故によって（良い悪いは別として）関心が
上がったのかと予想していたが、そうではなかったようだ。 
この事故の影響は国内に留まらず、海外にも波及した。事故後、原発を有する主要国の

世論調査で、全ての国で原発利用に対して否定的な意見が増加した。 
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また、このテーマについて議論をした日が長崎に原発が落とされた日であったことから、
それについても絡めて議論した。このような時事問題に絡めて議論することで、環境問題
を自分ごとにして考えることができるのではないかという狙いもあった。 
  
 
§ 大気汚染 

文責：廣田瑞生 
 

① 問題の内容 
 
大気汚染は、経済成長に伴う主要な環境汚染の一つであり、経済成長の著しい日中両国

が経験した環境問題である。日本は歴史的に大気汚染に悩まされており、四日市ぜんそく
といった健康問題を引き起こした。中国では特に 2010 年以降、大気汚染問題が意識され
るようになり、PM2.5 によって視界が遮られ、社会活動にも大きな影響が出た。中国の大
気汚染は、国境を越えて日本にも飛来することがあり、日中の協力を通じて解決する必要
のある問題である。 
大気汚染の主要な原因として、まず工場による排ガスが挙げられる。四日市ぜんそくは

石油コンビナートの排ガスが原因となったように、健康被害をももたらす工場の排ガスは、
その規制が急務である。これに対する取り組みとして、排出量取引が挙げられるが、排ガ
スの削減に後ろ向きになる可能性や、割当量をどのように決めるかなどが問題となる。 
また、自動車の排ガスも大気汚染を引き起こす主要な問題の一つである。実際に、日本

全体のCO2排出量のうち、16%は自家用車やトラックといった車によるものとなってい
る。これに対応するため、電気自動車は水素自動車といった、新しいエネルギー源を使っ
た車の開発が進んでいる。しかし、充電スポットといったインフラの不十分さや、価格の
高さから、普及が進まない現状もある。 
 
② 議論 
 
 議論のパートでは、大気汚染を取り巻く日中の現状について認識を共有し、大気汚染問
題の解決に向けた意識について意見交換した。日中両国の共通した課題である大気汚染は、
その解決が急務であることで日中の見解が一致した。具体的な取り組みに関しては、例え
ば中国ではナンバープレート規制といった厳しい規制が敷かれている。国民の移動の自由
を制限するような政策であるものの、国民からは環境保護の観点から厳しい規制に理解す
る声もあるということを中国側の学生は発言していた。また、日々の生活でどれほどCO2
を排出したかを知らせる機能が SNSに備えられているなど、草の根レベルの環境保護への
意識を向上させる取り組みもあることを学んだ。一方、日本ではハイブリッドカーの普及
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や環境に優しい技術の開発といった、環境保護への具体的な取り組みに加え、それに関す
る高い技術を有していることが特徴であることが共有された。一方で、火力発電の輸出と
いった、国際的に批判されている政策もある点の指摘がなされた。 
 
 
§ 都市化 

文責：廣田瑞生 
 
① 問題の内容 
 
 アジア各国は巨大な都市を有している。Demographia の発表によると、東京都とその
周辺の県を含む東京都市圏は世界で一番人口が多く、4000 万人近くに上る。上海都市圏
は 2000 万人に上り、日中両国では莫大な人口を抱える大都市が存在する。 
都市化は、環境面で様々な影響を及ぼす。例えば、ごみ処理に関しては、人口増加に伴

いゴミの量が拡大し、海の埋め立てに限界が訪れつつある。また、コンクリートが多い都
市の温度が高くなるヒートアイランド現象も問題となる。 
都市に人口や企業が集まる背景としては、次のような連鎖的な流れが見られる。すなわ

ち、人口集中により巨大なマーケットが形成され、経済活動がしやすく、企業が集まりや
すい。そのため、様々な仕事の機会があるため、さらに高収入が見込め、人々が都市部に
集まる。このように、企業や人々が都市に集中することには様々なメリットがある。 
 
② 議論 
 
 まず、都市化に関する現状を共有する中で、日中の都市と地方の格差に関して、共通す
るが程度の異なる問題が見られることがわかった。たとえば、教育に関して、日本では教
育資源が都市に集中し、進学に困難が伴う面があるが、小中学校といった最低限の教育は
地方でも受けられる。一方、中国でも都市と地方で教育機会の格差が問題となっているが、
地方の子どもは単に高いレベルの教育を受けられないだけでなく、労働に駆り出され、学
校を退学してしまうことがある。最低限の教育機会があるか否かで、日中間で課題の程度
の差が見られた。 
 また、都市化を制限する政策に関して、共通する政策も見られた。日本では、筑波の学
園都市のような、東京近郊の町を開発し、東京の一極集中を防ぐという取り組みを行って
いる。中国でも、北京の一極集中を防ぐため、近郊の町を開発することがある。一方、中
国では、戸籍による居住地の管理を行っており、これは日本では見られない中国独自の取
り組みであることがわかった。中国では、都市戸籍を有していない人は、都市で医療や教
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育といった社会福祉を受けられないことがある。こうした中、都市戸籍の獲得を制限する
ことにより、都市への人口集中を防ぐという取り組みを行っている。 
 こうした現状や政策の違いを共有したうえで、メンバーの全員が都市部に住んでいるこ
とから、「都市に住むことを好むか」という議題で議論を行った。発達した交通網や就業
機会などの面から、都市に住むことには多くのメリットがある点で意見の一致が見られた。
一方で、都市化に対する懸念も、日中双方で提起された。日本側からは地震やパンデミッ
クなどの災害時の対応や、気温の上昇の点が都市化のデメリットだと指摘した。一方、中
国側からは大気汚染や洪水といった自然災害の影響や、公共交通機関等の過密が懸念だと
指摘した。 
 
 
§ まとめ 

文責：太田原みか 
 
① 会議の成果 
                          
私たちはこの会議での分科会活動の目的として 3つのことを掲げた。それぞれについて

順を追って成果を述べていきたいと思う。 
 
〇目的①：情報が出せる人間は情報が入ってくるという意識を前提として、環境問題や日
中関係の知識を増やすことにより、情報の「ハブ」になれるような人を目指す。 
 
目的①に関して、両国の学生が主体的に自国の情報発信を主体的に行い、メディアから

流れるニュースだけでは知りえないことを知る機会をつくるとともに、相互作用的に情報
発信者の下に関心分野の情報が集まるような互恵関係の構築を目指して、会議中はプレゼ
ンテーション、ディスカッションを通じて、お互いの国のこれまで見えていなかった部分、
知らなかったことを知ることに大いに時間を活用することができた。また会議中だけで積
極的な互恵的関係が途絶えてしまわないように、会議後もWe Chat の環境グループに自
国での面白い取り組みや、その他の面白いニュースがあった場合にはシェアするようにと
いう共通認識も最終的にはみんなで共有することができた。大事なのは大学生なりに、自
分が影響を及ぼせる範囲で小規模だろうと発信や交流を続けていくことだと学んだ。 
 
〇目的②：学生としてとしてできることを探る 
 
環境問題といういわば世界的なレベルの問題を扱っていたため、常に自分たちが学生と

いう身分で何が一体できるのかという壁にぶつかった。しかし、学生だからこそできるこ
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とは何かひたすら頭を悩ませ、知恵を振り絞りアイデアを出し合った結果、いきなり世界
を変えようとするのではなく、等身大のまま、まずは始められるところから行動を起こし
ていこうという着地点に至った。環境に優しい取り組みは、しばしば利便性が失われてし
まう場合もあり、なかなか継続することが難しい側面もあることも踏まえ、自分ができる
範囲内で、マイボトルを持ち歩く、ごみの分別を徹底する、1週間に 1度だけでも動物性
食品を食べない日を設けてみる、などの個人レベルでアクションを起こし、可能であるな
らば、学生団体や環境アクションを起こしているプラットフォームに参加してみる、環境
保護機関や団体が開催しているイベントに参加して知見を広めるなどのコミュニティベー
スの活動に移行していくというアクションプランも考えた。環境問題は特に持続可能性が
重要であるため、細々とした行動であっても長く続けられることが最優先であると考える。
まずは、自分 1人でもできることから始めていこうという認識を日中両国の学生間で共有
することができた。 
 
〇目的③：環境問題を通じて日中友好の糸口を探る 
 
環境問題という分科会に集った 9人のメンバーは、それぞれ関心分野や年齢、住む場所

も異なるバックグラウンドの異にする者同士であった。皆がそうした立場に置かれながら
も、日中で普遍的な問題である環境という大きなテーマに向き合うことは、初めはとても
壮大なことのように感じられ、また領土問題などの機微に触れるテーマをどう扱い、日中
友好の糸口を見つければ良いのか見当もつかなかった。しかし、自分の国の環境について
調べていくにつれて、そしてその現状を中国と比較していくにつれて、例えば中国の大学
には学生主体で環境に対するアクションを起こす団体が存在するのか、中国のゴミ分別は
どうなっているのか、なぜリスクの大きい原発の使用をやめようとしないのか、など疑問
が膨らんでいき、そうした分からないことが沢山見つかったからこそ、知りたいという探
求心に繋がっていった。前半のディスカッションよりも、後半のディスカッションの方が
お互いに対する質問が増え、より情報・意見交換が活性化したことがその表れであると思
う。またそこから派生して、中国と日本の都市/地方で異なる文化や生活習慣などのより幅
広いテーマにも話題が広がり、環境だけに留まらないテーマについて各々の関心に基づき、
中国側参加者との交流ができたことは大きな成果であると考える。まずは相手のことを知
ろうとする姿勢を持つこと、そして自分で実際に調べることに加えて、中国人の友人に尋
ねてみることで会話が生まれ、議論になり、対話が生まれていくことを実感した。そうし
た小さなコミュニティレベルでの相手を理解しようとする行為そのものが日中友好に繋が
る 1つの大きなステップであると考える。 
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社会問題・少数グループ分科会 
 

はじめに 
文責：河野亜希 

 
 本分科会は “To make our society more inclusive”をモットーに掲げ、「社会問題・少
数問題」をテーマに議論を行なった。最初に、なぜ社会問題の中でも少数問題について考
えなければならないのか、そしてなぜ多くの少数問題の中から「女性を取り巻く問題」に
焦点を当てたのかについて述べる。 
 
A なぜ社会問題の中でも、少数グループの問題について考えなければならないのか。 
  
 社会的少数派は数的不利であるために、意見が社会に反映されづらい傾向にある。この
問題は少数派の方々のみで乗り越えられる課題ではないため社会全体で考えるべきである
こと、また、少数派が生活しやすい社会を目指すことは一人一人が尊重される社会の構築
に繋がることを鑑みて、少数グループの問題に注目することにした。 
 
B なぜ「女性」は少数グループなのか。 
 
 男性とほぼ同数存在するはずの女性を「少数グループ」であると考えた理由については、
女性という属性を持つ人々の社会的な地位が一般的に低く、社会的な力が弱いと考えたか
らである。 
 国会議員の比率（日本：9.9％ 世界平均：25％）や、管理職の女性比率（ 日本：
12.5％ 世界平均：27.1％）が象徴的な例である。人口の女性比率と比べると大きな乖離
があることは一目瞭然である。 
 このように、社会の支配者層については依然として男性が多くの割合を占めており、女
性は被支配者の立場にあることが多く見受けられるため、女性を「社会的マイノリティ」
であると結論付けた。 
 
C なぜ「女性を取り巻く問題」に焦点を当てたのか。 
 
 理由は二点ある。 
 ⑴ 少数グループの中でも人口が多いから 
  一点目は、Bでも述べたように、女性は人口的にはほぼ半数を占めていることから、
他の少数問題の中でも解決を望めると考えたためである。また、女性という少数グループ
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の問題解決を進める中で、他の少数問題の解決への足掛かりにもなり得るのではないかと
考えたからである。 
 
 ⑵ 班員の中に当事者が多いから 
  本分科会は、１０人中６人が女性であるため、具体的にどのような課題を抱えている
のかが想像しやすいと考えた。 
  
D 何を持って少数問題の「ゴール」とするか。 
 
 先述の通り、本分科会は「To make our society more inclusive」をスローガンに掲げ
た。このスローガンを元に、「誰もがお互いの差異を認め合い、尊重し、自分の望む選択
を行う事ができる社会を作る」というゴールを掲げた。 
 
E 「男女平等」とは何を指すのか。 
 
 D を踏まえて、「女性を取り巻く問題」のゴールである「男女平等」とはどのような状
態なのかについて言及する。 
 本分科会はDを踏まえて「性別の差異を認め合い、お互いを尊重し合うという意識が全
ての人々に当たり前として共有された状態」を男女平等が達成された状態であると定義し
た。 
 
F 分科会で取り上げるテーマ 
 
 まず具体的な女性を取り巻く問題について考え、それぞれの要因の分析を行なった。挙
げられた要因の中でも共通しているものは特に重要であると仮定し、それらに対応する形
で解決策を提示した。 
 今回は「セクシャルハラスメント」「ガラスの天井」「家事負担の不均衡」「イクメン」
について日中両国の状況を元に議論した。これらの事象の要因を書き出し、以下のような
マインドマップを作成し、整理した。 
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図：会議で使用作成した日中女性問題に関するマインドマップ 
 

セクシャルハラスメント 
 

文責：来須航世 
 

 本章では、日本と中国のセクシャルハラスメント (以下、セクハラ) について、両国にお
ける現状と要因、そして私たちが考えた解決策について述べていきたい。 
 まず、日中両国におけるセクハラの現状について、2014 年の内閣府のデータより、日
本では年間で 11,289 件ものセクハラに関する相談が寄せられていることがわかった。 
 次に、日中両国においてセクハラが発生する要因について話し合った。セクハラが発生
する環境は様々な要因が相互に関わり合って作られるため、議論もとても難航したが、次
に挙げる 6つを主な要因であると設定し、その後の議論に用いた。 
 
セクハラが発生する要因 

 
・意識の問題 

 その行為がセクハラに当てはまってしまうという認識の欠如が、セクハラが多く
発生してしまうことにつながっていると考えた。また、性に関する意識や知識にお
いて男女間で差があり、それらが加害者・被害者の認識の齟齬を生み、セクハラに
つながってしまうと考えた。 
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・法律の不十分 
 日中両国において、セクハラ対策を取るように企業に求める法律は存在する。し
かしながら、セクハラが企業内で発生しても公表しない企業が多く、企業としてセ
クハラが起きにくい環境を作れるかどうかは各企業に委ねられている。 

 
・コミュニティ内における Power Relations (力関係) 

 日中両国において、多くのコミュニティでは男性が総合職などのマネジメント職
に就いているという現状がある。このような背景より、役職や立場を利用した男性
から女性に対するセクハラが多く発生している。また、このようなケースではセク
ハラを受けた被害者がセクハラを受けたということを周りに相談しにくいため、セ
クハラを根絶することは難しいという現状もある。 

 
・SNS 

 近年、Instagramや Twitter などの SNSが流行している。また最近では、Tik 
Tok という動画配信を中心とした SNSも流行している。Instagramや Tik Tok の
ように、言葉で何かを表現するのではなく、写真や動画で自身を表現するツールは、
わかりやすく、簡単に自己表現ができるという利点がある一方、他者と自分を比べ
たり、人を物のように扱ってしまったりするという危険性をはらんでいる。 
 

・立証の難しさ 
 「セクハラ」という言葉は多義語であり、具体的な行為まで厳格に定められてい
るものではない。そのため、セクハラの基準は人それぞれであり、実際にセクハラ
をされた場合にも、その行為がセクハラであり、セクハラをされたという事実を客
観的に立証することは難しい。 
 

・閉鎖的な環境 
 議論していく中で、セクハラが発生する環境の特徴として、環境が閉鎖的である
ことが挙げられた。セクハラが発生していたとしても、相談できる相手がいなかっ
たり、声を上げづらい雰囲気があったりする。セクハラ対策自体も、企業ごとの裁
量で行われるため、外部の団体や機関から客観的な意見を受ける機会はない。この
ような閉鎖的な環境は、セクハラの蔓延を防ぐことの妨げとなっていると考えた。 

 
 最後に、要因に関する議論を踏まえて、解決策について話し合った。上で挙げた６つの
要因の全てについて解決策を考えることは時間的に厳しかったため、1. 意識の問題 と 2. 
法律の不十分 の２つに絞り、解決策を探った。解決策として、1. 意識の問題については、
教育の不十分を問題意識として設定し、家庭・会社・学校など、それぞれの場所でセクハ
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ラについての教育を行うことが挙げられた。例として、日中両国に共通している問題点と
して、性教育が十分に行われていないことがある。これは、両親や学校教員が性教育に悲
観的であったり、恥ずかしいと思っていたりすることが原因であると考えられ、家庭や学
校での性教育を小学校低学年などの早い段階から行うことを解決策の一つとして挙げた。
また、2. 法律の不十分については、現行の法律ではセクハラを防止・根絶することは難し
く、より具体的かつ法的拘束力の強い法律を整備することによって、セクハラを防止する
ことが解決策として挙げられた。例としては、企業に委ねられているセクハラ対策をより
実効的なものにするために、公共機関や他の民間団体などの第三者による定期的なモニタ
リング調査などを導入するなどの意見が出た。 
 
 

ガラスの天井 
                                   文責：林超 
 
 ガラスの天井が生じた原因は簡潔に述べると六つある。これらの原因は女性の能力開発
を妨げ、企業における上級管理職への昇進や意思決定の場への登用を阻害する障壁となる
と考える。 
 一つ目は、社会の偏見である。伝統的な価値観を持っている人は、女性に対して、従
順・優しさ・礼儀正しくかつ淑やかであるべきというレッテルを貼っているため、女性は
それらに従わなければ、様々な場合において不利益を受けやすいと言う傾向がある。職場
環境にある周囲の無理解や偏見・女性への配慮に欠ける労働慣行などが残されている現状
が、女性の昇進を阻害していると考える。 
 二つ目は、仕事と家庭の対立である。女性の雇用拡大による共働き夫婦の増加を背景に、
企業は短時間勤務や柔軟な勤務など、家庭生活と両立しやすい働き方が女性の人材活用に
おいて重要だと認識するようになったが、現状を鑑みると、女性は仕事と家庭の両立でト
ラブルを抱えている可能性が、男性よりかなり高いと言わざるを得ない。 
 三つ目は、組織方針である。なぜガラスの天井が多くの組織に存在するかについては
様々な理由が指摘されているが、最も重要な原因として、昇進認定の手続きが不透明でご
く一部の幹部によって決定されていること、男性幹部のインナーサークルに女性がアクセ
スしづらい傾向にあること、などが挙げられている。そのような組織方針やルールの不透
明さが、指導的立場につく女性が少ないという状況を作り出している。 
 四つ目は、男女の間に存在する経済の不平等である。労働市場において女性は男性と数
量的な平等は日中両国ではほぼ達成しているが、例え学歴・経験および職業等が同じだと
しても、賃金や所得は異なるという不平等は、男女の実質的な経済格差を作り出した。特
に日本では、政治への参画が遅れているという現状がある。世界と比較しても日本におけ
る女性の国会議員の割合は低く、差別や格差は埋まっていないことが明白である。このよ
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うな格差が生まれるのは、教育や職業訓練・就労経験などが影響しており、女性であるこ
とから産休などで長期的な離脱の可能性もあることや、女性を軽視する風習などが残って
いるといった原因があると考えられる。 
 五つ目は、性別による身体的違いである。女性は家事や育児分野での不可欠な役割を担
ってきたことで、出産・育児期の就業継続は依然として難しく、このことが再就職後の仕
事の処遇のみならず両立負担やメンタルヘルスにも望ましくない影響を及ぼす可能性があ
り、更には女性の職場における立場の低さに繋がっている。 
 六つ目は、「マミートラック」である。「マミートラック」とは、子どもを持つ女性の
働き方のひとつで、仕事と子育ての両立はできるものの、昇進・昇格とは縁遠いキャリア
コースのことである。これも多くの女性が選んできたライフスタイルである。日本や中国
のような職場の男女均等支援や仕事と育児の両立支援が十分でない国では、ワーキングマ
ザーは往々にして補助的な職種や分野で、時短勤務を利用して働くようなキャリアを選ば
ざるを得なくなり、不本意ながら出世コースから外れたマミートラックに乗ってしまうこ
とが少なくないと考えられる。 
 
 

家事負担の不均衡について 
 文責：坂井美紀 

 
 本章では日本と中国の家庭内の家事負担の不均衡の現状と要因について分析する。 
 日本の夫婦の家事負担の差は顕著である。国立社会保障・人口問題研究所の 2019 年に
実施された調査によると、妻の平日の平均家事時間は 263 分に対し、夫は 37 分であった。
休日の平均家事時間については、妻は 284分に対して、夫は 66分という結果であった。 
 中国においても、既婚女性はより多くの時間を家事労働に割いているというデータがあ
る。また、男女ともに家事労働時間はいずれも減少傾向にある。この特異な現象の裏には、
女性の社会進出と祖父母の育児参加があると考えられる。 
 両国の家事負担の不均衡の背景には、二つの要因があると考えた。 
 一つ目は伝統的価値観である。「男は外で働き、女は家庭を守る」という伝統的な家事
分業パターンは、日中の社会に薄れつつも依然残っている。亭主関白という概念は現代で
は多くの人が否定しているが、男性が家庭の主要な収入源であるべきだという考えは未だ
支持されている。このような男女の役割に纏わる伝統的価値観が問題の解決を妨げている
と考えた。 
 二つ目の要因は、女性のスケジュールの柔軟性の高さにある。ガラスの天井と母親ペナ
ルティによって、多くの女性は昇進機会が限られている。男性より比較的柔軟に働くこと
が出来るため、育児・家事に時間を費やし易いのである。日本については、女性の雇用形
態にも因果があると考えられる。日本の多くの既婚女性はアルバイトとして働いているた
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め、フルタイムで働く男性より柔軟に働くことが出来る。その結果、女性の家事負担が増
えていると考えられる。 
 
 

イクメン 
文責：西川幸二 

 
 イクメンとは育児を楽しみ、積極的に行う男性、または、将来そのような人生を送るこ
とを望む男性の略称（出典：日本大百科全書）のことである。上記の内容で述べてきたよ
うに、日中両国では伝統的な固定観念の下、家庭において家事の不均衡が生まれてきた。
このような流れの中で、「イクメン（中国語：奶爸）」という言葉が両国の社会に出現し、
広まった現象について私たちは興味を持ち、その社会的背景や要因についてリサーチや議
論を重ねた。様々な背景や要素がある中で、私たちは「人々の意識の変化」と「女性の社
会進出」が主な背景としてあげられると考えた。 
 
（日本） 
 
1．「人々の意識の変化」 
 「人々の意識の変化」と「社会の制度の充実」が相互に作用しながら、「イクメン」と
いう言葉が社会に浸透していった。働く女性が増え、仕事と育児の両立への配慮が必要に
なるにつれて、日本では 1992 年に育児休業制度が法制化された。この法律は男性も育休
を取得できるものであったが、当時はまだ「子育ては女性の役割」という考えが根強く、
妻が専業主婦の場合、夫は取得することができなかった。その後、西欧諸国の影響を受け、
2009 年に新制度として改正された。2010 年には国主導で「イクメン」の普及活動や情報
発信を行う「イクメンプロジェクト」の発足をきっかけに「イクメン」という言葉は社会
に一気に浸透した。 
 
2．「女性の社会進出」 
 「女性の社会進出」に伴い、男性が育休を取得し家事に関わってく必要性が増していっ
た。日本では 1997 年を境に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、その差は年々増加して
いる。2015 年には全体の 64.4％が共働き世帯となっている。これは従来の「男は外で働
き、女は家で家事をする」という伝統的な固定観念とは異なり、多くの女性が働くように
なったことを表している。一方で家庭では以前「家事分担の不平等」が生まれており、多
くの女性が「子育てをしながらの仕事が大変だ」と感じている。これらのことから、特に
子育てをする家庭においては男性が育休を取得し家事に関わっていく必要性が増している
と考えられる。 
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（中国） 
 
1．「人々の意識の変化」 
 20 世紀末~21 世紀初頭にかけて、働く女性が増えたことにより、「母親が子育てをする」
という考え方から「父親母親ともに子育てをする」という考え方に変わってきた。また、
欧米および日本における育児観念の発展や女性主義的思想の影響を受けたことも要因の一
つである。2013 年には、《爸爸去哪儿》（日本語：パパ、どこに行くの？）というドキ
ュメンタリー番組がテレビで放映され、多くの男性が「奶爸」について考えるきっかけに
なったという。 
 
2．「女性の社会進出」 
 女性の高等教育を受ける割合が高まるにつれて、より多くの女性が仕事をし、経済力を
高めるようになった。よって「奶爸」の考えや実際に家事に参加する男性も増えたのでは
ないかと考える。1999 年、女性の 7割は文字を読むことができず、教育の段階が上がる
ほど、男女格差は明確であった。しかし、2018 年男女間の教育格差はほとんど改善され、
高等教育の本科における女性の数字は男性を上回った。また、2018 年における、社会全
体の就業者に占める女性就業者の割合は 43.7％となっている。 
 
 また、「家庭における男女の家事分担」に関して、「高学歴女性/男性が専業主婦/主夫
になることはもったいないと感じるか？」というトピックを設定し、分科会と混合分科会
においてディスカッションを行った。経済・社会・家庭など様々な観点からの意見が挙げ
られた。以下、主な意見をまとめた。 
 
1．「もったいないと思う」 
・夫婦のうち高学歴な方が働いて収入を得ればいい。 
・高額な教育費がかかるため、社会にとって損失である。 
・専門的な知識や技能で社会に貢献すべき。 
・仕事で経済的に社会に貢献すべき。 
 
2．「もったいないと思わない」 
・育児経験は（人生を豊かにする）貴重なもの。 
・自分の知識を次の世代に伝えることができる。 
・学んだ経験は変わらない。 
・個人の意思が尊重されるべき。 
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要因 
文責：石原桃子 

 
 前項において、個別に具体的な問題を見てきた。本章では、本会議期間中に扱った問題
に共通すると考えられる要因と、それらに対するアプローチ方法の提案について述べてい
きたい。 
 まず、全ての問題に共通する要因について述べる。各項目の議論において、問題の原因
をグループごとに分類し深堀りを行った。その中で、特に以下の 4つが主な要因なのでは
ないかと考えた。 
 

＜意識に関する要因＞ 
 
① 教育の不十分さ 
② ステレオタイプの存在 
 
 「女性/男性は〇〇をすべきだ」といったステレオタイプは、性的役割分担の固定化や女
性の選択肢を狭める原因となり得る。ステレオタイプが作られる過程の１つに、学校教育
があるのではないかと考えた。現在の教育内容を振り返ってみると、内容面が薄かったり
する現状がある。例えば、セクハラにおいては、性教育の不十分さが性犯罪を生み出して
いる要因となっている。 
 
＜制度に関する要因＞ 
 
③ 法律の実効性 
④ 会社の構造 
 
 女性を取り巻く問題に対して、適切に対処できるだけの社会や会社の仕組みが不足して
いる現状がある。若しくは、仕組みは存在しているが形骸化している。 
 

 以上のような要因を踏まえ、提案を 3点考えた。 
 
 1 点目は、制度の改革である。制度をどのように改革するかという点に関しては、個別
具体的な分析と検討が必要であるため、本会議内で議論を深めることが困難であった。現
在、日中両国において、女性を取り巻く問題が起きないため、起きた際に適切に対処でき
る制度が不十分であること、また、存在はするものの使いにくさを感じている人が多いこ
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とが議論の中で明らかとなった。適切な制度を設けることはもちろん、制度の仕組みが社
会全体で共有されており、誰もがアクセス可能であれば、人々の選択肢を増やすことにつ
ながると考える。 
 2 点目は、法律の実効性の担保である。議論の中で、法律は存在するものの、それが適
切に機能していない現状が日中双方で明らかとなった。 
 3 点目は、教育の充実と変革である。議論において、意識面の要因にアプローチを図る
ためには、考え方や価値観が固定化する原因ともなり得る教育の内容の重要性が挙がった。
既存の教育の再検討を定期的に行い、良いところは継続しつつも改善をしていくことで、
時代に合った考え方を促すことが出来るのではないかと考えた。 
 

まとめ 
文責：石原桃子・西川幸二 

 
 以上のように、女性を取り巻く問題は多岐にわたる。その要因や原因を深堀りしていく
過程で、日中における文化的・社会的背景の相違点に気がつくことができた点は特筆すべ
きだろう。最終発表会の質疑応答においても、時間の都合上議論できなかった問題や分科
会メンバーが考えなかった問題について話題になった。女性を取り巻く問題は、時や社会
の変化に伴い、変容しうるものである。従って、今後も日本国内はもちろん、世界の女性
を取り巻く問題についての潮流を注視していきたい。 
 最後に、本分科会の活動を振り返った感想を述べて、筆を置きたい。 
 本分科会で「女性を取り巻く問題」について議論をし、最も強く感じるのは、相手の立
場や気持ちを理解しようと努力することの大切さである。 
 これまで日常生活の様々な場面で女性と関わる機会はあった。学校生活においても、家
庭においても当たり前のように女性と一緒に過ごしている。だから、知らず知らずのうち
に女性の立場や気持ちをある程度は理解できていると思ったのかもしれない。しかし今回、
分科会でテーマに関する様々なトピックについて議論する中で、自分がそれまで理解した
気になっていたことも、決してそうではなかったり、理解の程度が非常に浅かったりする
ことに気が付いた。女性のついて考えているようで、男性である自分の価値観を基準にし
てしまっていたのだと思った。 
 また、中国の学生との議論を通して、それまで自分が考えたことがないような新しい意
見を聞くこともあった。そこから「なぜ？」と議論を深めていくと、彼らの意見は中国の
文化や教育と深い関わりがあることを知った。同様に私も、自分が生まれ育った日本で経
験したことが意見のベースになっていることに気が付いた。良い議論をするためには、相
手の意見を受け止め、理解したうえで自分の意見を発することが大切だと思う。そのため
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にも、自分が日本社会で当たり前に共有できていた価値観を客観的に捉え、中国について
の学びを深めながら、彼らの意見の背景について想像力を働かせることが必要だと感じた。 
 相手を理解すること̶̶それは自分が思う以上に難しいことである。今回の学生会議は
私にそう教えてくれた。特に自分と異なる立場の相手について理解を深めようとするのな
ら、より一層の努力が必要であると思った。私たちの分科会のスローガンは「To make 
our society more inclusive」。このような社会を目指すには、まず身の回りの多種多様な
一人ひとりを理解し、受け止めていける自分を作っていくことが大切であると思う。今回
分科会で学んだことを胸に、より“inclusive”な自分を目指して努力していきたい。 
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教育システム分科会 
 

はじめに 
文責：杉原理沙 

 
 教育システム分科会では日中双方の理解を活動の軸とし、日中両国の教育システムを 4
つの観点から学び、その問題点・解決策を議論した。今期は日本側参加者 5名・中国側参
加者 4名の計 9名で議論を進めた。 
 学歴社会や統一的な教育制度など日中で共通する観点もある一方で、教育システムのあ
り方は都市農村部の格差問題や教育の質や目的などの違いを考慮せずには語れない。 
 今回私たちは、大学入試・塾システム・教育格差・英語教育の４つの観点に絞り、日中
の相違を議論を通して学び深めていった。リサーチから得た知識だけでなく、それぞれの
参加者の経験や意見を交わし合う中で、学生の視点で問題点や今後の教育システムのあり
方を展望することができた。 
 

 
本会議前の話し合いと目標 

 
 本会議前に日中共通の目標を確認し合い、団結力を高めるためにスローガンとロゴを作
成した。 
「中日学生同风雨，谱写教育新篇章 ( zhōng rì xué shēng tóng fēng yǔ pǔ xiě jiào yù 
xīn piān zhāng ) 」をスローガンに掲げ、日中それぞれにある教育システムに関する問題
を本分科会の問題・困難とし、私たち学生の視点からより良い教育システムのあり方を探
求していこうという願いと決意を出発点にこの 2週間議論・話し合いを重ねた。 
 
 

本会議 
文責：張啓榕 

1) 大学入試 
 

i. 現状分析 
 

 本グループでは、日本側のメンバー1人と中国側のメンバー1人の合計 2人で日本と中
国の大学入試の違いについて調べた。そして、ほかの分科会メンバーが持っている大学入
試に関する質問を 5 つ挙げてもらった。私たちが 5 つの質問の中で特に関心を持ったのは、
日中の学生が大学を選ぶ基準と日中大学入試の問題点に関する疑問である。私たちはその
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中でも 2つの事象に焦点を当てた。一つ目は、日本の高校生が大学選びの際に重視するこ
と、2番目は就職にどれだけ影響を与えるかと言うことである。これは中国の高校生も同
じである。しかし、中国の高校生は日本の高校生のように自宅から通えるかと言う通学時
間を重視していないと言う点において相違がある。また、日本の高校生は大学を選ぶ際に
大学の偏差値を重視しているが、中国には偏差値という概念がない。 
 私たちは日中の大学の入学審査の違いについて調べた。日本ではセンター試験だけでな
く、AO入試や推薦入試もあるが、中国では大学統一入試「高考」と呼ばれる所謂中国の
センター試験で大学に入る学生の割合の方が多い。これにより、大学統一入試「高考」の
競争が激しくなり、中国の学生たちの学習面及び精神的負担が大きくなることで、大学受
験に失敗する学生も多い。日本ではセンター試験・AO入試・推薦入試に加え、一般入試
と言う制度も存在する。センター試験は一発勝負であるが、一般入試は前期と後期に分け
られ、試験を 2回受ける機会が設けられている。また、AO入試や推薦入試も大学により
試験形式が異なる。さらに、調査によると、日本のAO入試とアメリカの大学入試は類似
点が多いが、日本のAO入試のほうが厳しいということが分かった。 
 
 

ii. 問題提示 
 

 アメリカの教育制度のように将来性を見極めるため、アドミッションでは学力評価に加
え、人物評価も重視するという入学審査を中国や日本に導入した場合、どのような問題が
発生するのか、また、その問題についての対策はどのようなものがあるか。さらには、学
生にとって理想的な大学入試とはどのようなものなのかと言うことに関して議論をした。 
 
 

iii. 解決策提示 
 
 まず、日本でアメリカのような大学入試を導入した場合、教員にかかる負担が大きくな
ることが予想される。例えば、現在、アメリカの大学入試と類似点が多くあるAO入試を
利用する日本の高校生の割合は多く、教員が生徒のために時間を割いて面接対策を実施し
たり、面接をはじめとした書類審査などに関係するあらゆる資料を収集したりと、面接に
向けて多くの準備を必要とする。一方でアメリカの大学入試では、学生たちの課外活動や
部活動を重視している。しかし、このような入試制度は家庭の裕福度との関わりが深いた
め、格差問題が発生しやすい。また、中国とアメリカの教育水準や教育の現状が大きく異
なるため、日本と同じように家庭の裕福度が直接学生の成績に影響すると言う格差問題が、
中国でも起こり得ると考える。 
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iv. まとめ 
 
 近年、大学入試に関して、日中両国は改善策を模索し、より広範で公平な入試制度を目
指している。 しかし、学歴社会の風潮が強く残る現代社会では、学生同士の進学競争や教
育資源の奪い合いが激化しており、学生にとってどのような大学入試制度が最も良いとさ
れるかと言う課題は未だ解決されていない状況である。 
 

2) 塾 
文責：工藤美桜 

 
i. 現状分析 
 
 私たちは日本と中国の塾の違いについて、WeChat の通話機能などを用いながらお互い
に聞き合いながら調べた。今回扱った４つのテーマの中で、最も日本と中国で違った点で
あった。中国では、学校の先生が授業内で取り扱わなかったことを、学校の先生が教える
塾というのが主流であったのである。ただし、日本のように民間の塾でも存在するようだ。
（新东方・学而思など）しかし、日本のように、学校外で勉強を教える場所や、大学生が
教えるというのは、大きく異なるようだ。そして、中国では塾は「成績を上げるため」の
場所だが、日本では「合格するため」の場所という側面が大きいことも明らかになった。 
 そして、中国では今、教育にかかる金銭的負担を減らすために、塾の規制も行っていた。
この点についての議論も行った。 
 
 

ii. 問題提示 
 

 これらの日中の違いを分科会メンバーで共有した後、「塾の理想の姿」「塾のあるべき
姿」とは何か、について議論した。そして、話し合う中で一部の塾での「教師のレベルの
低さ」が問題点であるとの結論に至った。具体的には、日本では学生アルバイトの質、中
国では、高校卒業後にそのまま塾の講師になることによって、塾のレベルが低下している
との問題点が指摘された。 
 

iii. 解決策提示 
 

 教師のレベルの担保についての解決策として、以下の 3つの点が挙がった。①学生のア
ルバイトでも、講習を受け、免許のようなものを作る ②教員免許の更新を難しくし、定期
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的に免許の更新の際に審査を厳しくする ③生徒が教師を評価することのできる制度を作成
する。そして、これらの塾に関する議論のまとめとして、学内学外の問題ではなく、質が
担保されていることが最も重要だという結論に至った。 
 
 

iv. まとめ 
 
 議論を通して、日本と中国で塾のあり方が大きく異なること、そして現在中国では、大
きな変革の時であることがわかった。教育政策は、政策導入から何十年と言う月日が経過
して初めてその効果が顕在化するため、政策自体が評価されにくい。これは、塾の議論に
限らず、全ての教育分野に関して言えることである。これからの日本と中国の教育がどの
ように変革していくのか、そしてその教育や教育政策の効果はどのように現れてくるのか、
今後も教育分野の展望に関心を示し続ける必要があると感じた。 
 
 
 
3) 教育格差 

文責：石川愁 
1. 現状分析 
 
 教育格差グループでは、中国と日本に存在する、教育、特に受験勉強における格差をテ
ーマに設定し、様々な「格差」の観点から日中で議論を進めた。ここでいう格差の定義は、
「生まれ育った環境による、得られる物の違い」とする。 
 日本においては、明治時代以降、西洋の文化・学問の流入により、学問の習得の如何に
よる地位の向上が顕著になり、教育格差が徐々に広がっていったと推測される。しかし中
国では、古くより清王朝まで続いた「科挙」制度の名残により、学歴社会やそれによる受
験戦争が色濃く残っている。 
 現状の日本の教育格差としては、特に都市と地方間による「情報格差」「機会格差」
「費用格差」が挙げられる。例えば、地方では、進学塾や学校の数・大学受験を経験した
親族の数が比較的少ないことで、受験が相対的に不利になる、「情報」や「機会」の格差
があることや、やっとの思いで都市の大学に進学できたとしても、一人暮らしに掛かる費
用負担による「費用格差」が挙げられる。中国では、西部と東部において、以上の様な格
差が顕著である。また戸籍制度も格差に関係しており、大学統一入試「高考」において、
地方出身者は、入学定員の制限により不利な状況下で都市の学生と競争をしている。 
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2. 日中相互理解に向けた議論 
 

議題 1：日中双方における、教育格差解消の方法・対策等の共有 
議題 2：需要の高まるオンライン授業において、オンライン教育のメリット・デメリット
の共有 
 
 
3. 解決策提示 
 
議論 1に関する共有内容： 
 日本側からは、「You Tube で優良コンテンツの配信・視聴」「教育関連イベントの地
方・オンライン開催」などが挙げられた。中国側からは、「地方と都会の学生の定期的な
交流」、「地方の学校の先生の採用レベルを上げる」、など、地方と都市の積極的関連が
挙げられた。 
 
議論 2に関する共有内容： 
 メリットとしては、「どこにいても同じ授業を受けられる」「特にオンデマンドの場合
だと、授業の巻き戻しが可能で、復習もしやすい」「自分に向けられた授業の感覚になり、
はかどる」等の意見が出た。デメリットとしては、「先生が生徒の事情を把握しにくい」
「電波が弱く、オンライン環境が良くないとそもそも授業を満足に受けられない」「友達
との仲が深まらない」等が挙げられた。 
 
4. まとめ 
  
 日中双方のメンバーで一致したのはどちらも、「地方と都会を結び、地方に質の高い教
員を派遣する」ということだと感じていることだ。賃金が低いために優秀な教育者が集ま
らず、教育の質が低下し、ひいては賃金の低下につながるというジレンマを断ち切るため
の一つの施策として、優秀な教育者の派遣が必須だと双方は考えている。また、オンライ
ンにおいては、特に中国の田舎では電波不良の問題があり、オンライン教育での地方の教
育活性化はまだまだ課題が多いと結論付けられる。 
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4) 英語教育 
文責：堀綾花 

1. 現状分析 
 
 日中の英語教育の違いを調べるにつれ、両国の高校の英語教育は受験英語を基礎とした
カリキュラムになっていることが分かった。そして現在の英語教育は、キャリア形成や今
後の人生に役立つカリキュラムが積極的に導入されていない。大学入試試験の英語の比重
は、両国とも国語や数学と同じ、もしくはそれ以上に大きい。日中の現状で似ている部分
もあるが、英語に対する認識の違いは大きかった。中国では中国語を話せる人口が世界的
にも多いことから、国語教育を強化していくべきだという声がある。一方日本では、英語
教育の強化が進められている。 
 
 
2. 問題提示 

 

 現状を踏まえた上で、一番の課題である「将来に役立つ英語教育に変えるためには、ど
うすればいいか？」を大きな議論テーマとして掲げた。そして、「将来に役立つ英語教育」
を、将来のキャリアに関わってくるかどうか、と定義づけた。また議論テーマの小問とし
て、a) 高校の英語教育は重要か？必要か? b) 高校の英語教育は何を重視すべきか。 c) 大
学入試では英語をどのように審査するか。そもそも英語を入試科目に入れるべきか。とい
う質問を皆に投げかけた。加えて、議論が進むにつれ、「高校教育にはスピーキング能力
を養うカリキュラムを入れながらも、大学入試で審査されないのであれば、モチベーショ
ンをどう保つのか。」という疑問や大学の英語教育に対するその他の関心が出てきたため、
それらについても議論した。 

 
3. 解決策提示 
 
a) 高校の英語教育は重要か？必要か? 
 中国より日本の方が英語を重要視している傾向にある。日本では、入社してからも英語
が大切であり、「英語を話せる人は優秀である」という風潮が根付いている。しかしなが
ら、中国では「他言語よりも母国語の方が大切である」という意見が多い。日中での議論
の結果、英語教育は社会情勢や将来のキャリアのためには必要だが、高校で全員が学ぶ必
要はなく、選択制でも良いのではないか、という意見で一致した。 
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b) 高校の英語教育は何を重視すべきか。 
 学生の将来やりたいことを基準に、高校での英語の授業の学習環境を整えることが重要
であるという意見で一致した。また「使える」英語を伸ばす必要があると言う点も一致し
た。 
 
c) 大学入試では英語をどのように審査するか。 
 英語を入試試験に取り入れることは理想的だが、現状を踏まえてスピーキングテストの
導入は非現実的である、という結論でまとまった。特に中国では、オンラインテストや２
次試験を実施する上で、問題点が多数あることが分かった。 
 また、この議論の延長線上で、内申点を反映させる入試方式が一番効果的である、とい
う意見で一致した。 
 
 
4. まとめ 
 
 日本人と中国人の英語に対する価値観が大幅に異なっていたことが分かった。また、解
決策を考えていく中で、「日本の制度を中国に導入する」「中国の制度を日本に導入する」
などといった案がたびたび出た。しかしながら、両国がそれぞれ抱えている問題や状況が
異なることから、まずは国の背景や状況をしっかり理解することが大切だと言う学びを得
た。そして、その背景に合わせた最適な解決策を考えることが重要であると学んだ。 
 
 

まとめ 
文責：掘綾花・杉原理沙 

 
 今回は教育に関するさまざまな関心事から４つの小トピックとトピックごとの議論テー
マを設けて議論を行った。この議論を進めていくにつれ、日中の教育システムの違いが明
らかになり、入試や塾の事情・英語教育・格差問題が相互に絡み合っていると実感した。
また、国の政策や環境問題などといった外的要因とも関わりがあるため、少しの変化で複
雑化が加速する。 
 日中共に長い歴史や改革の中で、現在の教育システムが築き上げられた。よって、現在
の教育システムの問題点を解決することは、更なる認識や社会構造の変革が必要であり、
容易ではない。それぞれのテーマで結論が出ない議論もあり、もどかしさを感じた時もあ
った。しかしながら、日中それぞれの教育システムに存在する様々な障害を互いに共有し
合い、多様な視点から意見を出し合うことで、さまざまなことに気づき、互いの文化に対
する理解を深めながら、教育のあり方について熟慮したことに意味がある。これからも私
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たち教育システム分科会は「中日学生同风雨，谱写教育新篇章 ( zhōng rì xué shēng tóng 
fēng yǔ pǔ xiě jiào yù xīn piān zhāng ) 」を胸に日中の新たな教育の歴史の主体者とし
て学び続けいきたい。 
 

 

写真：議論の様子 
 

 
写真：教育システム分科会日本側及び中国側メンバー 
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n 活動報告会 

 10 月 24 日にオンラインで活動会を実施した。報告会では、40期の活動概要の
紹介・実行委員と本会議参加者の対話形式で日中学生会議を知っていただくパネルデ
ィスカッションセッション・分科会ごとの報告及び質疑応答を行い、顧問の先生のご
講評もいただいた。オンライン開催ということもあり、全国各地からOBOGの方、
並びに日中学生会議に興味を持っていただいている方にご参加いただくことができ、
活動にご協力いただいた皆様に議論の成果を発表するとともに、日中学生会議につい
て広く知っていただくきっかけにもなった。 
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第三部：活動感想 
 

食品安全分科会委員 
佐藤顕子 

「変更するということは、恥ずべき行為ではない」 
 これが私が第 40回日中学生会議を通じた最大の学びであるような気がする。第 40回日
中学生会議では、イベントを委員で企画する際にも、新型コロナウイルス感染症の状況が
どうなるかを鑑みてフレキシブルに動く必要があったのに加え、本会議中にとった中国側
委員とのコミュニケーションにおいても、変更点や新たな視点に柔軟に対応する必要があ
った。 
 委員として活動する中で特に、オンラインコミュニケーションにおいては、情報や合意
事項がクローズドになる傾向があることを学んだ。その為、「逐一より多くの人を巻き込
んで、一次情報を共有する作業」と、「変更可能性があるというマインドセット」が必要
なのだと感じた。同時に、私が感じるに日本の組織ではどうしても「一度宣言した事を変
更することは、恥ずべき行為だ」というような傾向があるが、このような変更することに
対する躊躇、はたまた変更するコストを嫌厭する傾向は、変化の激しい時代、特にポスト
コロナ時代においては、不利に働いてしまうのではないかと痛感した。 
 今思えば、第 40回日中学生会議はオンライン開催という目新しさもそうだが、「日本
開催」でも「中国開催」でもないというボーダーレスな特徴があったと思う。グローバリ
ゼーションが進む中、新型コロナウイルス感染症の蔓延は国境を意識することが多いが、
インターネット上では国境を軽々と超えられた。ただ、どちらがイニシアチブをとるかが
不明確だった分、議論や変更点も多かったように思う。非常に現在の国際情勢と似ている
気がするのは気のせいか。 
 だからこそ、私は少なくともこの会議をきっかけに「変更することを恥じず、変更を怒
らない」人間になりたいと思った。 
 もっと実行委員としてやれたことがあったのではないかと後悔する部分もあるが、それ
は次期以降の実行委員に託したいと思う。他の学生団体に所属して尚更感じたことだが、
第 40回日中学生会議実行委員と参加者は皆誠実で、様々な意見をフラットに受け入れる
寛容さを持つ人ばかりであった。このような実行委員メンバーと参加者に恵まれてこの初
オンライン開催、第 40回日中学生会議は無事閉幕出来たのだと思っている。改めてここ
で感謝を申し上げたい。 
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食品安全分科会委員 
安東勇人 

「日中学生会議が開催できた理由」 
 39 期の開催が中止になり 40期は新しい様式での開催を余儀なくされた。計画段階では
現地開催の可能性も考えられたが結局完全オンラインとなった。しかし、無事参加者が集
まり、ドロップアウトもなく終えることができた。その理由は何だったのだろうか。 
 参加者の声を聴くと、留学がキャンセルになってしまったために日中学生会議に参加し
たというメンバーが一定数いた。そういった点では、この時代の新しい海外とのつながり
方として 1つの受け口になったのではないか。もちろん文化交流や現地のフィールドワー
クはできなかったが、日中学生会議の最も核の部分である長期間に渡る議論に重点を置き、
40期は進めていった。そういう点では例年以上に真面目な開催となった感じはあったが、
それでも一定の質は保たれたと思う。 
 もう一点、開催するにあたってよかったことは、多くの方々からの意見を集めることが
できたことだ。委員長の金田が率先して 39期やそれ以上前の期の先輩との接点を作り、
それに呼応してそれぞれのメンバーが縦でつながることができた。また、「日中向上委員
会」というイベントを設置し、参加者の思いや考えを自由に共有し、実際の運営に取り入
れるということを行った。これが参加者を含めた全員で新しい日中学生会議を作っていく
というメッセージになり、より質の高い会議につながったのではないか。それ以外にも、
財団の方々や他の日中関連団体・大学教授の方々・顧問の先生方など幅広く接点を持ち、
40期の活動にご協力いただいたことが、運営や会議の質に非常に大きな影響を与えたと思
っている。 
 このように見ても 40期の日中学生会議は、参加者の熱い思いや、主体的な参加と多く
の方々のご協力があってこそ無事開催することができた。開催に携わったすべての方々に
この場を借りて感謝申し上げたい。 
 
 

国民認識ギャップ分科会委員 
王珮洁 

 
 第 40 回日中学生会議の実行委員として携わることができて大変嬉しく思っている。新
型コロナウイルスによって国際関係・日中関係に大きな変換が見えている中、日本で留学
している中国人として、何かできることはないかというキッカケで日中学生会議に応募し
た。日中学生会議で中国と日本の関係に興味がある同志に出会ったことは、人生の一つ記
念すべきことでもあると今振り返れば思った。不安定な状況、かつ委員全員が参加した経
験がない中、ゼロからの史上初のオンライン開催を迎えた。国民認識ギャップ分科会の 9
人は最初少し気まずい雰囲気だったが、だんだん話が進み、分科会テーマとそれ以外の話
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もたくさんできた。国民認識ギャップ分科会ではソフトパワーという誰でもアプローチし
やすい観点から、今までに考えたことがない日常の認識を論点として挙げ、草の根レベル
でできることを議論できた。また、言語がお互いに通じない中、英語という第三国語を使
って議論することは難しかったが、中国語を学んでいる日本人、全く中国語できない日本
人、日本語できない中国人、日本語を学んでいる中国人といった様々な言語能力を持つ学
生が真剣に相手に意思が伝わるように頑張る姿に感動した。最初は気まずかった参加者た
ちも、最後の閉会式に中国側参加者の一人の発言に皆泣きそうになったくらい、会議を通
じて仲が深まった。今も中国側との交流が続いている。私自身も会議を通じて世界・日中
の見方が変わった。国際政治を学んでいるせいか、どうしても関係を考える際、ポリティ
カルなことからネガティブな結論に辿り着く。だが、一人ひとり人間として共通している
ところがある。外部の要因でステレオタイプを持ちがちだが、一人一人の人間と接する際、
このような偏見を捨てることが大事であると認識した。理想論と考えられるかもしれない
が、一人でもこのような人が増えれば関係の改善に繋がるのではないかと思う。 
 最後に、一緒に第 40回日中学生会議を創り上げた委員同士・参加者たち、いろいろな
サポートをしてくださった先輩・財団・顧問の先生方に感謝申し上げます。 
 
 

環境問題分科会委員 
太田原みか 

 
 自分の人生の中で初めて中国人の学生と深く関わり合った経験であった。例えば私たち
が、新しい誰かと関係を始めるときや、すでに知っている相手とより関係を深めようとす
るとき、鍋や焼肉・お酒やコーヒーといった食を真ん中に据えて親睦を深めようとするこ
とがよくある。親睦会や歓迎会が代表的な例だ。相手との間に何のクッションもないまま
対峙し、目をじっと見つめて話すことは難しくても、例えば間に鍋があれば、自然と鍋を
食べることを通じて会話が生まれ、少しずつ信頼のおける関係性を築くことができる。鍋
こそみんなで囲めはしなかったものの、この活動においてその鍋のような働きをしたのが、
分科会活動であり、日中委員としての活動であり、ひいてはこの日中学生会議そのもので
あったように思う。私個人としても、環境といういわゆる普遍的な課題を出発点とし、環
境政策や取り組み、対策といったハードコアな話題から、普段の生活や、大学での学び、
興味のあることやお互いの国の食や文化といったソフトな話題まで幅広く語り合うことが
できた。また委員という役職を通じて、日本側の委員のみならず中国側の委員とも密にコ
ミュニケーションをとるきっかけが生まれ、個人レベルで深い交流が可能な機会に恵まれ
たことも非常に有意義で実りあることであったと感じている。対面での開催はできなかっ
たが、大学生であるということやグローバルな関心を抱いていること、食に興味があるこ
とやアニメや漫画のファンであることなど、それぞれの「鍋」を通じてオンラインでも交
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流が深められたことを何よりも嬉しく思う。委員を始めた当初は、壮大に 1つの大きな日
中の懸け橋になることを思い描いていたが、1年間実際に携わってみた今は、日中両国の
1人 1人の結びつきの積み重ねがゆくゆくは日中を繋ぐ様々な懸け橋になることを実感し
た。個人レベルでの対話や交流の重要性を強く感じたからこそ、これからも個人ベースの
小さい繋がりであったとしても、中国の友人や、日中のコミュニティで出会った人々との
交流を大切にしていきたいと思う。最後に、第 40回日中学生会議をサポートして下さっ
た全ての方に感謝の意を表し活動感想とさせていただきたい。 
 
 

社会問題・少数グループ分科会委員 
坂井美紀 

 
 選考から本会議、報告会までオンライン形式で行うという初の試みを行う中で、従来の
オフライン選考・現地開催では出会えなかったであろう多様な参加者と集い合うことがで
きた。これは、第 40回日中学生会議における大きな収穫の一つであったと感じている。 
 日中学生会議という枠組みの中で、私たちは日本側参加者と中国側参加者という線引き
の上で議論や交流を行なった。しかし、本来私たちの間には無数の境界線がある。文系学
生か理系学生か、男性か女性か、性的多数か性的少数か、少数民族か多数民族か、都市部
出身か地方出身か、国内学生か海外留学生か、大学生か大学院生か。多様なバックグラウ
ンドを持つ委員・参加者の間には、国籍以外にも様々に線引きをすることができる。そも
そも、日本国籍を持たない日本側参加者もいる中で、何が日本側参加者・中国側参加者た
らしめるのか、委員の私自身も定かではなかった。 
 線引きについて深く考えるきっかけとなったのが、分科会内で持ち上がった「社会的マ
イノリティである女性」についての議論であった。この議論の中では、日本側として皆一
様の意見を持っていたわけではなく、それぞれの経験や知識に基づいた異なる意見を持っ
ていた。中国側も然りである。私はどちらかというと、日本側の男性参加者の意見よりも、
同じ儒教の文化を共有する中国に女性として生きる参加者の意見に多く共感し、性別の間
にある境界線を強く意識した。 
 この経験を通して、参加者がさらに多様化するであろうこれからの日中学生会議におい
て、日本側・中国側という曖昧なグルーピングの上で、国を背負って議論をする必要はも
うないのかもしれないと感じた。なぜなら、私たちは政治家でも官僚でもない、国籍以外
にも様々なアイデンティティを持つ一学生であるからだ。日中友好という共通の目的感を
持つ世界中の若者と国境を超えて繋がり、各々の経験や知識から基づく“ミクロ” な視点か
ら日中友好という“マクロ”な目標について考えるプラットフォーム。これが日中学生会議
の将来の展望の一つになり得ると考えている。 
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 最後に、第 40回日中学生会議の開催に向けて、陰に陽に支えてくださった全ての皆様
に改めて感謝申し上げ、私の活動感想とさせていただきたい。 
 
 

社会問題・少数グループ分科会委員 
林超 

 
 日中学生会議史上、初のオンライン会議、最高の仲間たちであった。はじめてのオンラ
イン会議にも関わらず、積極的に社会問題に関する議論に取り組んだ参加者たちの姿を見
たとき、日中学生会議の意義を身を持って感じた。日本、中国の学生たちがジェンダー差
別からマイノリティーまで様々な課題をめぐって意見を交わし合える場はなかなかないと
思うが、この経験が架け橋になれるのではないかと、私は思った。自国にはない価値観・
考え方に触れることにより、自分の持つ固定概念について考え直し、「こうあるべき」と
いう固定概念が取り払われると、ものの見方・考え方の幅が格段に広がり、今まで持って
きたロジックにこだわらず、柔軟な思考力を得ることができる絶好の機会が、この会議だ
ったと言い切れる。 
 特に、みんなが日本語・中国語・英語という三ヶ国語を活用して自分の考えを思い切っ
て相手に伝えようと努力し、ボーダーラインというものを一歩越え、他者の目線で自身を
観察することで、「我々の良さとは？」「今後社会が抱える課題とは？」などの自分自身
に対する問いを見出せることは、日中友好を目指す有志者として、自分自身に何ができる
かを考える貴重な原体験となり得ると感じた。 
 実行委員である以上に、40期本会議の一員になれたことに誇りを感じる。これほど優秀
な学生たちと出会え、彼また彼女たちと一同に奮闘できたこの経験は、人生の中で唯一無
二の宝物であると感じた。 
 最後に、一年間努力してきた 40期委員会委員たちに心よりお礼申し上げ、第一回オン
ライン会議に参加してくださった参加者に、感謝の意を申し上げたい。 
 
 

教育システム分科会分科会 
杉原理沙 

 
 5 月の顔合わせ合宿から始まり、勉強会から 8月の本会議まで対面は国内でさえ叶わな
かったが、物事への関心や相手のことを知りたいという想いがある限り、日中の学生同士
の友好はどんな形であれ実現可能であると感じた。 
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 私はこの会議中、どんな相手に対しても興味関心を持つことを絶やさないことを心がけ
ていた。しかし実際は、言語の壁も越えながら相手の立場に立って物事を考えることは
度々困難であった。 
 私が所属していた教育システム分科会では、参加者それぞれが最も興味のある分野を広
く取り扱った。塾制度・入試制度・英語教育の内容など日中のシステムの違いが明らかで、
議論をする以前に相手国の教育環境の価値観を理解し念頭に置いておくことがいかに重要
かを実感した。例えば、教育格差がテーマの議論で中国の地域格差の厳しさを知った時、
教育制度における地域格差に親しみがない私は中国側の学生視点に立って、彼らがそれま
で受けてきた、苦悩やプレッシャーを理解することに苦労した。しかしながら、どこまで
も相手の意見に耳を傾ける努力、理解しようとする努力は相手のこれまでの人生や経験を
知ることであり、まさに友情を築く一歩である。この短期間で私は今まで以上に中国を身
近に感じ、中国への興味関心の幅がさらに広がった。 
 実行委員として初めての日中学生会議への試みは挑戦でもあったが、試行錯誤を重ね、
創造力を働かせながら計画することは喜ばしかった。多くの方々が日中友好を願い、サポ
ートしてくださったことは会議を進める上でなにより心強く、会議成功への原動力であっ
た。改めて第 40回日中学生会議を応援してくださった皆様に感謝申し上げ、私の活動感
想を締め括らせていただきたい。 
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第四部：終わりに 
1. 謝辞 

 
 第 40 回日中学生会議は、たくさんの関係者様のご協力のおかげでコロナ禍にも関
わらず無事開催し、日中交流の場を再び設けることができました。委員一同心より感
謝申し上げます。ご協力誠にありがとうございました。今回の開催を機に、日中友好
に向けた交流と相互理解を深める議論に、形式は関係ないということが証明されたの
ではないかと考えております。また、日中学生会議が今後も続き、ますます発展して
いくことが、日中の相互理解の促進に繋がると考えております。今後とも、日中学生
会議の発展に向けて、ご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

第 40回日中学生会議委員一同 
 

2. ご助成 
 
一般社団法人 MRAハウス 
 
以下の財団は、資金余剰のため、助成を辞退いたしました。 
一般社団法人 日本文具財団 
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 双日国際交流財団 
 

3. ご後援 
 
日本国文部科学省 
公益社団法人 日本中国友好協会 
在中国日本国大使館 
 

4. ご協力 
 
日中学生会議OBOGの皆様 
 

5. ご助力 
 
早稲田ジブリ同好会 
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明治大学大学院特任教授 氷川竜介教授 
国際世界観光機構（UNWTO）事務局 
杉本史子教授 
北海道大学 城山英己教授 
福島県立安積高等学校 原尚志先生 
 

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 

 


