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は じ め に 

 

 

学生時代に海外を体験することが，人生にとっていかに重要であるか． 

私は，いろいろな授業で，学生たちに繰り返し語ってきた．というのも，私自身，学部2年生の終

わりの春休みに，初めての海外旅行，それも一人旅を経験したことで，人生の目標ができ，その後，

充実した学生生活を送ることができたからである．バックパッカーという呼び方も普及しておらず，

『地球の歩き方』も刊行されていなかった時代に，42日間の東南アジアの一人旅は，発見の連続であ

り，見知らぬ世界，人々との貴重な出会いの毎日であった． 

だからこそ，学生たちには，思い切って海外に出かけてほしい．そうすれば，多くの発見があり，

これまでの自分を見つめ直し，これからの新たな目標が見つかるはずだ，と言い続けている． 

ところが，最近，日本の学生の足は重くなったようである．「お金がない，時間がない」という言い

訳ばかりが聞こえる．「私は，やはり日本が大好きです」，「卒業旅行で台湾，ベトナムに行ったら楽し

かった」では，あまりにももったいない話である．そこで，学生たちに海外体験，異文化理解のきっ

かけとなるように，海外フィールドワークを企画した．この海外フィールドワークに参加したら，つ

ぎは海外一人旅へ，という期待を込めた． 

どこに行くかいろいろ考えた結果，中国に決めた．なぜなら，日本の若者には，「食わず嫌い」の「中

国嫌い」が多いからである．国内における中国関係のメディア報道では，中国にマイナスイメージを

抱きやすい内容ばかりが目立つ．実際の中国を知らずに，「中国って・・・」と思い込んでしまってい

る若者が非常に多い．また，「中国人は日本のことが嫌いなんだ．だから私も中国のことは・・・」と

なってしまっている．しかし，日中両国で実施された相手国に対する印象に関する調査（2018年，言

論NPO調査）では，「日本に対してよい印象を持っている／どちらかといえばよい印象を持っている中

国人」は全体の42.2％であった．訪日する中国人が，実際の日本を知るようになったことが，この数

字の増加に反映されている．これに対して，「中国に対してよい印象を持っている／どちらかといえば

よい印象を持っている日本人」は全体の13.1％にすぎないのである． 

自分の眼で中国の実情を見て，中国人と接することにより，相手国への印象は大きく変わるはずで

ある．地理学のフィールドワークでは，自然，経済，社会，文化，歴史など地域の諸条件と人々の生

活との関連を総合的に理解することが重要である． 

今回のフィールドワークのコースでは，首都北京だけでなく，黒竜江省の省都，ハルビンを加えた．

大都市である北京だけを見て，「これが中国だ」と思うのは間違いで，中国の地域格差は非常に大きい．

ハルビンは旧満州国の重要な拠点であり，ロシアや日本の文化も残されている．郊外には，旧日本軍

の特殊部隊が人体実験を行った「侵華日軍第七三一部隊遺跡」や満州開拓団員の日本人残留孤児と深

い関係にあるハルビン市方正
ほうまさ

県や日本人公墓もある．これらの地を学生たちが訪れ，日本と中国の歴

史を学び直してほしいと思ったからである． 

 本報告書は，学生たちのフィールドワークの成果をまとめたものである．学生たちのレポートには，

今回，中国で実施したフィールドワークに参加して，大きな収穫を得たことがさまざまに反映されて

いる． 

 帰国して間もない時期に，今回のフィールドワークに参加してのありのままの感想を書いてもらっ

た．以下に紹介しておきたい． 
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・今回中国フィールドワークに参加して，自分が思っていたイメージとは違う中国がたくさん見えた． 

・初めての海外を，フィールドワークという場で経験できたことで，普通の海外旅行では学びきれな

い多くの事を学び，今後，海外へ行くことへの自信にも繋がったのではないかと感じている． 

・どこで何をしても全てが学びに繋がる，とても濃い10日間を過ごした．地理学は，いくら資料を集

めて読み込んだとしても，実際に現地を訪れて学ぶことにはかなわないと実感した旅でもあった．普

段は勉強に熱心な方ではないが，地理学を学ぶ学生としてこのような機会を通じて学べたことを嬉し

く思う． 

・今回のフィールドワークは少し緊張したが，それ以上に多くの発見や知見を得られたため，とても

有意義なフィールドワークになった． 

・中国は道にゴミが落ちて空気も汚いイメージを持っていた．しかし，街の至る所にゴミ箱が設置さ

れ，さらにゴミ箱は，景観維持のためにその地域にあったデザインになっていた．また，街の至る所

で高圧洗浄機を使い毎日道路を磨いていた．そのため，中国にはイメージとは全く逆の綺麗な街があ

り，維持されていた．一方，大気の汚れはイメージ通りであった． 

・中国なのに時間通りに電車が来るなど，実際に現地に行って驚いたことが数多くあった．この一つ

一つの貴重な体験や発見がフィールドワーク後，土産話や自分自身の成長のカギとなったと思う． 

・そもそも，中国に対してあまり良い印象を持っていなかったため，自分で中国へ行こうなどとは思

わなかった．ところが，行ってみると中国は思った以上に発展していた．整備された地下鉄がとても

綺麗だった． 

・10日間で休みなくさまざまな場所を見て回り，日本との違いを肌で感じることができた．その中で

一番感じたのは，日本で聞いた危ない，汚い，発展途上だ，という中国の印象は必ずしもその通りで

はないと感じた．鉄道や観光地は整備されて綺麗であったし，頻繁に清掃されていたし，まるで日本

が非常に優れて，中国は劣っているかのような目線で中国を見てはいけないのだと思った．今回の10

日間はとても濃く充実したフィールドワークであった． 

・今回のフィールドワークでは，総じてたくさんの貴重な経験をすることができてよかった．中国語

が話せないのに一人で地下鉄に乗って一人で北京駅に行ったこと，中国語が話せないなりに，一対一

で小さいながらも現地の人とコミュニケーションをとったこと，この2つが自分自身凄いことをした

と思っており，最も印象に残っている．帰国してからは見慣れた東京の風景や電車の乗り降りのマナ

ーにいちいち感動していたりする．日本はいいなとつくづく思った．外国に行ったからこそ分かる日

本を感じることができたフィールドワークだった． 

 

 海外フィールドワークに参加した学生たちには，今回の経験を活かして，次は一人で海外に出かけ

ることを期待している． 

 

2019年 1月 
 

山 下 清 海 
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６．中国フィールドワークに参加して － 学生個人レポート 

 

１）今どきの中国の楽しみ方  （4年 小宮忠之） 

 私が小学生のころ，親の仕事の都合で上海に 3年間暮らしていた．それ以降，ほぼ毎年上海へ遊び

に行くが，行くたびに絶えず変化がありいつも刺激的な思いをする．今回のフィールドワークでは，

私は初めて北京とハルビンを訪問した．幾度も訪中したが，上海以外の地域に行くのは初めてである． 

 

 ハルビンでの自由行動中，ホテルから中央大街と呼

ばれる繁華街を通った際に，ふと「哈爾濱室内游楽園」

とういう看板が目に入った．漢字から推察するにおそ

らくゲームセンターだろうと判断し，中に入ってみ

た．入り口は狭くて暗く，スマホをいじって仕事して

いない警備員が入り口を見張っていたので，とても入

りづらかった．入り口を抜けるとすぐに動かないエス

カレーターがあり，足を躓かせながらもエスカレータ

ーを登った．登った先には，狭い入り口からは想像が

つかないほど奥行きのある空間が広がっていた．平日

の昼間ということもあるが，中は閑散としていた．ア

トラクションには，UFOキャッチャーやエアーホッケ

ー，日本で定番の太鼓の達人なども置かれてた．また，

館内にはお化け屋敷のようなアトラクションもあり，

日本より多種多様である．中国のゲームセンターの特

徴として，メダルゲームによる景品交換である．メダ

ルゲームとは，現金をメダルに両替してメダル専用の

ゲームをプレイし，勝てばメダルが貰える．要するに

ギャンブルの無いカジノのようなものである．しか

し，中国のメダルゲームでは，メダルを使うところま

では日本と同じだが，勝った場合には紙の切符みたい

なものが出される．この切符を多く集めると，景品交

換所で数々の景品と交換出来る．ボールペンや筆箱な

どの学習用品から中には自転車やドローンまでも商

品として交換出来る．私はパチンコに行った事が無い

が，まるでパチンコのようなギャンブルのように思え

た．しかし，中国では賭博罪があるので，納得できな

いがこの行為はギャンブル行為に含まれていないよ

うだ． 

 その後，私たちはもうしばらくゲームセンター内を

たむろした．そこで今までで目にしたことが無い面白

写真 1 哈爾濱室内游楽園内の 

カラオケボックス 

（哈爾濱室内游楽園にて，2018年 8月 

23日，小宮撮影） 

写真 2 カラオケボックス内のモニター  

（北京首都国際空港にて，2018年 8月 

28日，小宮撮影） 
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いアトラクションを発見した．カラオケスタンドであ

る．電話ボックスのようにガラスで囲まれた箱型のア

ーケード機器で，中にはマイクやタッチパネル等のカ

ラオケ機材が置かれてある．ガラス張りであるため，

外からは丸見えである．中に入り，タッチパネルを見

ると，「重大福利 送優恵券」「関注可抽 毎週 10 位 

30分」などがと書かれた案内が表示されている．おそ

らく，採点ランキング形式で，毎週 10 位以内の人達

が抽選で 30 分無料で歌える権利が与えられるのだろ

う．試しに歌ってみようと試みたが，支払方法がアリ

ペイのみであったため断念した． 

 また，このカラオケボックスは，北京首都国際空港

の出発ロビーにも設置されている．なお，そのボック

スでは周囲を隠すためのカーテンがあるため，プライ

バシーにも配慮がなされている． 

 別の日の夜．同じく哈爾濱室内游楽園の近くにある

斯大林公園は多くの観光客で賑わっていた．公園内に

は防洪勝利記念塔と広場があり，その昔，松花江の洪

水から復興した記念に作られたものである．広場に

は，露店で光る風船や光る竹とんぼなどのおもちゃ等

が売られていて，観光地らしい様相を呈していた．上

海にも似たような観光地で，外灘という黄浦江に面した広場があるが，ここも以前はおもちゃ売りの

露店があったが，去年の 10月に行った際には一軒もなかったため，懐かしく思えた． 

 広場の正面から見える松花江には大きな噴水が設置されていて，時間になると松花江の水を吸い上

げ噴射する．このようなパフォーマンスも上海では見たことがなかったため，ハルビンは観光にとて

も力を入れている町であると実感した． 

 

 今回の FWで，初めてハルビンに行ったが，思った以上に都会で先進的な街だと感じた．また，今の

上海ではもう見られないものも，ハルビンではまだあることに懐かしさを感じた．先述したおもちゃ

売りの露店や，他にもウイグル自治区から出稼ぎに来た人達が屋台で出店する羊肉の串焼きも，昔の

上海はそこら中にあったが，人口過密により地方出身者の上海への定住制限をしているため，ウイグ

ル人の多くが帰郷させられた．そのため現在の上海では，羊肉の串焼きを気軽に食べれなくなったの

である．ところが，ハルビンの中央大街で，久々に羊肉の串焼店を発見して驚いた．このように，上

海で以前にあったものが今のハルビンにあり，まるで 5年前の上海を見ているかのようでとても懐か

しかった．今後とも，ハルビンは変わらないで欲しいと思った． 

 
 
 
 

 

写真 3 哈爾濱室内游楽園の近くにある 

防洪勝利記念塔と噴水  

（斯大林公園広場にて，2018年 8月 

20日，小宮撮影） 
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２）中国フィールドワークに参加して  （3年 中川泰介） 

 今回のフィールドワークで何をしたか問われても，答えるのが難しい．私にとって今回は物心がつ

いて以降初めての外国であり，初めての中国であり，目に入ってくる風景，耳に伝わってくる音，舌

で感じる味，とにかく全てが初体験だった．フィールドワークとは現地で調査や研究をすることだが，

そのような地理学科らしいことはあまりできなかった気がする．今回のフィールドワークを振り返る

と，五感で純粋に感じたことを楽しんでいた時間がほとんどだったと思う． 

 今回のフィールドワークを通して感じたことは，日本と比べて何においてもスケールがとにかく大

きいこと．都市の大きさ，人の多さ，歴史的建造物の大きさ，平野の果てしなさ………．どこに行く

にしても大きいということを感じていた．また，順番や並ぶという概念がないなどの中国人の文化も

体験できた．侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館や中国人民抗日戦争記念館などでは，中国側の立場か

らみた日本を知れたことも印象的だった． 

 

 そんな中で，自分は凄いことをしたと思うことがある．ただフィールドワークの内容とはほとんど

関係ないかもしれない． 

それは自由時間に一人で北京駅まで行ったことである． 

天安門広場や故宮，天壇公園を訪れた日の夕方，16時半頃に解散になった．その後，男子学生で東

直門に行くことになり，18時半集合になった．ホテルの最寄り駅から北京駅まで地下鉄で 3駅と簡単

に行けると思ったので行くことにした．中国では外国人を狙ったスリが多く，特に駅に多いというこ

とを聞いていたので，貴重品はなるべくカバンの中にしまい，カバンは前に持った．また私は中国語

が全く分からないため，もしもの時はどうすることもできない．多くの不安で緊張しつつ，後先の事

は考えず好奇心が高かった． 

ホテルの目の前の地下鉄 2号線東四十条駅の階段を降りる．一人で通る荷物検査は緊張した．ハル

ビンと同じように ICカード型切符を自動券売機で買ってホームに降りる．初めての北京の地下鉄は，

反対方向の電車に乗ってしまった．発車してドア上の路線図を見て気づいた．隣の東直門駅で降りて

北京駅方面の電車に乗りなおす．一人で北京の地下鉄…．自分の言葉が一切通じないという初めての

環境に緊張しつつもそれを楽しんでいた．また，スリに遭わないために中国人を演じようと，どうや

ったら中国人らしく振舞えるか考えたりもした． 

 

 そんなことを考えているうちに北京駅に到着．大き

なカバンを持っている人がたくさん降りる．流れに乗

って改札を出て，地上へ出る．北京駅の駅舎は，一目

では収まりきらないほど大きかった．東京駅のシンボ

ル丸の内駅舎のように，これが首都のターミナル駅か

と貫禄を感じた．駅前広場はそこらじゅうタバコの臭

いが漂っていたが，これから旅に出る人や迎えに来て

いる人で賑わっていた．駅にはスリが多いということ

で，カメラを取り出すことは恐怖だったが写真を撮る．駅前広場を歩いて駅舎右方の切符売り場の方

へ．駅の中に入るには荷物検査を通らなければならなかった．入ることは可能かもしれないが，切符

を持っていなければ列車に乗る訳でもない．その上中国語も話せないので，出れなくなる恐れがある
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と考え，入ってみたかったが断念した．しかし駅舎の

中の奥の方に，列車の行き先と発射時間を表示した電

光掲示板のようなものが見えた．肉眼では見えなかっ

たのでカメラのズームで撮って見てみようと思った．

荷物検査の係員が正面にいる中で撮る形だったので，

撮った写真を消せと言われるかカメラごと没収され

るか懸念したが，幸い何事もなく撮影できた．長距離

列車が多く，日本とは鉄道の位置づけが違うと感じた．

近くの歩道橋に上がって駅舎の全景を撮る．ここを訪

れた記念に駅舎と自分を撮ってもらおうとカメラを渡そうとしたが，そのまま盗まれるかもしれない

と思ったのでやめた．17時半近くになっていたので，ホテルに戻ることにした．ここで問題が発生し

た．地下鉄北京駅は自動券売機ではなく有人窓口だった．東四十条を中国語でなんと読むのか分から

なかった．メモ帳に書いて見せるという苦肉の策に出てみた．かなり緊張した．窓口の人には笑われ

たが，幸いにして伝わったようで切符を買えた． 

今回のフィールドワークでは，総じてたくさんの貴重な経験をすることができてよかったと思う．

その中でも長々と書かせていただいたが，中国語が話せないのに一人で地下鉄に乗って一人で北京駅に

行ったこと，一対一で中国語が話せないなりに小さいながらも現地の人とコミュニケーションをとった

こと，この 2つが自分自身凄いことをしたと思っており，最も印象に残っている．帰国してからは見慣

れた東京の風景や電車の乗り降りのマナーにいちいち感動していたりした．日本はいいなとつくづく思

った．外国に行ったからこそ分かる日本を感じることができたフィールドワークだったとも思う． 

 

 

３）視野の広がった 10日間  （3年 根本ひかり）  

知らなかった中国を知った 10日間だった． 

 翻訳アプリはダウンロードしたものの，中国語は

「你好」と「謝謝」しか知らず，初日の北京行の機内

で飲み物を持ってきてくれた CA に当然のことながら

中国語で「何がいいですか」と聞かれて，英語にも自

信がないので指でコーラを指すだけでまだ中国にも

ついていないのにどうしようと不安に思った． 

初日は乗り換えが上手くいかず北京空港で一夜を

過ごすことになったが，それまで事前指導などでも仲

の良い子といつも一緒にいたためか，他の学年とはあ

まり話す機会もなかったが，乗り換えに失敗したおか

げで話す時間が出来たことはとてもよかったと思う．

また，2日目は若干の寝不足などはあったが，無事ハ

ルビンに着いたと思ったがロストバゲージとハプニ

ングは重なったものの夕方には預けた荷物もホテルに着くなど大事には至らずに済んだので良かった

のと，これが個人の旅行の時ではなくみんなといるときだったので良い経験だったと思う． 

写真 1 ハルビンの街並み 

高層ビルが立ち並ぶち並ぶが郊外は畑など

が多い． 

（2018年 8月 20日， 根本撮影） 
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ハルビンでは，七三一部隊の跡地へ行き陳列館で日

本人がどれだけ現地の人を使って残虐なことをして

きたかを目の当たりにして，日本人は知らない人が大

半だと思うが知っておかなくてはならない事実だと

感じ，方正県では日本人によってもたらされた米がい

まだに根付いていて，米の産地になっていること，ま

た中国唯一の日本人墓地が日中関係の良し悪しに左

右されているなど，日本人はこのハルビンという土地

を知っている人は多くはないと思うが，日本との関係

が深い場所だという印象が強かった．また，それ以外

にも中央大街はロシア風の建物が並んでいるが，一階

は商店や飲食店が多いためか看板などは中国語でい

かにも中国というようなギャップがあった．また，飲

食店も北京と比較してロシア料理店が多くみられた

り，土産物店でもマトリョーシカが売っていたり，松

花江付近の公園の名前がスターリン公園であったり

とロシアの文化も混在しており，日本との関係は深い

が，それよりもっとロシアとの関係は深く生活の一部

となっていると感じた． 

人口約 1000 万人のハルビンでも中国では田舎と呼

ばれるらしいが，建物は高層マンションが多く，一戸

建てのというよりも高いところに住みたいという意

識は日本人にはあまりない感覚だなと感じた．一戸建

ての建物はハルビン市内ではあまり見ることはなく，

低くても 2・3 階建ての集合アパートみたいなのであ

った． 

北京では日本との関わりはあまり見られず，中国の歴代王朝を築いてきた皇帝の権力の象徴の規模

がものすごいという印象が大きかった．今の中国がどのような風潮で，どういう経済なのかあまりよ

くはわからないが天安門広場をみて今の中国をそのまま映し

ている場所なのではないかと感じた．また，今回のフィールド

ワークで最も印象深い建物が天壇公園の祈年殿で，祈年殿が天

の神様に五穀豊穣を願う場所と説明を聞いて天の神様の色で

ある青がとてもきれいだと思ったが，五穀豊穣を願うのは皇帝

で，一般の庶民たちは皇帝が絶対だった中国では庶民たちにと

っての神様はどのような位置にいたのかと不思議に思った． 

写真 2 防洪記念塔 

ハルビンの中で一番にぎわっている所

（2018年 8月 23日， 根本撮影） 

写真 3 機内から見たハルビン郊外 

（2018年 8月 24日， 根本撮影） 

写真 4 天壇の祈年殿 

五穀豊穣を願うだけのために作られた建物． 

（2018年 8月 25日， 根本撮影） 

中国で見た建物の中で一番綺麗だと思った． 
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 また，万里の長城は天気に恵まれなかったせいか曇

っていてよく見えなかったが，一番観光地化している

八達嶺に行ったためか月曜日であったものの多くの

観光客でにぎわっていた．また，万里の長城に観光に

行く人は中国人ではなく日本人や欧米人などの外国

人旅行者の方が多いと勝手に思っていたが，実際には

中国人が多く，あまり日本人観光客を含め外国人旅行

者は見られなかったように思う．北京で訪れた観光地

のほとんどが中国人観光客や現地のお年寄りが多く，

中国の観光地はほとんど外国人旅行者という自分の

想像と違って面白いと思った． 

 中国では地下鉄や観光地に入る際の安全検査を行

っているところが多く，テロなどへの警戒態勢が強い

と感じる一方で警備員同士が話していたり，商店など

では訪れる客が多いのに店員がスマホをいじっていたりと日本では仕事中に私用のスマホを使用する

のはいけないというお店などが多いので，そこは良い風習なんだと吃驚した． 

 今回中国フィールドワークに参加して，自分が思っていたイメージとは違う中国がたくさん見えた．

割り込みが普通の文化だとは思わなかったし，人口は多いといえども田舎で 1,000万人の人口は考え

られなかったし，ひとつひとつの観光地の規模の大きさや美しさにも感動した．実際に中国に行くこ

とがなければ知らなかったことだらけだったが，今回実際に自分の目で見て・体験して・実感したこ

とはこの中国フィールドワークに参加しなければ体感できなかったことだと感じているし，何より実

際に中国に行ったことで若干でも自らの見聞が広がったことを嬉しく思う． 

 

 

４）中国フィールドワークでの学び  （3年 杉本奈緒） 

 私は，今回の海外フィールドワークでの中国訪問が初めての海外経験であった．参加を決意するま

でに様々な葛藤があったが友人・家族からの勧めに後押しされ，参加することを決めた．10日間の旅

を終えた今，とても充実した 10 日間を過ごしたと自

信を持って言えるほど良い経験となった．初めての海

外を，フィールドワークという場で経験できたこと

で，普通の海外旅行では学びきれない多くの事を学

び，今後，海外へ行くことへの自信にも繋がったので

はないかと感じている． 

 成田空港からハルビンに到着するまでに，飛行機

の乗り継ぎに失敗し北京空港で一晩過ごす，無事に

到着したと思えば今度は荷物が届いていない，とい

う 2 つの大きなハプニングに見舞われた．今となっ

ては笑い話であるが，初日から本当に大変な経験を

した． 

写真 5 八達嶺 

天気はよくなかったが八達嶺にはたくさん

の観光客が見られた． 

尾根に沿って建設されている様が綺麗だった． 

（2018年 8月 27日，根本撮影） 

写真 1 ハルビン，中央大街の街並み 

（2018年 8月 20日，杉本撮影） 
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初めに訪れた高さ 336mの龍塔では，ハルビン中心部を一望できた．日本でのスカイツリーからの景色

とは全く異なる景色を見たとき，やっと海外に来たのだという実感が湧き，見渡す限り建物が広がる

景色に感動した．斯大林公園や中央大街は， ロシアの雰囲気漂う，どこか中国らしくない景色でとても

不思議な光景であった．ハルビンという街が田舎であると聞いていたこともあり，西洋風の建物がず

らりと並ぶ光景や，建設中の高層ビル群を見た時，想像していたより発展している街に非常に驚いた． 

その他，ハルビンでの 4日間で侵華日軍第七三一部

隊罪証列館，黒竜江省博物館，安重根義士記念館や方

正県の日中友好林園といった，個人の旅行では訪れな

いような施設へ行き，ハルビンの歴史や日本との歴史

的な関わりについて学ぶことができた．また，今回ハ

ルビンを訪れることになるまで知らなかったことが

多く，日本人として知っておくべき歴史はまだまだあ

るのだと感じた．特に，七三一部隊による人体実験の

事実は隠蔽されていたこともあり，多くの日本人が知

らない事実なのではないかと思う．戦争での被害は戦

地での被害だけではないということ，日本人が中国人

や朝鮮人に対して行ってきた行為の残虐さというも

のを，多くの日本人に知ってもらいたいと感じた． 

6 日目からは北京に移り，北京市内の見学を行った．地方都市のハルビンとは雰囲気がガラリと変

わり，高層ビルが立ち並ぶ風景はまさに大都市であった．北京初日の夜，当初の予定には無かった四

川省雑伎団の公演を見ることができた．映像で何度か見たことはあったが生のパフォーマンスを見た

のは初めてで，一瞬たりとも目を離すことができないほど素晴らしいものであった． 

翌日からは，北京の主な観光地である故宮博物院や天安門，天

壇，頤和園，万里の長城を回った．どこも多くの観光地で賑わうス

ポットであると共に，中国の長い歴史と伝統，文化を感じられる

場所であった．故宮博物院は想像していたより何倍も広大で，一

つ一つの建物から力強さと美しさを感じた．北京のシンボルであ

る天壇の祈年殿は，私が今回のフィールドワークで最も感動した

建築物であった．天安門や万里の長城ほどの認知度は無いものの，

色使いの美しさや迫力に魅了された．360°どの角度から見ても美

しく力強いものであった．万里の長城は，今回最も楽しみにして

いたこともあり天気に恵まれなかったのは残念であったが，大勢

の人をかき分けながら上って見る景色は，どこまでも続く長城と，

上った者にしかわからない感動があった． 

また今回のフィールドワークでは，全員での巡検だけでなく自

由行動の場面もあり，自分たちで現地の情報を収集して行動する機会が多かった．読めないメニュー

から注文すると食べ慣れない食事が出てきたり，それが美味しかったり口に合わなかったりと，食事

をとるだけでも一苦労であった．それでも，自分たちの力で現地の人と接していく中で，言葉が通じ

写真 2 証拠隠滅のために破壊され 

一部が残ったボイラー棟 

（2018年 8月 21日，杉本撮影） 

写真 3 天壇の祈念堂 

(2018年 8月 25日，杉本撮影) 
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なくても伝えようとすることが大切であるとわかっ

た．更に，「北京の銀座」と呼ばれる王府井や「北京の

原宿」と呼ばれる三里屯には近代的なショッピング施

設が集積しているため多くの若者で賑わい，現代の北

京の様子を見ることができた． 

 大きなハプニングから始まった中国フィールドワー

クであったが，どこで何をしても全てが学びに繋がる，

とても濃い 10日間を過ごした．地理学は，いくら資料

を集めて読み込んだとしても，実際に現地を訪れて学

ぶことには適わないと実感した旅でもあった．普段は

勉強に熱心な方では無いが，地理学を学ぶ学生として

このような機会を通じて学べたことを嬉しく思う． 
 

 

５）中国フィールドワークに参加して変わった考え 

（3年 堤 桃香） 

 8/19〜8/28 の 10 日間行われた中国フィールドワークは，私にとってもとても実りあるものとなっ

た． 

 そもそも，中国に対してあまり良い印象を持っていなかったため，自分で中国へ行こうなどとは思

わなかった．ところが，行ってみると中国は思った以上に発展していた． 

 まず，発展していると思ったのは整備された地下鉄がとても綺麗だった点だ．写真 1は，ハルビン

で乗った地下鉄の車内の写真である．写真 2は地下鉄のホームの写真である．ハルビンの地下鉄は開

写真 4 三里屯のランドマーク 

（2018年 8月 25日，杉本撮影） 

写真 1 ハルビン地下鉄の車内 

開通して間もないハルビンの地下鉄はつり革の

代わりにポールを設置している． 

（ハルビン地下鉄車内，2018年 8月 

23日，堤撮影） 

写真 2 ハルビン地下鉄のホーム 

ハルビン地下鉄のホームはすべてホームドアが

設置されており，安全性が高い． 

（ハルビン地下鉄鉄道局駅，2018年 8月 

23日，堤撮影） 
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通してあまり年数が経っていないせいか，とても綺麗である．また，日本の鉄道の安全扉のように胸

元までしかないのではなく，上まで覆っている．現在の日本でさえも上まで覆っているのはほとんど

ない．新しい地下鉄なので設備が日本よりも整っているのは当然だが，より設備が整っているのには

驚いた． 

 

 また，鉄道だけに限られた話でないが，地下鉄に乗車する前に必ず安全検査があった．正直，日本

には空港にしかないあの保安検査場のような大層な設備に通ってからでないと電車に乗れないなんて

思いもしなかった．持っていた未開封のペットボトルでさえも中身が安全かどうか，機械で検査され

た．通勤ラッシュに時間だろうがなんだろうが絶対に利用客が安全検査を抜けないと乗れないとは，

日本では考えられなかったが，過去の事件や人口が莫大にいることを考えると安全は確かな方が良い

のだろうが，ラッシュ時に大勢が利用するのにあの安全検査は，面倒くさいと思ってしまった． 

 その他に進んでいると思ったのは，観光地や市街地にはたくさんの清掃員がいたことである．例え

るならば，千葉の遊園地にいるキャストさん程度の人数の清掃員が街中におり，タバコの吸殻や落ち

ているゴミを拾っていた．よく，外国人に「日本

は綺麗な街だ」と言われるが，最近の日本人は平

気でポイ捨てするし，目の前にゴミ箱や喫煙場が

あるのに平気でその辺に捨てる国に変わってき

てしまっている．その点中国の都心部は街のいた

る場所にゴミ箱が設置されているし，清掃員がす

ぐにゴミを拾うため，「中国は汚い」と日本人は

よく言うが，実際のところ大きく変わらないと感

じた．むしろ，日本に関してはできていた街の美

化意識が薄れどんどん汚くなっているのに対

し，中国では意識して街を綺麗に保とうとする

様子が伺え，意識が変わってきているのを感じ

た．ただ，トイレはやはり日本の方が整ってお

り，中国ではホテル以外ほぼ和式トイレであっ

たし，公衆トイレのようなあの匂いはなかなか

きついものであった． 

 10日間で休みなくさまざまな場所を見て回り，日本との違いを肌で感じることができた．その中で

一番感じたのは，日本で聞いた，危ない・汚い・発展途上だ，という中国の印象は必ずしもその通り

だというわけでないことを感じた．鉄道や観光地は整備されて綺麗であったし，街中は頻繁に清掃さ

れていた．まるで日本が非常に優れて中国は劣っているかのような目線で中国を見てはいけないのだ

と思った．今回の 10日間はとても濃く充実したフィールドワークであった． 

 
 
 
 
 
 

写真 3 北京市内に設置されているゴミ箱 

北京だけでなく中国の至る所でゴミ箱が設営さ

れている． 

(北京市内，2018年 8月 25日，堤撮影) 
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６）イメージを覆した海外フィールドワーク  （3 年 大滝 耀） 

北京とハルビンで 1 番苦労したことがある．

それはトイレである．中国のトイレと言えば，

仕切りがなく，隣で利用する人の姿がまる見え

の「ニーハオトイレ」がつい最近まで当たり前

であった．実際に中国のトイレに行ってみると

どこも個室になっていた．しかし，日本のトイ

レと違うところがいくつかあった．まず，扉の

長さが短く作られていることだ．そのため，便

器の高さが床よりも 1 段高くなっていた．洋式

は少なく，和式に近い型式であった．洋式は，

空港やデパートなどの大型施設で観光客が多く

利用するところに多く設置されていた．トイレ

の形に関わらずほとんどのトイレにトイレット

ペーパーがついていないことに驚いた．トイレ

の入口にトイレットペーパーがあり，使う分だ

け持って個室に入るという形になっていた．も

し，足りなかったらと思うとたくさん持って行

ってしまった．初めて中国のトイレを使って以

降，慣れないためかホテルなどのトイレを使用

することが多く，トイレに行く度に日本のトイ

レの素晴らしさに感動した．また，TOTOや LIXIL

グループといった日本でも見るメーカーが占め

ていた． 

中国は道にゴミが落ちて空気も汚いイメージ

を持っていた．しかし，街の至る所にゴミ箱が

設置され，さらにゴミ箱は，景観維持のために

その地域にあったデザインになっていた（写真

1）（写真 2）．また，街の至る所で高圧洗浄機を

使い毎日道路を磨いていた（写真 3）．そのため，

中国にはイメージとは全く逆の綺麗な街があ

り，維持されていた．一方，大気はイメージ通り

であった．ハルビンは，北の方に位置し，森林も

あるためか空気は澄んでいた．しかし，北京は呼

吸が上手く出来なく，太陽も霞んで見えた． 

中国料理は，日本で食べる中華料理とは味

付けが全く違った．日本とは違い円卓のテー

ブルに大皿の料理が並びそれぞれの箸で自分

のお皿に料理を取り分けるスタイルであった

写真 1 盧溝橋付近のごみ箱 

（2018年 8月 26日，大滝撮影） 

写真 2 香山公園のごみ箱 

（2018年 8月 26日，大滝撮影） 

写真 3 ホリデイインホテル前 

（2018年 8月 23日，大滝撮影） 
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（写真 4）．ハルビンの東北料理は，全体的に味

付けが薄かった．また，ピーマンやとうもろこ

し，湯葉を使った食べ物が多かった．コイなどの

匂いのある食材は匂いを消すために味付けが濃

くなっていた．しかし，川くささが残っていて箸

が進まなかった．日本と違い，水の代わりに蕎麦

湯と似たような飲み物がだされた．北京では，日

本で食べる中華料理の味に似ていて食べやすか

った．また，ジャスミン茶がだされ，無くなると

蓋を開けておくと新しいものを持ってきてくれ

るマナーがあった．また，日本の中華料理店のデ

ザートでよく見る杏仁豆腐は中国で 1 度も目に

しなかった．私たちが普段食べている中華料理

は，本場の料理とは全くことなっていることを学ぶことができた． 

その他にも万里の長城などの観光地は，人が多すぎて観光どころじゃなかったり，水よりもビール

のほうが安く販売されていたり，海外なのに時間通りに電車が来たりなど，実際に現地に行って驚い

たことが数多くあった（写真 5）．この一つ一つの貴重な体験や発見がフィールドワーク後土産話や自

分自身の成長のカギとなったと思う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）私が体感した中国の街並み  （2年 青木基寛） 

1．はじめに 

私は，今回の海外フィールドワークで様々なものを見て，感じた．それらの中で特に印象的だった

のは，中国の街並みだ．私は今まで，海外の街並みについて深く考えたことは無かった．それは単に，

今まで私が他の国を訪れたことが無かったからなのかもしれない．国が変わるだけで，これほどにも

街並みが変わるのだと，今回中国を訪れて，初めて実感した． 

写真 4 満洲楼 

（2018年 8月 23日，大滝撮影） 

写真 5 万里の長城 

（2018年 8月 27日，大滝撮影） 
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以下は，私がそれらを見て，感じたことの記録である． 

 

2．体験記 

1)無機的な街並み 

私が中国を見て，中国に対して持った第一印象は「無機的すぎて不気味」だ．自らの目で初めてみ

た中国は，飛行機から見下ろした北京郊外の様子だった．それは，広い平野の森の一角に，一定の広

さの正方形の区画があり，その中に小さい長方形をした平屋建ての建物が，パズルのように敷き詰め

られている様子だった．長方形の大きさは基本的に同じで，屋根は赤と青の 2種類しかない．これを

日本で例えるなら，1960年代に建てられた，全て同じ形をした量産型の団地が，森を少し隔てて一定

に並び続けている，といったところだ．私は，この光景を目の当たりにした時，中国の自由度の無さ

が景観として現れていると感じた．それ

と同時に，中国という国が一党独裁であ

ること，言論統制が厳しいという話を思

い出した．私は，中国に来たのだと，緊

張で身が引き締まる思いがした．これ

は，ハルビンでも同様のことが感じられ

た．ハルビンで最もよく見た光景は，同

じデザインの中低層の団地がひたすら

続く光景だ．しかし，それらの団地以上

に印象的だったのは，高層ビルまでもが

「同じ」だという点だ．2 つだけならま

だ違和感は無いが，4 個，9 個，12 個と

もなると，違和感を覚えずにはいられな

い．写真 1は，その様子を撮影したもの

である． 

東京に帰ると，東京の街並みがとても伸び伸びしていることに気づかされた．これは日本に帰国し

た直後に乗った特急列車の車窓を見て改めて気づいたのだが，日本の建物は，まったく同じデザイン

のものが連続する光景というが無い．住宅街にしても，それぞれ屋根の形も，色も，窓の位置も，似

ているところはあるがどこか必ず違う．高層ビルに至っては，まったく同じ形のものは見渡す限り 1

つもなく，それぞれが個性を持っている．国が変わると，全く異なる街並みになることを体感した私

は，街並みへの興味が深いものへと変化した． 

 

2)中央大街の表と裏 

中央大街は，立派な建物が並ぶ大通りだ．一部は度重なる増改築の影響を受けたのか，ヨーロッパ

風のデザインに似せた，小奇麗すぎて違和感を覚える建物は見受けられたが，むしろそれがテーマパ

ークのような雰囲気を演出し，歩いていて楽しい大通りだった．歩く人々も，良い服を着た家族連れ

や恋人が目立つ． 

中央大街を初めて歩いた 8 月 20 日の夕方，私は山﨑とともに，中央大街から少し外れた道を散策

した．そこで目にしたのは，中央大街の美しい街並みとは遠くかけ離れた光景だった．通りに並ぶ建

物の外壁の塗装は剥がれ落ち，露わになったコンクリートは風化して黒ずみ，金属の窓枠は錆びつい

写真 1  龍塔から見たハルビン市街地 

眼下には低層団地が広がる．遠方には，同様に高層ビル

が並ぶ．写真右上は，同じ姿の高層ビルが十数個並ぶ． 

(ハルビン市南崗区龍塔，2018年 8月 20日，青木撮影) 
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ていたのだ．これは，建物 1棟だけに限った話で

はなく，どこもかしこも同様なのだ．街の人も，

ラフな格好の人や，壁に座り込む痩せこけた老人

など，中央大街とはまるで違う雰囲気だ．あれだ

け奇麗な場所とこれだけボロボロな場所が，まる

でコインの表と裏のように存在していた．この絶

大な落差は，中国の生々しい一面を私の記憶に刻

み付けた．この光景は，実際に訪れなければ一生

知らないままだっただろう．私は，中国の知られ

ざる一面をこの目で見たことに，喜びを感じた． 

 

3)鉄道と国家 

私は，中国の交通網が徐々に広がっていること

を，様々な場所で実感することができた．8月 22

日はハルビンから方正県へ高速道路で移動した

が，その車窓からは，建造直後の真っ白いコンク

リートが印象的な，どこまでも延々と続く鉄道の高架橋を確認できた．また，ハルビンのスターリン

公園から松花江の東を眺めたときに見えた新品の鉄橋には，これまた新品の，流線型のフォルムが印

象的な特急列車が，試運転をしている光景を目撃することもできた． 

日本に帰国して最初に乗ったのは，成田エクスプレスだった．この列車は，成田駅に入る直前，建

設途中のまま途切れた高架橋を横切る．それは，過去に成田新幹線を敷設しようとした痕跡だ．私は，

車窓からそれを見たとき，はっとした．中国は，その国家体制ゆえに，様々な計画を速く進められる．

これは大きな利点だ．それに対し日本は，新幹線の１つを進めるにも，様々な障害が存在する．時に

は，障害を乗り越えられずに終わる計画もある．だが，そうした障害はドラマを作り，ドラマが計画

をより深く面白いものにするのだ．日本と中国は，様々な点において，差異が多すぎる．そのどちら

かが良くてどちらかが悪いということはなく，両方に良い点が存在するのだと，気づかされた． 

 

 

８）20mおきに設置されたゴミ箱  （2年 山﨑亮太） 

 出国前，中国の街並みといえばゴミが落ちていたりして汚いというイメージだった．しかし，現地

に行ってみてその考えは半分あたりで半分外れだった． 

 8月 20日，ハルビンでの初日から町のきれいさを感じた．私たちが宿泊した「ホリデイ・イン ハ

ルビン」というホテルは中央大街の南端付近にある．そのためハルビンでの夕食は中央大街に行くこ

とがほとんどだった．中央大街は観光客で賑わう歩行者天国で，ショッピングセンターや飲食店，お

土産屋などが多く立地していた．もちろん，串焼きやアイスなど食べ歩きができるものも売っていた．

しかし，石畳の道にはごみがほとんど落ちていなかった．その理由が二つあると感じた．一つは多数

のゴミ箱が，通りに沿って両脇に等間隔で並べられていたことだ．それは少し郊外にある侵華日軍第

七三一部隊遺史でも，自由行動時に訪れた極楽寺前の通りも同様だった．ゴミ箱は 3種類の分別がで

きるようになっており，リサイクルできるもの，できないもの，タバコの灰皿という分け方だった． 

写真 2 中央大街から少し外れた通りの建物 

左手の壁面が剥がれ落ちた建物が印象的．左下に

は，この場所で生活する市民がいる． 

（ハルビン市道里区北安街，2018年 8月 

20日，青木撮影） 
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ハルビン 4日目に自由行動で訪れた東大直街北端の極楽寺前に置かれてるゴミ箱の数は多く，道の

両側に一つずつ置いてあり約 20m間隔で配置されていた．おそらく数えれば 100を超すだろう．置き

すぎのように思えたが，私たちが訪れたのは昼間だった．夜になると屋台が立ち並び，屋台通りにな

るのだろう．話を中央大街に戻すと，ゴミ箱以外に道に落ちているゴミを拾う清掃の仕事をしている

人たちがいるのに気が付いた．それが二つ目の理由だ．ハルビンでのガイドさん，房さんいわく国の

政策で清掃の人やゴミ箱を増やしているらしい．

他には，ホテル前の歩道でライトグリーンの制服

を着て高圧洗浄機を掛けている人たちや，極楽寺

まえの東大直街で道路洗浄車に水をかけられそ

うにもなった．帰国して調べてみると，中国政府

は 2020 年までにゴミ処理問題に対し，約 4 兆円

を投じ対策を行ってきていた．今回街でゴミ箱

や，清掃員を多く見かけたのはその活動が市民レ

ベルまで浸透している証拠かもしれない．また，

重慶市の「ごみ箱がない小学校」という記事も興

味深い．この学校は 2014 年に開校し，以来生徒

たちはマイバッグを持ち，そこに自分で出したゴ

ミを入れ，放課後分別して処分するらしい．ゴミ

をポイ捨てするという考えを，若いころの教育に

よって改善していける良い教育だと感じた． 

ただ，すべてがきれいだというわけではなく中

央大街から一歩裏道のような通りに入るとそこ

写真 1 ハルビン斯大林公園前の 

ゴミ箱 

左の黄色がリサイクルできないもの，

右の緑ができるもの，真ん中に小さく

タバコを捨てる部分がある． 

（2018年 8月 23日，山﨑撮影） 

写真 2 ハルビン，極楽寺前のゴミ箱 

等間隔に設置されたゴミ箱．昼間だったため異常にゴミ箱

が多く感じるが夜になると屋台が並ぶ． 

（2018年 8月 23日，山﨑撮影） 

 

写真 3 ハルビン，東大直街の大通りを清掃す

る道路清掃車 

他の車とは違い，ランニングよりは少し早い速

度で運転されていた．車体の下に高圧洗浄機と

回転する赤いブラシがついていた． 

（2018年 8月 23日，山﨑撮影） 
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は地元の人たちの生活空間となっており，私が想

像していた中国の街のイメージにとても近かっ

た．ただ，想像よりはあまりゴミが目立たなかっ

た．観光地となる場所を重点的に清掃員はゴミ拾

いしているはずで，ゴミ箱も写真のような政府が

設置したものではなく地元の人が各々設置した

ように見えるゴミ箱が点々と置かれていた．たま

に飲食店の脇にあるゴミ箱が蓋もなく生ごみが

山盛りになっていて，ハエがたかっていたり，ヒ

マワリの種の殻が（見たところ中国の中年齢以上

の庶民はヒマワリの種をおやつに食べているこ

とがあった）道端に落ちているのを見かけたが，

通りすべてがゴミ臭いなんてことはなかった．む

しろ，歩道に机と椅子を置いてビールを飲みなが

ら談笑している自然体な地元の人々を見てほっ

こりした． 
 

 
【参考文献】 
「中国，ゴミ処理に約４兆円かけて対策」The Epoch Times，2017年 1月 30日． 

https://www.epochtimes.jp/2017/01/26717.html（最終閲覧日：2018年 9月 2日）． 
『日本のように？中国で「ごみ箱がない小学校」が話題に―中国紙』Record china，2017年 3月 23日． 

https://www.recordchina.co.jp/b173084-s0-c30-d0052.html（最終閲覧日：2018年 9月 2日）．  

写真 4 ハルビン・ホリデイ・インホテル前 

の歩道 

午前中，石が敷き詰められた歩道を，ライトグリ

ーンの制服を着た人たちが高圧洗浄機を用いて

洗浄していた． 

（2018年 8月 23日，山﨑撮影） 
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お わ り に 

 
 
 本報告書は，立正大学地球環境科学部地理学科の開設科目「海外調査法およびフィールドワーク１」

の実施報告書である。 

今回の参加学生のほとんどは海外旅行の経験も乏しく，1名を除いて，10日間海外に出かけるとい

うこと自体初めてのことであった。しかし，「はじめに」でも触れているように，学生達はそれぞれに，

現地での観察や体験を通し現代中国に関して理解を深めることができた。まさに，フィールドワーク

の醍醐味を味わったということである。ハルビンに到着した初日は，いくつかのトラブルなどで少々

お疲れ気味だった学生達が，日を増すごとに活き活きとしてきて，夕食時の自由行動などを有効に活

用し，行ってみたいところ，食べたいものなど貪欲に求めていた姿が印象的であった。 

すでにハルビン市・北京市を訪問してから半年が過ぎ去ろうとしている。ともすれば日常の些細な

出来事に追われ，忘れてしまいそうな短い10日間の巡検であったが，今でもフィールドノートのペー

ジを繰れば，ハルビンの冷涼な空気，味の濃い東北料理，夏の北京の暑さと喧騒…が胸を去来する。 

本報告書はそんな，学生のフィールドノートの寄せ集めである。ほぼすべての学生はフィールドワ

ークの経験もとぼしく，かつ海外経験もとぼしい。よって中国まで行って調査という調査ができるわ

けでは全くない。そこで今回は，あえて型にはめたような調査テーマや手法などを取らせず，自由に

「歩き」「見て・聞いて」「書く」という作業をひたすらに行わせた。情緒的な記述やステレオタイプ

を脱し切れていない理解などが散見されるなど拙いというご指摘・ご批判もあるかもしれないが，随

所に学生らしい素朴な気づきや新鮮な驚き・発見が散りばめられている。誤字脱字や誤謬があれば，

それは筆者ら引率教員の責任に負うところが大きい。ご寛恕を賜りたい。 

 本報告書が，手に取っていただいた方々にとってのこれからの海外体験への動機となれば，引率教

員・編者として望外の喜びである。さらに僭越ながら，「食わず嫌い」の「中国嫌い」の方々に本当の

中国の味わい深さを教える機会ともなれればなおさらのことである。また，参加者の諸君にとっては，

これからの海外体験におけるメルクマールとなることを切に期待している。 

 最後になるが，今回の巡検は海外巡検にも関わらず現地のガイドに恵まれていたように思う。今回

お世話になったガイドの方々は，案内という最低限の職務に加え，訪問場所や移動中のバス車内など

で懇切丁寧かつ平易に様々な事柄をご教示してくれた。学生の理解が深まったことは言うまでもない。

紙面を借りて恐縮であるが，筆をおく前に，ハルビン市でお世話になった房さん，北京市でお世話に

なった尹さんに謝意を表したい。ありがとうございました。 

 

 

2019年 2月 5日 

横 山 貴 史 
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