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Ⅰ．概要 

＜概要＞ 

事業名：2018 年度日中青年会議 

事業開催期間：2018 年 7 月 20 日〜26 日 

事業開催国：中華人民共和国 香港特別行政区 

事業実施場所：ユナイテッド・ワールド・カレッジ 香港校 / Li Po Chun United World College of 

Hong Kong 

事業主催：日中青年会議委員会 

監督者：Arnett Edwards 

＜参加者＞ 

日中青年会議委員会オーガナイザー：32 名 

日本人参加者：20 名 

中国人参加者（香港を含まない）：19 名 

香港出身の参加者：12 名 

＜協力団体＞ 

助成金・寄付：双日国際交流財団、東華教育文化交流財団、三菱 UFJ 国際財団 

宿舎提供：Li Po Chun United World College of Hong Kong 
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Ⅱ．はじめに 

日中青年会議は日本・中国・香港から約 50 名の中高生を香港の会場に招待し、1 週間に渡って歴

史・外交・文化等様々な議題について話し合い、異文化理解や相互理解・尊重を深めることを目

的とした会議です。日中両国は歴史的、文化的、そして経済的にも密接な関わりを持つと同時に

様々な問題を抱えています。本会議はこの重要で複雑な外交関係について、中高生に考えてもら

う機会を提供しています。また、本会議は世界各国から多様な文化的・社会的背景を持つ生徒が

集うユナイテッド・ワールド・カレッジ(以下 UWC)を会場とし、また企画・運営に多くの UWC 在

校生や卒業生が参加しています。  

2009 年に始まった日中青年会議の 10 周年という節目を迎える本会議には、総勢 51 名の参加者と

32 名のオーガナイザーが集いました。今年度会議も多くの方々のご支援・ご協力に寄り、無事に

終了いたしましたことに、委員一同大変感謝しております。本報告書は今年度会議の模様を報告

させて頂く為に作成されたものです。 

 

Figure 1 オーガナイザーミーティングの様子 

＜会議理念＞ 

国際理解を通して、相互尊重の上に成り立つ建設的な未来を創造できる日中の親善大使を育成す

る。 
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＜特徴＞ 

会議企画・運営が生徒主体で行われており、またその多数は異文化理解を通じて平和な世界を構

築することを目指して設立された UWC 在校生や卒業生、または過去の会議参加者が占めています。

また、会議運営委員の多くが多様な国籍やバックグラウンド、また経験を持っています。会議に

関わる一人一人がその経験を生かし、ユニークな会議運営に貢献しています。 

＜成り立ち＞ 

日中青年会議は 2009 年に古川知志雄ら UWC 卒業生が UWC 香港校（LPC）在籍中に設立したプロ

グラムです。中国本土と日本の両国から文化的影響を強く受けている香港に立地する香港校では、

中国人と日本人の高校生が寝食をともにしながら、お互いの問題についても話し合う機会が多く

あります。また、学校全体としての日中問題に対する関心も高く、例年日中関係の問題に関する

Global Issue Forum(地球規模的な問題フォーラム)が開かれています。かつて政冷経熱と言われた日

中間の信頼基盤の弱さを克服するというゴールを共有した高校生有志によって、本会議は始まり

ました。 

＜目的＞ 

1. 若者の、日中関係とそれぞれの文化に対する理解を促す。  

2. 自分達の持つ「知識」がどこから来ているのかを分析することによって、批判的思考の大

切さを参加者に伝える。  

3. 異なる意見を持つ同年代の仲間と議論をする機会を提供することによって柔軟な思考の大

切さを参加者に理解してもらう。  

4. 建設的な未来を作るにあたって、対話の重要性を考える場を提供する。  

5. 自主的な奉仕活動に協力して取り組むことにより、日本・中国・香港それぞれの社会に貢

献できる能力を身につける。  

6. 日中の親善大使にユナイテッド・ワールド・カレッジの国際色豊かな校風を体験する機会

を提供する。  
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Ⅲ．会議運営・計画 

 

 

2018 年日中青年会議開催までの企画・運営は上記の流れで行われました。2017 年会議終了後の

2017 年 8 月に新委員会が組織され、その後一年間をかけて日本、中国と香港の３チームで会議開

催のために企画・会議・調整を重ねました。 

＜参加者選考＞ 

昨年同様、参加者応募の増加と選考の効率化を考慮して二回に渡って応募締め切りを設けました。

一次締め切りまでの応募者の中より 5人を上限に合格者を決定し、その時点で合格としなかった応

募者は、二次締め切りまでの応募者と共に再度、審査の対象としました。そして、書類選考に加

え面接を設けたことで、参加者の本会議に対する熱意も含めた総合的な適性を図りました。 
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＜今年度スローガン＞ 

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, 

it's the only thing that ever has.”- Margaret Mead 

「少数の思慮深く献身的な人たちが世の中を変えていけるということを疑ってはならない。実際

に世の中を変えてきたのはそのような人々だけなのだから。」- マーガレット・ミード 

 

マーガレット・ミードは 20 世紀の全米を代表する文化人類学者です。今年度の会議のスローガン

として選出された上記の格言は、まさに日中青年会議の理念を反映していると言っても過言では

ないでしょう。この 7 日間の会議が日中両国の関係に及ぼす影響は小さいものかもしれません。で

すが、小規模な日中間の相互理解がやがて未来の親善大使を育成することを信じ、このスローガ

ンを選びました 。 
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Ⅳ．プログラム内容 

 

 

今年度の会議は大まかに上記の通りに行われました。1 週間を通して大変密度の濃いプログラムと

なっており、数々のセッションを通して参加者が日中関係に関する知識や批判的思考を学べるよ

うに設計されています。参加者は、会議前半には文化セッションやソフトスキルセッションを通

じて異文化交流をし、お互いについてより深く知り合います。そしてメディアリテラシーセッシ

ョンや歴史セッションを通じて、他の参加者と意見を交わし、議論する難しさと奥深さを体験し

ます。チームごとに協力して行う香港探索は、話し合いを通じ、チームワークを学び、参加者同

士の絆を深める事を目的としています。そしてそれまでのセッションを通じて学んだ知識やスキ

ルを活かして外交シミュレーションであるファイナルイベントで、政府の立場からどのようにし

てニ国間の平和を築くことが出来るのかを 1日かけて塾案します。プログラム最終日には参加者が

主体となり、日中関係をより友好的なものとするために何が出来るかをチームごとに話し合い、

企画・実行するピース・イニシアチブが行われます。セッションは英語で行われ、議論の展開も

早い為、多くの参加者にとっては難易度の高いプログラムとなっておりますが、 参加者自身が考

え、自らの意見を発信し、行動に移すことができるような１週間です。  

 



 

 - 7 - 

＜日中青年会議の特徴＞ 

・ セッション外の交流の場 

会議中は３つの地域から来た参加者がルームメイト同士となり、寝食を共にします。そのため自

然と地域を超えての交流が深まり、日常的な場面からお互いの文化の相違点に気づく事ができま

す。 

・ バディグループ 

異なる国・地域からの参加者とオーガナイザーの計 10 名程度で組織されるバディグループは会議

における小さな家族のような役割を果たします。会議中は毎日バディグループ単位での振り返り

セッションを行い、その日学んだことや次の日に向けての連絡、また気づいたことや疑問に思っ

たことをグループ内で共有したりする場になっています。また、香港探索はバディグループごと

で行われ、グループ間での仲が深まります。閉会式ではバディグループごとでパフォーマンスを

準備してもらいました。  

・ 参加者主導で取り組むセッション 

会議のプログラムは参加者なしでは成り立ちません。オーガナイザーは参加者に何かを教えるの

ではなく、あくまでも参加者の学びをサポートする立場です。そのため多くのセッションは参加

者自身が考え、自身の意思で行動することを要求します。例えば香港探索の経路は参加者自身が

計画を立て、イニシアチブ・プランニングのプロジェクト内容はチーム内の話し合いによって決

まります。バイリンガルのオーガナイザーが常に待機していますが、 通訳が必要かどうか決める

ことも参加者自身の判断に任せています。  

・ 地域別ミーティング 

会議中には地域別ミーティングも行われ、母国語

で会議の振り返りを行います。自身の日本人また

は中国人としてのアイデンティティや価値観につ

いて正直に話し合ったり、どんな事で苦労してい

るか共有したりする事で自分と同じ国・地域出身

の仲間を励まし合い、高め合うきっかけとなって

います。
Figure 2 バディーグループの集合写真 



 

 

 

＜開会式＞ 

参加者が集合した初日の夜にウェルカムディナー

と共に開会式が行われました。 参加者は持参した

各国の伝統衣装に身を包み、バディグループごと

にテーブルに着き、香港の味を堪能しました。最

初は初対面で緊張している様子も見受けられまし

たが、次第に和気藹々と会話を楽しんでいまし

た。食事後はオーガナイザーによる香港の伝統芸

能・ドラゴンダンスやライオンダンスなど３つの

地域に関連したパフォーマンスが披露され、会場は興奮に包まれました。そして各国ヘッド並び

に Li Po Chun United World College の校長である Arnett Edwards による会議の開会スピーチは日本

語、英語、中国語の３ヶ国語により行われました。 

＜文化セッション＞ 

文化セッションにおいては、３つのアクティビティが行われました。一つ目は、開会式でも披露

したライオンダンスとドラゴンダンスの体験でした。体を動かしながら中国文化に触れ、休み時

間にも練習をする参加者の様子が見受けられました。二つ目は、各地域のテレビドラマをテーマ

としたアクティビティでした。参加者はグループに分かれ、鑑賞したそれぞれの国・地域のドラ

マからどのような特徴が見つけられるか話し合うことで、テレビドラマのような大衆文化がどの

ように文化的背景と関連しているのか、を学びました。三つ目のアクティビティでは各地域の麺

料理の違いとその背景を学んだ参加者たち自らが、各地域の文化的背景を考慮した麺料理の宣伝

コマーシャルを考え、全体に向けて発表し合いました。 

＜コンフリクトマネジメントセッション＞ 

コンフリクトマネジメントセッションでは批判的思考と交渉スキルを目的とした３つのアクティ

ビティを行われました。一つ目では参加者が２つのチームに分かれ、相手の文化や価値観を尊重

しながら交渉を重ねるアクティビティに臨みました。年功序列や礼儀など地域によって異なる文

化や価値観の違いが実社会でどのように影響をもたらすかを参加者に体験して頂きました。二つ

目では身近に意見の対立が起こった場合に仲介者や交渉者として実際にどのような行動を取るこ

とができるか、シミュレーションをすることで理解を深めました。そしてコンフリクトマネジメ

ントセッションにおける最終アクティビティでは、実際の日中問題を争点に討論を行いました。

正式な構成に沿った討論を体験するということで、少し難易度の高い取り組み甲斐のあるアクテ

ィビティでしたが、参加者は理論的に意見を主張する手法を学ぶことができました。 

Figure 3 初日のディナーの様子 
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＜メディアリテラシーセッション＞ 

メディアリテラシーとはマスメディアが流す膨大な量の情報を取捨選択し、適切に利用する事で

す。このセッションでは最初にメディアの歴史について学んでから、参加者それぞれが日中問題

に関連のあるニュース記事をネット上で検索しお互いに発表し合いました。次のアクティビティ

では、参加者がグループになりそれぞれの地域のメディアの特徴を伝える劇を演じました。その

後は日中関係に直接関係のある事柄を取り上げた様々な文献やポスターが、地域によってどう異

なるか比較しました。そしてまとめのアクティビティでは実際に参加者が雑誌や新聞の記者とし

て、効果的に情報伝達をするためのテクニックを用いて、聴衆のニーズにあった記事を作成しま

した。 

＜歴史セッション＞ 

歴史セッションでは批判的思考を身に付けることを大きな目標とし、様々なアクティビティを行

いました。歴史上の分岐点がその後の歴史にどう影響を与え得るかを二つのアクティビティで学

んだ後、偏見の影響を考慮しながら実際の歴史に関してどのように感じるか意見を表明するアク

ティビティを行いました。最後のアクティビティでは、それぞれの地域の参加者が持参した教科

書の内容を比較しした後、地域間での歴史認識の違いを組み込みながら全地域で使用できる中立

な授業を考案しました。教科書や授業で用いられる単語やニュアンスの違いだけでも私たちの歴

史認識にどのような影響を与えるか、考えるきっかけとなりました。 

＜香港探索＞ 

日中青年会議の目玉ともいえる香港探索では参加

者がバディグループごとに分かれ、一日かけて香

港中の名所を巡りました。各チェックポイントで

はその名所に関するお題が出され、ゲーム感覚で

楽しみながら香港の文化に触れる事ができまし

た。  

＜ファイナルイベント＞ 

会議も終盤に差し掛かる中、今までのセッションで学んだ様々なスキルや知識の集大成と位置付

けられたこのファイナルイベントが行われました。午前中のセッションでは、小さいグループに

分かれ、政策立案が行われました。選挙が行われる前提で、オーガナイザーが扮する異なる国の

望むことを念頭に政策を立案し、後の外交に有利な友好関係を築くとともに利益の最大化を図り

ました。  

Figure 4 香港探索後の夕食 
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午後も同じチームで、 友好関係を築いた国との交渉を通じて支援を募りながら領土を獲得する模

擬外交アクティビティを行った後、後半ではこれまでの全てのセッションの学びを総括したシミ

ュレーションアクティビティを参加者全員で行いました。鋭い思考力や有権者の支持を獲得する

ためのコミュニケーション能力など高いスキルを求められるセッションとなりましたが、どの参

加者も全力で果敢に挑戦していました。  

＜ピース・コメモレーション＞ 

ピース・コメモレーションでは、参加者が個人的に体験したことや平和への願いなどを小さいグ

ルーブの中で自由に共有することができます。静かな環境の中で、自分の考えたことについて率

直に述べることができる機会として設けました。他のセッションとは異なった厳かで静かな雰囲

気の中で行われたこのセッションですが、改めて平和への願いを皆が共有できる機会となりまし

た。  

＜OCナイトトーク＞ 

OC (Organizing Committee) ナイトトークでは運営委員によるプレゼンテーションが行われました。

アウトプットだけでなく、情報を得る機会を作りたいという思いで企画されたセッションです。

会議中は合計３回行われ、その日に体験したセッションと関連した事柄に関してさらに深掘りし

た内容をプレゼンテーションしました。第一回目は文化セッションと関連づけて、食文化がどの

ように形作られてきたのかというテーマでした。第二回目は香港探索直後ということで、香港の

文学作品からどのような歴史背景を読み取ることができるか、について話しました。最終回は、

外交に重きを置いていたファイナルイベントの内容を反映して、日本政府が行なっているソフト

パワーを紹介し様々な外交の在り方について問いかける内容でした。 

＜ピース・イニチアティブ＞ 

ピース・イニシアチブは、参加者の主体性に重

点を置く日中青年会議を象徴するセッションで

す。 この会議で学んだことの総まとめとしてチ

ームごとに香港の街中やキャンパス内において

何ができるかを企画し、実行するということが

行われました。クリエイティブな企画が提案さ

れ、日中関係に関する街頭インタビューや平和

へのメッセージが書かれたポスターを掲げて行

うパフォーマンスなどが行われました。実際に

香港の街に出て、香港人の生の声を聞くことで日中友好の難しさを改めて実感するとともに、自

分たちでも何かを変えることができるという自信をつける機会となりました。 

Figure 5 最寄り駅でプレゼンテーションを行ったチーム 
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＜閉会式＞ 

閉会式では 7 日間の会議を終えた証として、参加者全員に修了証を贈呈しました。 

バディグループごとに披露していただいたグループパフォーマンスはどれも創造力に溢れていて、

会場を大いに盛り上げました。さらに、今年は当会議の創立者である古川知志雄さんと Matt Lee

さんにお越しいただき閉会式のスピーチをしていただきました。 

 

 

＜参加者を対象とした会議後アンケート＞ 

 

 

 

1.香港探索…36.1% 

2.文化セッション…22.2% 

3.ピース・イニチアティブ…16.7% 

4.OCナイトトーク…16.7% 

 

 

 

 

 

 

１． 日中関係に関する知識を深めることがで

きた…86.5% 

２． 他地域からの参加者と友好を深めること

ができた…83.8% 

３． 新しい環境で自分を挑戦させることがで

きた…70.3% 

４． 香港をより良く知ること…48.6% 

５． UWCの多様性溢れる教育スタイルに触れ

ることができた…45.9% 

６． 英語力を向上させることができた…43.2% 

 

一番満足度の高かったセッションは何ですか。 

 

日中青年会議を通して達成できたことは何

ですか？（複数回答可） 

 



 

 

Ⅴ．参加者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本と中国、同年代の目線で日中関係について話し合って、お互いの理解を深めたい。このような思

いから参加した日中青年会議。高校 2年生の今、参加できてよかったと思います。 

私は 2017 年に初めて中国人・香港人・台湾人の友達ができました。それまで図々しい・マナーが悪い

など、中国人全般に偏見を持っていた私は、友達になって初めて、彼らの優しさや親日感情に触れ、

自分がいかに先入観を抱いていたかを思い知りました。しかし、彼らと日中関係を話す機会はなく、

自分自身もあえて避けていたのではないかと思います。 

今回の会議では、一週間に渡り日中関係や歴史について議論し、「平和」とは何か本気で考えまし

た。その結果たどり着いた答えは、歴史は変えられないが未来は無限通りあるということです。中国

人にとって南京大虐殺と満州事変は忘れてはいけない事件であり、日本の教科書に淡々と説明されて

いる事件の内容とは、重みが違いました。日本人の中では過去の過ちであっても、中国人にとっては

今もなお先祖の方々から語り継がれている深い傷ということを中国人と話すうちに強く感じ、和解の

難しさを痛感しました。しかし、今回の会議では皆日中和平を築きたいという共通の想いがあり、一

週間共に過ごし意見を交わすうちにお互いの環境とそこから派生する意見を尊重しあった「平和」が

できていました。たとえ歴史は変えられなくても、お互いを理解し合おうとする姿勢、これこそが平

和への第一歩であり、多くの人に共有するべきものだと、今強く感じています。 

日中青年会議 2018 は終わってしまいましたが、私はこれからがスタートだと思っています。会議で出

会った素晴らしい仲間を大切にし、国籍にとらわれない国際人になる為、この経験を生かし、「平

和」を追い求めたいです。 

岩鶴 桃子（16） 
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会議前、私は自分が中国に対して何ら偏見を持っていないと信じていた。親友の多くは中国にバックグ

ラウンドがあるため、中国には良い印象を持っているつもりだったのだ。しかしいざ香港に降り立って

みると、買い物をするにも食事をするにも衛生面や品質などに疑り深くなっている自分がいた。それが

中国という国へのステレオタイプから来ていることは明らかだった。急成長中の中国に関する情報なら

日々収集しているのに、私の中国への印象はアップデートされぬままだったのだ。どんなに情報があろ

うと大切なのは受け取る側の姿勢や経験だと再認識するとともに、国民に親しみを感じることと国に対

して偏見を持たないことは時に同等ではない事だと痛感した。そしてそれらの気づきを経てなお先入観

を捨てられない自分に、偏見というものの根深さを見た。 

そんな気づきにあふれ充実した日々の中で忘れられないのが Peace Initiative で街頭インタビューをした

ときのことである。笑顔で応じていた人が、私が日本人と知った瞬間、顔を顰めて去っていったことが

あった。それ以前の人生で差別を受けたときは時間をかけて解消する努力ができたが、今回は自分自身

を説明する間も無く「日本人だから」ということ、ただそれだけで侮辱された。当然もどかしかったけ

れど、だからこそこれからも日中問題解消に関わっていきたいという意志を強固にした。 

私にとっての SJYC は、中国への偏見が一気に吹き飛んだ経験でもただの楽しい”国際交流”でもな

い。バイアスを取り払うことの難しさを突きつけられると同時に、それでも偏見のない目を持つ努力を

しようと決意する一週間だった。 

吉村くらら（16） 
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Ⅵ．収支報告 

＜収入＞ 

 

＜支出＞ 

項目 金額 備考 

双日国際交流財団 350,000 
 

東華教育文化交流財

団 

100,000 
 

三菱 UFJ 国際財団 400,000 
 

計 850,000 参加費(原則一人 1700HKD*50)は香港チームが管理のため、自己資

金は含まれない。 

内訳 金額 備考 

国内旅費 6,000 参加者の出迎え・見送り時交通費 

海外旅費 725,000 OC10 人＋奨学生 3 人の航空券 

会議費 113,000 奨学生 3 人の参加費、参加者航空券補助 

印刷・複写・製本費 0 本会議印刷代は香港チームが負担 

雑費 13,000 奨学生補助（海外旅行保険等） 

計 857,000 差額は昨年度繰越金にて対応 
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Ⅶ．最後に 

皆様のご支援・ご協力を賜りまして、2018 年日中青年会議を無事に終了することができました。 

1 週間という限られた時間の中で、できるだけ多くの物事を吸収しようと難易度の高いセッションにも果敢に

挑戦し、異なるバックグラウンドと価値観を持つ仲間との絆を深める参加者の姿を目にして、この会議の意義

を改めて実感致しました。  

日中青年会議は学生主体で運営されるということもあり、例年会議に必要な人材、資金、場所を確保すること

が運営委員の直面する大きな挑戦となっております。その中で、節目となる第 10 回目の会議を迎え、また成

功のうちに会議を終了できたのも、ご支援、ご協力くださる皆様のお陰です。 

来年度以降もより多くの中高生に参加していただけるよう、さらなるプログラムの向上を目指し、安全で高い

水準の会議を開催するために、委員会一同全力を尽くして準備してまいります。  

改めまして、ご支援、ご協力くださった皆様にこの場を借りまして深く御礼申し上げます。  誠にありがとう

ございました。 

2018 年日中青年会議委員会一同 

 

 


