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1. 概要 

＜概要＞ 

事業名： 日中青年会議 

事業実施期間：2017 年 7 月 21 日-2017 年 7 月 27 日 

事業実施国： 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 (Li Po Chun United World College of Hong Kong 学校長) 

 

＜参加者＞ 

日中青年会議委員会オーガナイザー ：29 名 

日本人参加者： 20 名 

中国人参加者(香港を含む)： 30 名 

 

＜協力団体 (敬称略)＞ 

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

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

日中青年会議は日本、中国、香港から総勢５０名の中高生を招待し、香港を会場とし 1 週間に渡っ

て歴史、外交、文化その他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。日中関係は歴史的、文化的、そして経済的にも密接な関わりを持ちつつも

様々な問題を抱えています。日中青年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様々な文化的・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・運営に多くの在校生や卒

業生が貢献しています。 

2009 年に始まった日中青年会議は、今年第 9 回目を迎えました。本会議には、総勢 50 名の参加者

と 29 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・ご協力似寄り、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。本報告書は会議の模様を伝えるために作

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。 

 

<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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3. 会議運営・計画 

 

 

 

2017 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。2016 年会議終了後の

2016 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。2017 年会議は以下の点において変更がありました。 

 

 

            

オーガナイザー募

集・選考 

2016年度会議報告会準備・

開催 

資金調達申請依頼・香港での広

報活動開始 

広報パンフレット作

成・送付 

参加者募集・選考・合格

通知（一次締め切り

2/26、二次締め切り

4/14） 

セッション企画 

助成金結果

発表 

プログラム最

終調整 

ウェルカムパ

ッケージ・事

前課題送付 

日本チーム定例ミーティング・３チームヘッド定例ミーティング・３チーム間部署別ミーティング 

新委員会組織発

足・前年度より引

き継ぎ 
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＜参加者選考＞ 

今年度は参加者応募の増加と選考の効率化を考慮して今年度は応募締め切りを二度設けました。一次

締め切りまでに応募書類をご提出いただいた方の中で 7 人を上限に合格者のみ通知し、一次までに

応募された方で合格通知のなかった方は、二次締め切りまでに応募をしていただいた方と共に再度、

審査の対象となりました。また、参加者の募集人数を昨年度の 15 人から２０人に拡大しました。今

年度で９年目を迎えるということで、事業の拡大を図り、より多くの中高生に参加してもらえるよう

にしました。 

 

＜今年度スローガン＞ 

“How can there be peace without people understanding each other, and how can 

this be if they don’t know each other?” by Lester B. Pearson  

人々がお互いを理解せずにどう平和は存在し得るのだろうか?そして人々がお互いを知らなければど

う相互理解を獲得し得るのだろうか?‐レスター・B・ピアソン 

 

レスター・B・ピアソンは外交官、そして第 19 代目総理大臣を務めたカナダの政治家です。ピアソ

ンは外交的に国際的な問題を解決していくために、演説を行うなど精力的に活動し、1957 に彼はノ

ーベル平和賞を受賞しました。UWC カナダ校（ピアソンカレッジ）はノーベル平和賞受賞者ピアソ

ン氏の意志を継承するべく設立され、校名はレスター・B・ピアソンに因みます。当会議スローガ

ン：“How can there be peace without people understanding each other, and how can this 

be if they don’t know each other?”－人々がお互いを理解せずにどう平和は存在し得るのだろう

か?そして人々がお互いを知らなければどう相互理解を獲得し得るのだろうか。はノーベル賞授にあ

たりピアソンが“Four faces of Peace”というテーマでスピーチを行った際の一節です。私たち委員

会は、日中を隔てる壁を壊すためにも、日中間のコミュニケーションを阻むバリアを取り除き、相手

を知り、理解することが大変重要であると考え、今年度会議の焦点をこのスローガンとしました。 
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4. 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では話し合いを通じ、チームワークを学

び、参加者同士の絆が深まります。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できるか 1

日かけて考えます。プログラム最終日には参加者が主体となって日中関係をより友好的なものとするために何がで

きるかをチームごとに話し合い、企画・実行するイニシアチブ・プラニングが行われます。セッションは英語で行

われ、議論の展開も早いため、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。 

1日目
•到着、開会式

2日目
•文化セッション、ソフトスキルセッション、OCナイトトーク(1)

3日目
•メディアリテラシーセッション、歴史セッション

4日目
•香港探索、OCナイトトーク(2)

5日目
•ファイナルイベント、ピース・コメモレーション、OCナイトトーク(3)

6日目
•イニシアチブ・プランニング、閉会式

7日目
•最終荷造り、出発
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＜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、１１名から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バディグループの集合写真 
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Figure 3 初日のディナーの様子 

 

＜開会式＞ 

参加者が集合した初日の夜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、各地域の音楽をテーマと

したアクティビティでした。参加者は地域別グ

ループに分かれ、自分の国・地域の名曲を披露

し、文化的背景を説明することで音楽がどのよ

うに 文化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コマーシ

ャルを見比べ、どのような特徴が見つけられる

か話し合いをしました。その後、各地域の文化

的背景を考慮してコマーシャルを実際に自分た

ちで考え、再現をしました。 

＜ソフトスキルセッション＞ 

ソフトスキル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。一つ目では意見の対立が起こった

場合の解決方法を学び、実際にシミュレーショ

ンをすることで理解を深めました。二つ目では

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

もらいました。そして三つ目では仮想の犯人探

しゲームを行い、 気づかない間に生まれるバイ

アスについて学びました。全体的に議論する場

面も増え、少し難易度の高い取り組み甲斐のあ

るセッションとなりました。 
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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情報を伝えるマスメ

ディア側と情報を受け取る観客側の二つの立場

に着目し、なぜ情報が変形して伝わっていくの

かを考えました。まず参加者には言語を変えな

がら行う伝言ゲームなどを通じ、メディアリテ

ラシーの理論を幾つか理解してもらいました。

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数ある写真や記事

などの素材を使って、観客のニーズにあった記

事を作成しました。 

 

Figure 4 自ら作成した記事の発表 

＜歴史セッション＞ 

歴史セッションではまず漢字や遣唐使などを通

じて歴史的に日本と中国が持つ関係の深さに触

れました。そして参加者には普段使用している

教科書を持参してもらい、内容を比較しながら

プレゼンテーションをする事でお互いの歴史認

識における違いはどのような背景から生まれる

のか分析しました。 最後にはセッションを通じ

て学んだ理論などを応用して異なる地域から集

まった参加者と白熱した議論を交わしました。

個人の経験は「歴史」として認識されるのか、

現在私たちが生きている社会は未来ではどのよ

うに分析されるのだろうか、など一言では簡単

に答えられない問いかけにも果敢に取り組む参

加者の姿がとても印象的でした。 

＜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

る有権者の望むことを念頭に政策を立案しまし

た。 

午後には新たなチームに分かれ、 高い支持率を

保つために午前のセッションで最も多くの票を

集めた政策に編集を重ねました。二国間での交
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渉や国連の登場など考慮しなければいけない要

素が増えたため、より複雑な設定となりまし

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今年度より新しく企画

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、文化がどのように社会の仕組み

と個人の生活スタイルと関わっているか、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、香港がどのようにして東洋と西洋の

影響を組み合わせているか、について話しまし

た。最終回では外交を通して日中戦争後の日中

関係の歴史を追いました。 
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＜イニシアチブ・プランニング＞ 

イニシアチブ・プラニングは、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。 

＜閉会式＞ 

出発前の夜には開会式と同様にディナーと閉会

式が行われました。Arnett Edwards より参加

者一人一人に修了証が渡されたのち、バディグ

ループごとに準備してきたパフォーマンスを披

露しました。会議初日には緊張が見られた参加

者ですが、一人一人が一回り大きくなったよう

に見えました。会議中に作成されたビデオが上

映され、各セッションを振り返りながら、仲間

との別れを惜しむ姿が各所で見受けられまし

た。最後のイベントとして参加者とオーガナイ

ザーが一体となった様子がとても印象的でし

た。 

 

<参加者を対象とした会議後アンケート＞ 

一番満足度の高かったセッションを教えて下さい。 

     

1. 香港探索 …42.2% 

2. ファイナルイベント/イニシアチブ・プランニング …

22.2% 

3. 歴史セッション …11.1% 

4. メディアリテラシーセッション …2.2% 

日中青年会議を通して達成できたことは何ですか？

（複数可） 

 

1. 中国や香港からの参加者と友好を深めることができた

こと ・・・ 95.6％ 

2. 日中関係に対する理解を深めることができた ・・・ 

91.1％ 

3. 新しい環境で自分を挑戦させることができた・・・ 

73.3％ 

4. 英語力を向上させることができた ・・・ 57.8％ 

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％ 

6. 香港の文化を体験することができた ・・・ 25％ 

7. その他 ・・・ 24.2％ 
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5. 参加者の声 

『現代の政治において、日中関係というのはあまり良いものではありません。実際に日中青年会議のプログラムの一

つとして香港の街で日本人、中国人、香港人で現地フリーハグをしていた時に日本人だからと侮辱的な言葉を直接投

げつけられることもありました。しかしそのような人は一部でしか過ぎず多くが笑顔でハグをしてくださいました。

また、罵声を浴びせた中国人に対して中国人メンバーの男の子が「こんなにも大切な日本人の友達に対してこんな経

験をさせてしまったことが申し訳ないし、自分の国に恥ずかしさを感じた」と言って涙を流す場面もありました。 

そんな複雑な日中間の問題がある一方で、私がこの日中青年会議で出会った香港・中国・日本の人々は、全員、生涯

においてかけがえのない心から大切にしたいと思う人達です。たった 7 日間で本当にお互いを完璧に理解できたのか

と聞かれれば、そうだとは言い切れません。しかし私達は国としての文化のみならず、一人の人間としてそれぞれが

大切にしている価値観というものを気づかぬうちに共有し、お互いにそれを尊重し合いました。 

未だ私の中で「平和」が何なのか、またそのために何をするべきなのか、明確な答えは出せていません。しかし 

様々な文化の国が集まるこの世界で平和を築き上げるには、まずは国籍の前に、自らの目で互いを見た上で、私達が

個性を持った一人一人の人間であるということをお互いに認識し尊重することが必要だと強く思います。』     

                                          大川さくら (16) 

『私は、以前から日中問題に関心がありましたが、周囲に日中問題に関心がある人が少なかったことや、同世代の中

国香港の人とお話しする機会がなかったことから、日中青年会議に参加しました。 

日中青年会議という場は、私がいつも学んでいる環境とは全く異なるものでした。誰もが、受信者、発信者のどちら

にもなることが出来る場だと思います。私は、自分の考えを積極的に発言することに慣れていなかったため、会議の

最初は相手の意見に耳を傾けることに精いっぱいでした。また、議論の際に、一つ一つの話題に対して積極的に意見

を述べる仲間が多い中、私は皆の言ったことを通して疑問に思ったことや意見を何とか伝えるという姿勢で臨んでい

ました。この様な姿勢で話し合いに臨む自分は、他の参加者より熱くなりにくいのではないかと不安になることが多

くありました。しかし、会議の最後にあるオーガナイザーの方が「そのような姿勢で話し合いに臨む人が少ないとい

うことは、それはむしろあなたの長所ではないのか」と言ってくださりました。この言葉をいただいたことで会議中

に抱いていた自分への大きな不安がすっと無くなった気がします。 

日中青年会議では日本・中国本土・香港の文化の違いを感じることが多くありました。しかし、それ以上に感じたこ

とは、私たちは同じようなことを考えていることも多いのだということです。自由時間にした何気ない会話も印象的

です。この会議を通して得たことは多くありますがこれからの活動に活かしていこうと思います。』       S.M (16)                       
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6. 日本チーム収支報告 

＜収入＞ 

 

＜支出＞ 

  

項目 金額 備考 

三菱 UFJ国際財団 400,000 
 

双日国際交流財団 350,000 
 

東華教育文化交流財団 150,000 本年度は、香港チームが自己資金（参加者参加費）を精算 

よって、自己資金はこの表に含まれない。 計 
 

900,000 

内訳 適要 金額 備考 

交通費 委員渡航費 484822 日本チームオーガナイザー9名  

香港国内旅費 1960 
 

 

日本国内旅費 2720 
 

 

奨学生旅費 198420 3名 

計 
 

687922 
 

借用費 
 

10680 会議前委員打ち合わせの際 

会議費 香港探索費 105000 香港探索時の参加者国内渡航費を含む（香港チーム財源

難のため）  

参加者奨学金 71400 3名 

計 
 

176400 
 

資料・印

刷費 

印刷費 19084 会議広報のため使用 

通信費 国内・国際郵便

費 

6172 
 

支出合計 
 

900258 
 

差額 
 

-258 前年度の繰越金を使用 

合計 
 

900,000 
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7. 最後に 

皆様のご支援・ご協力を賜りまして、2017 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実感致しました。 

 

学生主体で運営される会議ということもあり、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

大きな挑戦です。その中、第９回会議を迎え、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。 

 

来年度に日中青年会議は１０年目という節目を迎えます。より多くの中高生を巻き込み、さらなるプログラムの質の向上

を目指して、これからも安全で高い水準の会議を開催できますよう、2018 年度会議に向け、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。 

 

2017 年日中青年会議委員会一同 
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