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日中児童の友好交流活動１３年の歩み 

初代理事長 川畑 文憲 

（2004 年 9 月） 

 

旅順との交流開始 

 私は 1979（昭和 54）年と 1983（昭和 58）年の 2 回心筋梗塞症を患い、主治医からは責任

のある地位で仕事をすることを止められていたので、老後は何らかのボランティア活動をやってみ

たいと考えていた。60 才の時に勤務していた会社の副社長から会長に転じた機会に、退任後は子

供達の夢を実現する手助けをしようと決め、「東南アジアの恵まれない子供達のために簡易校舎を

建造して就学の機会を増やす」、または、「中国の子供達と日本の子供達の交流によって将来の両国

友好のための草の根運動をやる」、かのどちらかを選択するか色々考えた。その結果、自分の２３

年間の多感な時代を過ごした隣国中国との友好と、特に子供達の交流を中心とした活動をすること

に決めた。そこで、その準備として、60 才からＮＨＫ文化センターの中国語教室に通い、中国語

を習い始めた。この学習は 73 才まで続けた。その間に中国の子供達の交流は、自分の成長時代に

大きな影響を受けた旅順地区の小学生を対象にすることを決めた。言葉は交流の基礎であると考え

勤務していた会社退職後に就いていた会長職を 68 才で退き、相談役を引き受けながら、いよいよ

本格的に日中児童の友好交流活動を開始した。 

 

旅順の子どもたちとの校流申請活動開始 

まず、素懐であった日中子供達の交流を支援するため、1990 年に、直接中国側との接触を始め

る事とし、初めて１人で人連市旅順口区の人民政府を訪ねた。主として、 

 （１）旅順の小学生と東京の小学生との交流の開始 

 （２）旅順の小学生が日本語を学習するために必要な支援 

の２点について交渉を持った。 

 当時の旅順は全くの未解放地区で、旅順に入境するには人連市公安局長の許可が必要で、明確な

訪問の理由を申請しなければならず、半日がかりの難事であった。当然のこと、旅順観光の理由な

どは認められず、許可の条件は技術提携・経済投資・都市造り投資などで、教育投資さえも認めら

れなかった。そんな状況の中で、私は、1990 年と 1991 年に、2 回ずつ旅順口区政府との折衝

を繰り返したが、当時の中国は鄧小平首席の方針で「軍隊であれ、役所であれ、学校であれ、誰も

が金儲けのために商売をすることが奨励され、金儲けが経済の成長に繋がり、生活を向上させるこ

とになる」との思想であったため、旅順政府も人連市の教育委員会でも、日本語教育や子供達の交

流には無関心で、そのための予算付けなど考える余地もない姿勢であった。従って私の教育投資の

計画に対しては、「その様な資金があれば、政府機関と合作で、まず経済投資をし、その利益で教

育投資をすれば良い」と言う、理解し難い意見で、私の考えを相手にしてくれなかった。 

  1991 年の春、3 回目の旅順政府訪問をし、交渉を行ったが、全く進展しなかった。それどこ

ろか旅順口区政府では、日本人が書く書類上の来訪の目的を信用せず、「旅順の見物こそが真の狙

いである」と決めつけており、まともに交渉する相手とは認めていなかった様である。しかし私は

３回の旅順訪問中、1 度も市街地見物や旧自宅訪問など希望せず、打ち合わせが終わるとさっさと

バスで人連に帰っていたので、恐らく旅順口区政府の関係者達は他の日本人とは様子が異なると感

じていた様である。その頃、私は長岡藩の家老の「米百俵」＊の小説を、東京大学に留学中の中国
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学生に翻訳の上、原稿用紙 10 枚位に物語を纏めて貰い、旅順政府の関係者に配布したが、恐らく

読んだ者はいなかったと思う。それ程中国の人々は金儲けに熱中し、それ意外には関心を示さず、

新造語である「向銭看」（拝金主義という程の意味）にどっぷりと漬かっていた。 

 

ついに、叩きつづけたドアが開いた 

 1991 年の秋に 4 回目の旅順訪問をした時には、もし今回も交流が進まなければ残念ながらこ

の活動計画を諦めるつもりであったが、今までとは全く様子が違って、大変丁重に対応され、打ち

合わせも本論に入り、概略合意ができ、翌年 1 月に旅順口区政府代表が訪日する機会に、東京で合

意書に署名することが決まった。その時も、打ち合わせ後は早々と人連に帰るつもりで、関係者に

挨拶をしていたところ、大連市旅順口区経済貿易委員会の主任が政府の公用車を回してくれ、 

「今日は大連に帰られる前に先生が少年時代を過ごした高等法院の官舎にご案内しますから、よく

ご覧になって写真に納めて下さい」 

と、思いもよらない言葉を貰い、旧市街一戸町にあった旧住宅の内部まで見せてくれた。雑談で 

「私も懐かしい旅順を見物したい気持ちは人並み以上にもっているが、第二の故郷と思っている旅

順を訪ねて、人目を避け、こそこそと見物するのは旅順を愛する私の誇りが許さない。何時の日か

きっと旅順が解放されて遠慮なく見物できる時が来ると信じているので、急がなかった」 

と言って、同行した政府の関係者から拍手を送られたことを忘れない｡何事も、誠意を持って、肝

を据えて話を進めれば、必ず道は問かれる、との自信を深め、爾後の活動の姿勢とした。 

 

旅順児童教育交流活動の合意文書調印さる 

 1992 年 1 月 21 日、我々旧旅順出身者の団体（旅順の小学校出身者は約 200 名）は、東京の

ホテルにおいて、来日した大連市旅順口区副区長初め関係者と会談し、日中の子どもたちの交流事

業の活動内容について、以下のとおり合意署名した。 

（１） 旅順教育委員会推薦の重点校である「旅順九三小学」の児童が日本語学習を始めるに当た

り、学習に便宜を与えるため、語学教室の整備・教材の充実・日本語の非常勤講師の手配

などの費用を負担する。  

（資金は後援会会費 3,000 円＠１人十寄付金による）    

（参考：旅順口区の小学校数：41 校、中学校数：１２校、高校数：４校 1992 年当時） 

 （２）日本語学習中の児童から、毎年若干名を選抜して日本に招待し、東京の小学校に体験入学

し、直接、小学生達との交流を体験する。 

（３）当後援会の会員宅にホームステイをし、日本人の生活様式を体験したり、日本文化の一端

に触れる。 

 （４）日本に於て日本語を実地学習する 

 この合意の実施期間は政府側は最少 20 年を希望したが、当方はこの活動に関しては全くの素人

であり、会員が旅順小学校出身者で年輩者の集まりであること、それ以上に大きな問題点は中国が

どのような発展変化をするかの予測が誰にも立てられない点などを理由に 10 年に短縮した。 

 

旅順児童教育後援会の設立と活動開始 

 これらの内容の合意事項を順調に実施するために、改めて会員を再募集し、旅順の小学校出身者

を正会員とし、旅順以外の人で趣旨に賛同される方を賛助会員として、約 400 名の会員が集まり、
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7 月 11 日に「旅順児童教育後援会」を設立し、活動が始まった。 

 1992 年の新学期から始まった旅順九三小学での日本語教育は、４年生から６年生までを対象に

各学年（250 名中）50 名位の受講希望者がいた。毎年贈呈していた支援金（100 万円／１年）

で、日本語学習のための語学教室は年々立派に整備された。そのためか、3 年目には各学年で 150

名位の生徒が受講し、全校では 450 名の子供が熱心に学習するようになり、人連市の各小学の中

では最も日本語学習者の多い学校となった。 

 

キャノン杯日本語スピーチコンクール 3 部門独占優勝の快挙 

日本語学習者数が増加する中、1997 年の 5 年目には、旅順九三小学校の児童のうち 600 名が

受講するようになり、毎年大連市内で開催される日本語弁論大会では、複数の入賞者を出す程の実

績となった。特に、1998 年第 9 回大連市キャノン杯日本語スピーチコンクールでは、小学生の

部の優勝者が旅順九三小学の 5 年生であり、中学生の部・高校生の部とも九三小学の卒業生が優賞

を獲得した。3 部門独占優勝という偉業は大連の新聞に発表され、そのため、その後遼寧省の各地

の小学から、旅順九三小学の日本語授業の視察が盛んに行われたとのことである。 

 

日本語学習支援の形態の変遷 

 この日本語教育支援は、その後、環境が変化し大連市政府の教育予算にも漸増現象が見られ、語

学教室の整備が概ね終わったので、旅順側と改めて協議し、開始 8 年目で金銭支援は取り止めるこ

とにした。 

 またそのころ中国では、全国の日本語教育に関し北京の中央政府から指示が出され、IT 技術の早

期習得普及のために、学校での語学指導は英語を優先する、と決定されたため、九三小学でも 1999

年から日本語学習者が激減し、現在では 250 名ほどに減少した。しかも土曜日の補習授業が中心

となっている。旅順の中学校では日本語授業は 2003 年から全廃となった、とのことである。 

 

203 高地に「桜花園」の造成の提案申し入れ 

 後援会の活動は順調に進み出したが、相変わらず旅順入りには誰もが苦労していたので、旅順口

区政府の区長にお願いし、 

「203 高地の南麓に桜公園を造成し、旅順口区民に寄贈するので、この公園内に限って治外法権

的に日本人と中国人との交流が自由にできる自由交流区に指定してほしい」 

と申し入れ、交渉を重ねた末、特別地域として認めてくれることになった。 

 1993 年には旅順政府の林業水利局長・国家森林公園主任・203 景区管理所長等関係者と協議

し、中国桜の原種である南京桜の苗木士 300 本と常緑樹 700 本を手配し、3 月 12 日に党幹部・

旅順政府区長他関係者・旅順九三小学の高学年生・その父母・当後援会員・ブラスバンド部員も参

加して、盛大な植樹祭が催された。この公園の造成・植林作業は旅順政府が軍に依頼格安の値段で

請け負ってくれたため、費用は随分節減され、総額で 900 万円程（全額当後援会からの特別寄付

金）で完成した。この様な仕事を「軍」に外注できるとは、いかにも中国流であると驚いた。 

 

旅順の小学生たちによる第 1 回訪日団の受入 

 同じ年 1993 年には旅順九三小学の 5、6 年生から選ばれた子供達が訪日し、東京の小学生と

の直接交流が行われた。第 1 回目の訪日団は、6 年生 4 名と引率者 3 名の 7 名が 7 月 1 日成田
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空港に着いた。初めての経験で、双方不慣れなため、様々な出来事にてんてこ舞いした思い出が多

い。空港からリムジンバスに乗った子供達の中には、発車前に車酔いし、座席を汚す者や、ユース

ホステルで冷たい牛乳を飲んで下痢をし団体行動から外れる者、初めての集団宿泊が愉しくて夜も

寝ずに騒ぐ者など、目を離せない有様であったし、児童が 4 名なのに引率音が３名も付いて来るの

も、世相を表していた。 

ちなみに、選ばれて来日した旅順九三小学校の子供達は優秀な生徒ばかりで、中学校・高校に進

学した際には、大連市キャノン杯日本語スピーチコンクールのいろいろな部門に参加し、全員が入

賞したり、有名大学に進む者や日本の大学に留学する者もいた。１回目の来日者は已に社会人にな

っており、この人達と旅順で会うのは小生の喜びでもある。 

 第 1 回目の訪日団の学校訪問は、港区立三光小学校と港区立本村小学校であった。全校あげての

大歓迎を受け、身振り手振りの会話でも十分意志は通じ、瞬く間に以前からの友達のように振る舞

うのには、大人達が目を見張ったものである。算数教室に参加した旅順九三小の生徒は、先生が黒

板に書く問題に早々と手を上げて次々に答えを書いたのには、見学していた日本の父母と先生が顔

を見合わせる場面がしばしばであった。女子児童はピアノを上手に弾き、男子児童は立派な習字を

書き、日本の子供達が歓声をあげて拍手を送る素晴らしい交流となった。昼は全校児童に混じって

学校給食に舌鼓を打ちつつ、楽しい一時を過ごし大満足の様子だった。別れる時間となった時には、

旅順の子供達が校長室に現れ、「もう少し時間を延長するか、明日もう一度訪問させて下さい」、と

か、「日本の小学生も旅順に来て下さい」とお願いしていた姿に、この純粋さが両国児童の間に長

く続くことを願った。ユースホステルに帰ってから、旅順九三小の児童に日本の小学校訪問の感想

を聞いたところ､最初に口から出た言葉は 

「日本の先生と児童は友達みたいだったのでとても驚きました」 

とのことであった。日本の教室の雰囲気は、中国のそれとは大いに異なったようで、驚いたり、羨

ましがったりしていたようだった。 

 

ホームステイ受入の教訓 

 ホームステイでは、受け入れる４家族がすべて未体験であったため、事前に説明会を開き、生活

習慣の違いなど細かく打ち合わせしたり、当後援会編の「家庭生活上の日常会話集」を配ったりし

た。しかし、この活動でもハプニングが起こり、ある女子児童は日本の家庭に着くなり極度のホー

ムシックにかかり、誰が慰めても聞き入れず、泣き続けていた。やむを得ず一緒に来日した同じク

ラスの子供の宿泊している家庭に連れて行き、一晩一緒に泊めることにした途端、泣きやみ、何事

もなかったかの様に、早速オセロゲームに興じていたとのことだった。この間、何人もの大人達が

おろおろしたり、右往左往すること、なんと７時間程であったとのことである。 

矢張りホームステイの要諦は預かる子供達に対して、自分の孫が遊びに来た時の様に、家庭の一

員としてごく自然に接することで、寧ろ日本家庭の習慣や躾を積極的に教える位の方が良いと会得

するのには､３、４回の受入経験が必要であった。食べたい時には子供達が勝手に冷蔵庫から好き

なものを取り出せる位になれば、全く心配なくホームステイが出来る筈である。毎年子供達が帰国

してからホストファミリーのお母さん遠の反省会を行っているが、色々の出来事や思い掛けない場

面での日本のお母さん方の臨機応変な措置を聞くのも大変愉快で、今後の参考にしたいことが多か

った。 

第２次・第３次の訪日団からは、秋に催される当会員の旅順訪問の機会を利用し、訪日団員の父
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母、九三小学の教員、教育局関係者、当会の会員が一堂に会し、子供達の帰国後の生活様子や日本

での体験などについて懇談するが、どの父母からも異口同音に「今までの自分の子供の甘えた生活

が､旅順の子供たちの訪日後は随分変わり、積極性が見られるようになったし、自分の事に責任を

持つ態度になってきた」と、大変感謝された。 

 

文通交流ペンフレンドクラブの設立 

 中国では「4・2・1 総合症」という新造語がある。１人の子供を両親の祖父母４名と両親２名

で、可愛がることを皮肉った所謂「一人っ子症候群」という甘やかし構造を示した言葉である。 

 1994 年に文通交流事業として、「子供ペンフレンドクラブ」を設け、スタート時には日中それ

ぞれ 40 名程の子供が文通を始めた。年と共に会員が増え、10 周年目の 2002年には日中双方そ

れぞれ 400 名の会員に拡がった。 

訪日団受入活動は、日本語を学習中の九三小学生の中から毎年若干名を日本に招いて日本の小学

生と直接交流をしていたが、その数は初年度が 4 名、次年度から増員して 6～7名の訪日団を編成

して来日することになっていた。一方第 5 次の訪日団を招いた頃には、九三小学で日本語を学習し

ている生徒は 4 年から 6 年生の児童の約半数の 600 名位に増加し、日本語学習熟は頂点に達して

いた。そんな状況下で日本の子供と直接交流できるのは相変わらず年に６～７名であり、残りの子

供達は交流の機会がなく、その上、旅順の市街地が未解放であったため、外国人、特に日本人との

接触は全く出来ない環境にあったので、せめて文通による交流の機会だけでも与えてやりたいと考

えて、文通交流活動である「ペンフレンドクラブ」を実施することにした。 

この文通活動は、年２回の手紙のやりとりをし、旅順の子供達は中国語で、東京の子供達は日本

語で書き、当後援会がその都度、相手方の言葉に翻訳して翻訳文を同封し、一括学校に郵送する方

法を採っている。 

初期の頃の東京の小学生の手紙は、日頃手紙を書く機会が少ないのか、内容も分量も乏しく旅順

の小学生に比べ、量的には３分の１程度であったので、文通を続けることに不安を持っていたが、

最近では手紙の内容も量も同程度になり、杞憂に過ぎなかったと思っている。自分が考えているこ

とや感じていることを文章にするという意味では、作文の養成にもなっていると密かに喜んでいる。

特徴的だったのは、旅順の子供達は手紙の文末に「私は将来、祖国中国のために役立つ人間になる

よう努力するつもりです」と全員が同じ趣旨の文章を書き添えてあることであった。このことには

少々驚いたが、全体主義国の教育の一端が伺われたし、まさに教育の力の大きさを改めて認識した。 

この末文表現も４～５年続いたが、現在では大方の子供が書く事をやめてしまった。これは恐ら

く日本人の異文化と接触した影響で、日本の子供達にはその様な趣旨の手紙を書く者がなく、不思

議に思いつつも次第に同化されたと思われる。異文化により旅順の子供達の視野と知識が少しでも

拡がる事を期待した。（中国側にとっては好ましくない事かもしれないが） 

 現在の文通は東京側が５校、旅順側が２校の小学生が行っているが、これは日中小学校の在校生

数の違いによるためである。旅順の市街地にある小学校は 1,200～2,500 名位の生徒数であり、

東京では 200～350 名位の生徒数が普通である。今年から庄河市の中学校と東京青山中学校の生

徒達の文通が始まり、ペンフレンドクラブの人数も日中それぞれ 500 名を超す規模となってきた。 

 

5 周年記念祝賀会と旅順名誉市民称号の授与 

 1997 年には旅順口区人民政府が当後援会の設立 5 周年を祝って、旅順劇場にて日中の交歓会
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を開催してくれ、当会からは 60 名位の会員が参加した。旅順側の参加者は旅順政府の関係者、旅

順九三小学の児童並びに父母約 1,000 名が会場を埋め尽くし、旅順九三小学の児童達による歌・

踊り・演奏など約 2 時間のパーフォーマンスで参会者達を魅了した。その会場で小生は思いもよら

ぬ旅順口区栄誉公民証を授与された。日本人では最初の公民称号を授かった事を知り、旅順を訪問

した会員と共に喜び、今後末永く日中子供達の交流が継続される事を願った。以後小生には旅順に

おける中国人同様に行動の自由が許される事になった。 

 

夏期日本語会話講習会の開催 

 その年には夏休みを利用し、旅順九三小学の教室を借り、高学年の小学生対象に「夏期日本語会

話講習会」を間催し、大連に在住の日本人商エクラブのご婦人にボランティア講師をお願いした。 

1 クラス 15 名の少人数教室を 2 クラス編制し、行き届いた会話の指導をして貰った。受講生達も

熱心な講師の指導に応えて、受講者 30 名は 1 人の欠席者もなく、10 日間、40 時間も講習を消

化し、大きな成果を上げた。その後、第 3 回目の講習会から小学生と中学生が参加する事になり、

学校側の話によれば定員 30 名に対し７倍近い応募者があった様で、学校側は選抜に苦労している

との事であった。この時期からは。日本において募集されたボランティア講師 4名が指導に当って

くれた。中にはトルコ大学で日本語の教師をしている日本人が毎年夏休みを利用し、トルコからの

航空運賃自弁で参加してくれたのには感激感謝であった。 

受講生は多くの応募者から選ばれた子供達であり、講師は渡航費自弁で引き受ける奇特な方々な

ので、双方とも誠に熱意に満ちた授業となり、主催者側が感動する場面も多い、実りある日本語学

習であった。この講習会の受講資格は小学生５・６年生、中学生は１・２年生であるが、ある年小

学４年生の児童が、何としても日本語講習を受けたくて、大雨の中を学校に出掛けたことがあった。

生憎の激しい集中豪雨のため、河川が氾濫するほどであるのに無理して登校したため、途中で学用

品の入った手提げ袋を道路脇の排水路の激流に流され、全身濡れ鼠になり、泣きながら学校に辿り

着いたことがあった。当会は小学校から事情を聞き、直ちに本人の希望通りに、特別参加を認めて

受講させたが、当人は日本語の学力が低いのに、最後まで頑張ったので終了式では努力賞を授与さ

れた。小生帰国後にこの児童の母親から懇篤な手紙を貰い、息子を特別参加させてもらったお礼と、

息子が大学まで日本語の勉強を続け、将来は必ず日本語に関係のある職業に就くと誓っている旨の

健気な心情が記されてあり、心を打たれた思い出がある。この児童は毎年クリスマスカードを送っ

てくれるし、元気に成長していることを喜んでいる。毎年３０名の受講者の中から。修了式では成

禎優秀者に進歩賞を授与していることが受講者の励みとなっている様で、年々学習成績も向上して

いることを嬉しく思う。 

 2003 年はＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）の影響で講習会を中止したため、既に受講者に選

ばれていた子供達の張り切っていた様子を九三小学の日本語教師の便りで知り，気の毒に思った。 

 2004 年の今年は旅順第五十五中学の日本語正課が廃止になり、英語と取り替わったので､九三

小学の生徒だけが受講することになったが､九三小学側からこの機会に小学生の受講者数を 40 名

に増員してほしいとの強い要望があった。そこで、１組 10 名で 4 クラスを編成して実施した。こ

の年から初めて４年生 10 名が１クラスに編成されたが、仲間に遅れまいと一心不乱に努力する姿

に何とか応えてやりたいと意を新たにした。修了式での講師と子供達の感動的な惜別の光景は、子

供の日本語学習に対する真摯さと共に、講師達の心を強く打ったとの報告書を受け取った。 
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「2000 年日中児童の友好音楽の集い」の共催 

 2000 年には大連会と大連市人民政府共催・在大連日本領事館・大連日本人商工会・中日友好学

友会と当後援会協賛で「2000 年日中児童の友好音楽の集い」が大連市と旅順口区で行われた。大

連ではＮＨＫ東京放送児童合唱団と大連青少年児童声合唱団の双方 80 名の団員が共演し.大連市

広播電子局（大連テレビ放送局）において 3 回実施され、旅順ではＮＨＫ合唱団と旅順九三小学を

中心とした白帆児童合唱団との共演で行われた。大連市では子供達の合唱共演による交流は初めて

のことであり、鑑賞した人達からは大好評を受け、感動の裡に児童少年連には忘れ難い貴重な友好

の実績となった。 

 

「ＮＰＯ法人日中児童の友好交流後援会」に改称 

 2001 年７月には、当後援会がＮＰＯ法人の認証を受け「旅順児童教育後援会」を「日中児童の

友好交流後援会」と改称し、これを機会に旅順の子供達だけでなく、山間僻地にある小学校の児童

連も対象にして活動範囲を広げることにした。 

 

「希望工程」へ 2003 年度から参加 

中国では都市部にある諸学校には相応の教育予算がつくが、農村・山間部などの僻地にある諸学

校には予算の配分が少ない。そのために校舎が老朽化したままで激しい降雨の口は雨漏りがひどく

休校になったり、生徒数が増えても机・椅子などの備品を増やすことができない状況で、生徒達の

学習には気の毒な環境である学校が多い。そこで予算に恵まれない小・中学校では個人・企業・団

体などに寄付を仰ぎ、校舎の補修や学校運営に活用している現状である。この様な教育上の寄付を

取り扱う窓口が設けられ、この種の寄付行為を「希望工程」と呼ばれている。 

簡単に中国式の「希望工程」の内容を紹介すると、寄付行為は活用の内容によって３種類に分け

られる。 

 （１）校舎の補修・増設工事の資金、この種の寄付金が「希望工程」の主流であり、10 万元以

上（約 140 万円）を寄付した個人や団体には、その学校名を改変する権利が与えられて

いる。 

 （２）学校備品（学習机・椅子・黒板・教員机・複写機等の教育用具）や事務用品の購入資金 

 （３）特定の生徒に対し卒業までの学習奨励金（日本での奨学資金）を贈与する資金で、中学生

１人に年間 400 元（約 5,600 円） 

当会では２年間の調査検討期間を経て 2003 年度から「希望工程」に参加することにし、第１

回目として庄河市の山間部にある長嶺鎮の中学校の補修増築工事に協力し 10 万元（総工事費 70

万元の内）を寄付した。希望工程の規定にある通り 10 万元以上の寄付者に与えられる校名改称を

当会は再三辞退していたが、長嶺鎮政府の鎮長や庄河市の市長のたっての要望により「中日友好希

望中学」の校名にして貰った。工事は昨年 11 月に完了し、地元の有力者・生徒の父母・生徒が参

加して、盛大な竣工祝いと感謝の会が催された。当会にとっては初めての試みであるが、当会の終

極の目的は日中の子供達の友好交流であるので、希望中学と東京都港区立青山中学校の生徒との文

通を始めることにした。両校とも海外交流の経験がない上に、両校の生徒数にも相当の差があって、

１回目の文通に時間が掛かっているが、近いうちに軌道にのり、生徒達の往来も見られることと期

待している。 
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「設立十周年の感謝の集い」と「10周年慶祝大会」の開催 

 2002 年の 6 月には当後援会の「設立十周年の感謝の集い」が催され、同年 10 月には旅順政

府主催の「10 周年慶祝大会」が旅順で行われて、新しい出発となった。両会の当日の模様は紙面

の都合で説明を割愛するが、お互いに強く印象に残る会であり、今後の活動の励みとなった。 

 

「朋友会」の設立 

 少し時間は遡って 2001 年の夏、旅順九三小学時代に訪日団員に選ばれて日本に交流の旅をし

た児童の数が既に 67 名となったので、旅順における夏期日本語会話講習会の期間を利用し、嘗て

の訪日団員で現在大学生になっている若者達を招集して訪日団員の連絡会（日本流の同窓会）を結

成する相談をした。中国の学校卒業生の間には日本の様な同窓会の組織がほとんどないので、会結

成の主旨や仕組み等の説明に２時間以上も掛かり、漸く設立の目的を納得し、漸次話が進み､ 

（１）第一回総会日を翌 2002 年の 8月とすること、 

（２）会名を「朋友会」とすること、 

（３）目的は団員相互の連絡親睦・情報交換・日本留学の情報と日本の同年代との交流情報並びに

当後援会との連絡・団員名簿の作成・ミニ会報の発行等 

の原案を作り、役員候補者を内定して準備作業をほぼ終わった。 

 残念なことに 2002 年の夏は小生の体調の具合で旅順行きを取りやめにし､翌 2003 年はＳＡ

ＲＳ蔓延のため延期となり、2 年間は実現を見なかった。 

 2004 年の今夏、改めて 16 名の現大学生を旅順に集め（第１回の準備会に出席した大学生は全

員社会人となったり大学院に進んでいる）、準備会のメンバーを再編成して協議し直した。体格的

にも人格的にも素時らしい成長をしつつある大学生達が、訪日した当時可愛かった１人１人の小学

生時代を想い起こし、感慨無量であった。これらの青年達が将来どのような日中友好の旗振り役を

果たしてくれるかを想像し、当後援会の小さな夢の実現を期待しつつ、打ち合わせを終えて三々

五々帰路につく若者達を見送った。 

来年 2005 年の第１回総会には社会人と大学生を招き、第２回の再来年の総会には、高校生・

中学生も参加できる会にし、第３回の総会には、小学生達の訪日団員が日本でのホームステイで世

話になった日本のお母さん方や当時直接交流した小学生達にも招請案内をしようという約束にな

った。実現できればさだめし感激の対面になるだろうと胸がわくわくする思いである。 

 

今後の支援方法の変更協議と新たな協力関係の確立へ 

 現在の中国都市部の経済事情は著しい発展繁栄を続けそれに伴って都市部に居住する人々の個

人生活は驚くほどの向上を見せている。隔年毎に交流活動の費用を少しずつ旅順側が負担すること

の話し合いを進めてきたが、ここ２～３年の経済成長は、嘗ての日本や韓国・台湾等とは比較にな

らない程の早さで、2030 年頃には世界第二の経済大国日本をキヤッチアップする程の勢いである

と言われている。 

今年８月に旅順を訪ねた時に旅順口区教育局局長、旅順九三小学校長、外事弁公室主任、その他

の関係者と協議した。従来は兎角一方的支援関係に陥り勝ちであったが、現在の様な強力な国にな

ってきた中国との活動の在り方は、今後は、支援ではなく協力、であるべきだと説明し、今後の活

動姿勢を相互協力関係に改めることで合意した。具体的には友好交流活動に要する費用（子供達が

訪日する時の航空運賃、日本滞在中の災害保険料、訪日活動の目的である児童の交流に関係のない
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観光見物などの諸費用など）は双方が分に応じた負担をすることを取り決め、交流活動が新しい時

代に入ることになった。あるいは日本政府が実施している発展途上国に対する開発援助ＯＤＡより

は一歩先を歩いているかもしれない。 

 

中国における日本語学習について 

 日本語の学習事情について一言付け加えておきたい。 

 日本語学習熟は 1997 年頃を境に、次第に変化が現れ始めたことは前編でも申し述べた。1998

年には中国国内では、ＩＴ産業を早期に振興するために、情報技術の早急な取得・普及が必要であ

るということから、中央政府は世界共通語である英語学習を奨励し、小学校でも第一外国語は英語

と決めた。2002 年には当会活動の対象校である旅順九三小学でも、この中央政府の指導に従い、

日本語の受講者は 250 名位にまで激減し、正課の学習時間がなくなり、土曜日の課外授業が主と

なった。旅順第五十五中学でも日本語授業は全廃となった。その後、旅順九三小学では、何とか努

力して日本語学習を継続し続け、その結果、現在では 350 名程に受講者が増えた。旅順の他の小

学ではほとんどの学校で日本語学習が廃止された。日本語学習の有力校であった水師営中心小学で

も取り止められ、旅順では唯一九三小学だけが授業を続行していた。ところが世の中は何か起こる

のか計り知れないことがあるもので、特に中国の様な政治体制の国では尚更のこと、予測できない

ことが起こるものである。 

 2002 年頃から大連市でもＩＴ関係産業のベンチャービジネスが起業し始め、2003 年に大連

市人民政府が発表した「大大連市都市計画」の構想には、嘗て米国でのコンピュータ産業基地シリ

コンバレーと同様なＩＴ産業基地政策が取り上げられた。この構想は大連市という一地方政府の計

画から、中央政府の国家計画に格上げされることになり、以来この分野に進出する企業が次々と設

立されるようになった。さらに、これらのベンチャーは日本企業との合弁が多く、技術は日本企業

指導型であるため、社員の採用条件の第一は、日本語の習得者、という方針が打ち出された。社会

主義型市場経済の特色的な一面として、様々な政策や改革が、端的に言えば、一夜にして変更され

る傾向がある。従来から外国企業に対する優遇税制が簡単に変更される現象に遭って、日本から進

出している中小企業には困惑した業者が多いと関いている。以上のようなＩＴ関係ベンチャー企業

の振興政策は、大連市の中・高校にもただちに反映し、対応して日本語の即効授業が始まり、日本

語熟は再び勢いを見せ始めたのである。本年７月１２日から３回に亙りＮＨＫテレビで大連市にお

けるＩＴ産業の現状と企業で働く中国人の日本語習得状況が紹介された。一例として大連市第十六

中学（高等学校）における日本語教育がＰＲされた。突如として日本語学習熟が下火になり、がっ

かりさせられたかと思うと、唐突に学習熟が盛んになったりと、まだまだ中国では見通しの付けに

くい環境があるだけに、我々も常に変化に注意し、一喜一憂を慎まねばならない社会であることを

認識する必要がある｡ 

 

後援会の歩み 

最後に当後援会活動の現在までの歩みを数字で示し、駄筆を擱くことにする。 

 （１）小学生時代に訪日団員として来日し、東京の小学校に体験入学したり、当会会員宅にホー

ムステイした児童数は 67 名。 

 （２）友好校として交流している小学校は、旅順 2 校、東京に 5 校。中学校は庄河に 1 校、東

京で 1 校。 



10 

 

 （３）ペンフレンドクラブの会員は年間の延べ人数にすると、日中双方で約 2200 名。年 2 回

の文通者は双方それぞれで 500 名。 

 （４）旅順で実施する夏期日本語会話講習会の受講者総数は 160 名。 

 （５）当会会員の旅順訪問団団員数は約４００名、延べ人員は約 1,800 名。 

 （６）当後援会の会員数は 486 名。 

 以上は 2004 年 9 月現在の数字である。 

 

 

私、川畑文憲は、この 13 年間の活動を通じて、 

多くの子供達の限りない夢や隠された可能性に出会い楽しい思いをさせてもらったし、 

心打たれた様々な情景に巡り合ったことに感謝し、 

幸せを感じている。 

若木のような力強さで育っていく子供達の成長を期待するのも 

大きな喜びである。 

 

 

 

 

 

 

 

―WIKIPEDIA からの引用― 

＊米百俵 

米百俵（こめひゃっぴょう）とは、幕末から明治初期にかけて活躍した長岡藩の藩士小林虎三郎による

教育にまつわる故事。後に山本有三による戯曲で有名になった。この逸話は、現在の辛抱が将来利益と

なることを象徴する物語としてしばしば引用される。 

≪内容≫ 

河井継之助が率いた北越戦争（戊辰戦争の一つ）で敗れた長岡藩は、7万 4000石から 2万 4000石

に減知され、実収にして6割を失って財政が窮乏し、藩士たちはその日の食にも苦慮する状態であった。

このため窮状を見かねた長岡藩の支藩三根山藩から百俵の米が贈られることとなった。 

藩士たちは、これで生活が少しでも楽になると喜んだが、藩の大参事小林虎三郎は、贈られた米を藩士

に分け与えず、売却の上で学校設立の費用（学校設備の費用とも）とすることを決定する。藩士たちは

この通達に驚き反発して虎三郎のもとへと押しかけ抗議するが、それに対し虎三郎は、 

「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」 

と諭し、自らの政策を押しきった。 

この米百俵の売却金によって開校したのが「国漢学校」であり、洋学局と医学局が設置された。この学

校は士族によって建てられた学校であるが、一定の学力に達した庶民の入学も許可された。国漢学校は、

現在の長岡市立阪之上小学校、新潟県立長岡高等学校の前身となった。なお長岡藩江戸上屋敷にも国漢

学校があり、長崎に医術の修行のため内地留学も出していた。 
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