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愛知県高校生訪問団広東省派遣事業 

実施結果報告書 
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愛知県政策企画局国際課
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１ 派遣者名簿 

高校生（12名） 

学校名 氏名 学年 性別

1 千種高等学校 平井

ひら い

 里緒菜

り お な

１年 女

2 中村高等学校 高雄

たか お

 茉莉

ま り

１年 女

3 瀬戸西高等学校 服部

はっとり

 可歩

か ほ

１年 女

4 尾北高等学校 青山

あおやま

 琴海

こと み

２年 女

5 一宮西高等学校 笠島

かさしま

 琴愛

こと え

１年 女

6 津島高等学校 河村

かわむら

 晴香

はる か

１年 女

7 常滑高等学校 堀田

ほっ た

 和花

わ か

１年 女

8 豊田北高等学校 安部

あ べ

 知哉

とも や

１年 男

9 西尾高等学校 飯塚

いいづか

 友恵

とも え

１年 女

10 刈谷北高等学校 谷澤

たにざわ

 桃子

もも こ

１年 女

11 豊橋東高等学校 金田

かな だ

 梨沙

り さ

１年 女

12 御津高等学校 レー・アン・ビータオ １年 女

引率者（5名） ※愛知県上海産業情報センターの 2名は上海で合流

所属 役職 氏名 性別

13 愛知県国際課 主幹 浅田 努 男

14 愛知県国際課 主査 植村 豊 男

15 中村高校 教諭 佐々木 香 女

16 愛知県上海産業情報センター 駐在員 余語 克昭 男

17 愛知県上海産業情報センター スタッフ 石 藍嵐 女
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２ 知事表敬訪問・事前説明会 

＜知事表敬訪問＞ 

日時：平成 30年 3月 5日（月）12時 25分～12時 45分
 場所：愛知県公館

 内容：自己紹介・抱負、知事挨拶、記念撮影

  各生徒は、自己紹介の後、それぞれ派遣の抱負を発表しました。

  知事からは、「広東省への派遣は今回が初めてになるので、皆さんには今回の訪問で有

意義な体験をしていただき、帰国後は両地域の交流の担い手となっていただくことを期待

しています。」と激励の言葉がありました。

＜事前説明会＞ 

日時：平成 30年 3月 5日（月）13時 30分～16時
 場所：愛知県庁第１会議室

 内容：自己紹介、渡航概要説明、グループワーク、中国語勉強会
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３ 広東省派遣 

全体行程：平成 30 年 3 月 21 日（水・祝）～3月 27 日（火） 

行     程 宿泊

3/21 

（水・祝）

07:25 集合（中部国際空港 3F出発ロビー案内所前）
09:25 中部国際空港発（CZ380）
11:05 上海浦東国際空港着
12:45 上海浦東国際空港発（CZ380）
15:30 広州白雲国際国際空港着
17:30 ホテルチェックイン
18:30 夕食 広東勝利

賓館

（ホテル）

3/22 

（木）

08:30 ホテル発
08:40 外事博物館視察
09:20 広東省外事弁公室副巡視員表敬訪問、礼賓府視察
10:50 南越王墓博物館視察
12:00 昼食（中国大酒店）
14:00 広州市都市計画展覧センター視察
16:30 広州タワー視察
18:30 夕食（花城広場付近）

3/23 

（金）

08:00 ホテル発
10:00 順徳華僑中学（高校）訪問
17:00 ホームステイ ホーム

ステイ
3/24 

（土）
終 日 ホームステイ

3/25 

（日）

09:00 ホームステイ先から集合

午 後 広東外語外貿大学の日本人留学生との交流
広東勝利

賓館

（ホテル）3/26 

（月）

午 前 ホテル発

09:00 Ehang（億航）無人機訪問
10:30 広州励豊文化科技股份有限公司訪問、昼食
14:00 広州桜泰汽車飾件訪問

3/27 

（火）

14:00 広州白雲国際国際空港発（CZ379）
16:20 上海浦東国際空港着
18:00 上海浦東国際空港発（CZ379）
21:05 中部国際空港着
21:05 解散（中部国際空港 2F国際線到着ロビー案内所前）

－
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1 日目：3月 21 日（水・祝） 

＜中部国際空港から中国・広東省へ＞ 

2 日目：3月 22 日（木） 

＜外事博物館訪問＞ 

時間：8時 40分～9時 10分
 場所：外事博物館

朝早い集合でしたが、全員時間通りに

集合。

事前説明会以来 2回目の対面のせいか
みんな少し緊張した様子でした。

上海浦東国際空港での乗り継ぎは少し

苦労しましたが、無事に広東省へ到着。

初日の夕食は、中国式の丸テーブルで

広東料理を満喫しました。

外事博物館は、広東省政府の国際交流を紹

介する博物館です。国際交流の歴史に関する

展示や世界各国の友好提携先などから受領し

た記念品などを見学しました。
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＜広東省外事弁公室 欧陽江旋副巡視員訪問、礼賓府見学＞ 

時間：9時 20分～10時 20分
 場所：広東省外事弁公室及び礼賓府

 内容：欧陽副巡視員あいさつ、県国際課主幹あいさつ、高校生代表あいさつ、記念撮影、

記念品交換、賓客対応に使われている礼賓府を見学

～欧陽副巡視員あいさつ～

・愛知県高校生訪問団の来訪を心より歓迎する。

・広東省は中国国内で最も人口が多く、経済的にも発展が著しい。一方で、省内には発展

に取り残されている地域もあり、中国の縮図とも言えるので、広東省のさまざまな面を

見てほしい。

・昨年は日中国交正常化 45周年、今年は日中平和条約締結 40周年にあたり、日中友好の
良好な雰囲気を醸成するためには、若者の交流が重要である。

・今回の訪問を通じて、皆さんには両地域の交流の架け橋になっていただきたい。

欧陽副巡視員表敬訪問では、訪問団の生

徒を代表して、西尾高校の飯塚さんがあい

さつをしました。

欧陽副巡視員との懇談後、広東省外事弁公

室が海外からの賓客を接遇する際に使用する

「礼賓府」を見学しました。中国式や西洋式

などいくつかの部屋があり、どの部屋も立派

に装飾されていました。
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＜南越王墓博物館訪問＞ 

時間：10時 50分～11時 50分
 場所：南越王墓博物館

＜昼食（餃子作り体験など）＞ 

時間：12時 00分～13時 30分
 場所：中国大酒店

博物館を紹介する映像を鑑賞後、紀元前 2

世紀ごろにベトナムから広東省を含む中国南

部を治めていた南越国の王様の墓や埋葬品な

どの展示を見学しました。

広東省外事弁公室 張海波 調研員の手配

で、ホテルのシェフに本場の餃子の作り方を

教えてもらいました。作った餃子は、みんな

でおいしくいただきました。
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＜広州都市計画展覧センター訪問＞ 

時間：14時 00分～16時 00分
 場所：広州都市計画展覧センター

＜広州タワー訪問＞ 

時間：16時 30分～18時 00分
 場所：広州タワー

広州市の発展の歴史、現在、将来の都市

計画やイメージを、大型の模型、最新のデ

ジタル技術、体験型のアトラクションなど

を通じて紹介する施設です。珠江を中心に

発展してきた広州市の発展の概要を学ぶこ

とができました。予定を大幅に超過して二

時間ほど見学しましたが、一日がかりでも

全てを見学できるかどうかわからないほ

ど、広大な施設でした。

「くびれ」の愛称で親しまれている高さ

600mのテレビ塔です。400mの高さにある
展望施設からは広州市内の風景を一望でき、

その発展を肌で感じることができました。
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3 日目：3月 23 日（金） 

＜順徳華僑中学訪問＞ 

時間：10時 00分～17時 00分
 場所：順徳華僑中学（佛山市）

 相手方：呉剣平 校長はじめ順徳華僑中学の関係者

 内容：歓迎セレモニー、授業体験（書道、体育）、交流会 など

    ※伊丹市中学生訪問団も参加

【歓迎セレモニー】

【授業体験（書道）】

広州市から一時間ほどかけて佛山市へ移

動し、順徳華僑中学に到着しました。到着

すると、呉校長をはじめ多くの先生や訪問

団のお世話をしてくれる生徒が盛大に出迎

えてくれました。歓迎セレモニーでは、双

方の代表のあいさつ、自己紹介、記念品交

換などを行い、順徳華僑中学での一日が始

まりました。

書道の授業では、先生の説明が中国語の

ため戸惑う部分もありましたが、隣の生徒

と英語などでコミュニケーションを取りな

がら取り組みました。愛知県と広東省の友

好関係が末永く続くことを祈念して、「永」

という文字を書き、隣の席の生徒と作品を

交換しました。
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【昼食】

昼食は、日本の学校とは異なるビュッフェ形式でした。生徒たちは一緒にテーブルを囲んで、

緊張しながらも楽しそうに昼食を食べていました。
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【授業体験（体育）】

【交流会】

体育の授業では、バスケットボールとバ

トミントンに参加する二班に分かれまし

た。生徒たちは、周りの生徒の様子を見な

がら、普段の授業で行われている練習に積

極的に取り組みました。うさぎ跳びなどの

ハードなメニューもあり、翌日は筋肉痛に

なってしまった生徒も多くいました。

交流会では、訪問団を代表して、尾北高校

の青山さんが英語であいさつを行いました。
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その後の双方の出し物では、順徳華僑中学の

生徒によるバンド、ストリートダンス、武術、

日本のアニメやゲームキャラのコスプレ、先生

たちによる太極拳などが行われました。

愛知県の高校生は、日本のアニメに関す

るクイズ、日本の着物の紹介と着付けの実

演、バブリーダンスを行い、どのパフォー

マンスもとても盛り上がっていました。特

に日本のアニメは中国で大人気であるた

め、クイズの選択肢として準備したキャラ

クターの絵を見せるだけで、大きな歓声が

あがっていました。
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【記念撮影、ホストファミリーと合流】

3・4・5 日目：3月 23 日（金）～25 日（日） 

＜ホームステイ＞ 

日時：3月 23日（金）17時 00分～3月 25日（日）9時 00分
 場所：ホストファミリーのご自宅等

〇千種高等学校 平井里緒菜（ホームステイ受入学生：平心悦）

交流会終了後、お世話をしてくれた先生

や生徒と一緒に記念撮影を行い、学校での

プログラムは終了しました。記念撮影終了

後も、愛知県の高校生たちは、多くの生徒

から一緒に写真を撮ってほしいと頼まれ、

さながらアイドルのようでした。ホストフ

ァミリーが学校まで迎えに来てくださり、

いよいよホームステイが始まりました。

ホームステイは、順徳華僑

中学の生徒のご家庭で受け入

れていただきました。一人で

ホームステイを行うことにな

ったため、始まる前はみんな

緊張していましたが、中国の

一般家庭での生活や文化を体

験できるたても貴重な体験に

なったようです。



- 13 - 

〇中村高等学校 高雄茉莉（ホームステイ受入学生：梁倩銘）

〇瀬戸西高等学校 服部可歩（ホームステイ受入学生：羅烙琪）

〇尾北高等学校 青山琴海（ホームステイ受入学生：楊思彤）

〇一宮西高等学校 笠島琴愛（ホームステイ受入学生：銭嘉瑋）
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〇津島高等学校 河村晴香（ホームステイ受入学生：蔡学儀）

〇常滑高等学校 堀田和花（ホームステイ受入学生：何家棋）

〇豊田北高等学校 安部知哉（ホームステイ受入学生：梁煒恒）

〇西尾高等学校 飯塚友恵（ホームステイ受入学生：呉碧妍）
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〇刈谷北高等学校 谷澤桃子（ホームステイ受入学生：謝雯琪）

〇豊橋東高等学校 金田梨沙（ホームステイ受入学生：廖安婷）

〇御津高等学校 レー・アン・ビータオ（ホームステイ受入学生：廖雯敏）
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5 日目：3月 25 日（日） 

＜広東外語外貿大学訪問＞ 

時間：14時 30分～16時 00分
 場所：広東外語外貿大学

 内容：キャンパス見学、日本人留学生との交流（意見交換等）

6 日目：3月 26 日（月） 

＜Ehang（億航）無人機訪問＞ 
時間：9時 00分～10時 00分
 場所：Ehang（億航）無人機
 内容：開発製品の見学、ドローンの操作体験等

広東外語外貿大学は、外国語や国際経

済・貿易などを学ぶことができる中国でも

有数の大学です。キャンパスを見学後、立

命館大学からの留学生から大学生活などに

ついての説明があり、説明後、生徒たちは

隣の留学生と懇談して、個別に知りたいこ

とやわかないことなどを聞いていました。

Ehang（億航）無人機は、ドローンなど
を開発する企業です。様々なドローンを見

学させてもらい、中には人が乗ることがで

きるドローンもありました（開発中）。見学

後、屋上でドローンに搭載されたカメラの

映像を見ながら、実際に操作させてもらう

貴重な体験をさせてもらいました。
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＜広州励豊文化科技股份有限公司訪問＞ 

時間：10時 30分～12時 00分
 場所：広州励豊文化科技股份有限公司

 内容：概要説明、音響・映像施設等の体験

広州励豊文化科技股份有限公司は、最新

のデジタル技術を用いて、音響や映像設備

の開発、販売、それらの公共文化施設へ提

供、公共文化施設へのコンサルティングな

どを行う企業です。録音の質を高めるため

に雑音がほとんど聞こえなくしている無音

室、タッチパネルで歌声や楽器の音質をコ

ントロールできる施設、有名歌手のライブ

映像を 4Dで体験できる施設など、先端的
なデジタル技術を体験しました。
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＜広州桜泰汽車飾件訪問＞ 

時間：14時 00分～16時 00分
 場所：広州桜泰汽車飾件

 内容：概要説明、生産現場等見学、縫製・検査体験、質疑応答

7 日目：3月 27 日（火） 

＜帰国＞ 

広州桜泰汽車飾件は、トヨタ紡織株式会

社等が広州に設立した現地法人です。会社

の概要説明後、シート、ドア、内装の生産

工程を見学し、ミシンでの縫製や製品の検

査なども体験させていただきました。生徒

たちは、愛知県企業が海外で活動している

イメージを膨らませることができたようで

す。

充実した 7日間のプログラムを終えて、
全員元気に帰国しました！
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４ 派遣高校生報告書 

学校名 氏 名 ページ

1 千種高等学校 平井 里緒菜 20 

2 中村高等学校 高雄 茉莉 24 

3 瀬戸西高等学校 服部 可歩 27 

4 尾北高等学校 青山 琴海 33 

5 一宮西高等学校 笠島 琴愛 44 

6 津島高等学校 河村 晴香 49 

7 常滑高等学校 堀田 和花 57 

8 豊田北高等学校 安部 知哉 63 

9 西尾高等学校 飯塚 友恵 66 

10 刈谷北高等学校 谷澤 桃子 69 

11 豊橋東高等学校 金田 梨沙 73 

12 御津高等学校 レー・アン・ビータオ 80 


