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南京・上海ゼミ合宿 帰国報告 

文責：高田幸男 
 

2015 年 9 月、文学部アジア史専攻と日本史学専攻は、はじめて合同で海外ゼミ合宿を実

施しました。訪問地は中国の南京市と上海市。南京に 3 泊し、帰りに上海にも 1 泊する 4 泊

5 日の研修旅行です。参加者は以下のとおり。 
引率：高田幸男専任教授（アジア史専攻）、野尻泰弘専任講師（日本史学専攻） 
参加学生：アジア史専攻 1 年生男女各１名 

日本史学専攻 1 年生女子 1 名、3 年生男子 1 名、大学院生男女各１名 
以上、学生計 6 名 

 
今回のゼミ合宿は、「現地で歴史的事件の現場や博物館の展示を見学し、中国の現状を実

見して、歴史と現代との結びつきを実感するとともに、南京大学歴史学院の学生との交流を

通じて、相互理解を深め」、「外国語によるコミュニケーションや異文化理解の重要さを認識

し、外国語学習や留学への意欲を高める」ことを目的としていました。参加学生はそれぞれ

研究課題を決めて、事前調査を発表してからゼミ合宿に参加し、帰国後、現地で調査した結

果を発表しました。 
南京・上海というと、日本との関係では近代の諸事件が思い浮かび、参加した学生も、ゼ

ミ合宿に臨んで近代史からそれぞれの研究課題を選んでいました。ところが、南京や上海は

近代以前から日本との結びつきがありました。そこで、南京ではそうした歴史をうかがうこ

とができる史跡や博物館等を見学しました。 
以下、5 日間の行程を文章と写真で綴り、参加したみなさんの感想を掲載します。 

 
 
 

     
巨大な高速鉄道上海虹橋駅 

１日目 ９月４日（金） 
 07:15 羽田空港国際線ターミナルに集合。 

09:49 日本航空 81 便、羽田を離陸。 
11:22(以下、北京時間) 上海虹橋空港に着陸。 

 地下鉄 10 号線で上海虹橋駅へ移動。 

15:00 高速鉄道G18次列車で上海虹橋駅を出発。 
   最高速度 300km/h です。 

 16:05 南京南駅着。 

 



 地下鉄 1 号線に乗って、珠江路駅で下車。5 分ほど歩いて、南京大学鼓楼キャンパス南苑

賓館着。この建物は 1950 年代に建築された旧留学生宿舎で、実は高田にとって大学院時代

の 1988 年から 1 年あまり生活した思い出の場所です。 
南苑賓館に着いてみると、年配の女性が 2 人待っていました。実は、合宿に参加した院生

の一人 G さんは、かつて大連で日本語を教えたことがあり、2 人の女性は南京在住の教え

子だったのです。G さんは 50 年ぶりの再会を果たし、教え子に招かれて食事に出かけまし

た。50 年前、彼女は文化大革命の勃発で日本語を教えられなくなって帰国し、教え子たち

は日本語を学んだことで文革中に辛い体験をすることになりました。それでも先生を慕う

気持ちは衰えず、今日の再会となったのです。 
一方、他の参加者は、南京大学鼓楼キャンパスとその周辺を散策しました。キャンパスの

一角に、ヨーン・ラーベ（1937 年当時ドイツシーメンス社の駐在員として南京事件に遭遇

し、難民救済に尽力した）の家があり、見学したかったのですが、到着が遅くなり、すでに

閉館していました。そこで、夕暮れの鼓楼キャンパスを見てまわりました。ここはもともと

キリスト教系の金陵大学の敷地で、いまも当時の建物が残っています。それらを見たのち、

大学正門近くの食堂で夕飯。中国のごく一般的な食堂メニューです。 

    
瓦屋根の南京大学南苑賓館（旧留学生宿舎）     南京大学 金陵大学時代の講堂 

イベントをやっていた。 

 
ツタのからまる金陵大学時代の校舎         南京大学正門近くの食堂にて 

このあと、土砂降りの雨となりましたが、おかげで翌日から空気がきれいになりました。 
朝早くに集合し、東京から南京まで約 2,000km を一気に移動したので、この日は早く休

みました。 



２日目 ９月５日（土） 

  

 
 
09:00 南苑賓館を出て、地下鉄を乗り継ぎ、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館（侵略

した日本軍の南京大虐殺で殺害された同胞を記念する館、いわゆる南京大虐殺記念館）へ行

きました。南京へ来た以上、日本人として見学せざるを得ません。また、参加学生の多くも、

実際、どのような展示がされているのか関心を持っていました。 

      

地下鉄の乗り換え。2 路線あります。高田は  入館まえのセキュリティチェックに長蛇の列 

地下鉄では何度も若者に席を譲られました。 

09:30 大虐殺記念館に到着。土曜日なので、朝から多くの人が見学に来ており、実際に

入館するまで 30 分ほど並びました。 
 10:00～12:30 虐殺記念館を見学。見学時間の多くは陳列館で費やされました。陳列館の

なかは暗く、映像やジオラマなどを効果的に使って展示しており、館の中央には遺骨が発掘

南京大学のレストラン 南芳園 

（かつての留学生食堂） 

左が外観 

下左 ブッフェ方式の朝食 

おかず、パオズ等が並ぶ。 

下右 おかゆ、パオズとおかず、 

   豆乳で朝ご飯。 



された情況のまま展示されています。意外に多いのは、日本側から提供された品々。また、

事件の真相を追究する日本人に関する展示や、元日本兵の証言録音が聞けるコーナーもあ

りました。ただ、どうしてこのような惨劇が起きたのかという説明はないようでした。 

      
   緊張した面持ちで陳列館へ           出口にあった標語 

  （地下の展示スペースは撮影禁止）         「歴史を心に刻み、平和を大切にする」 
  

13:00～13:50 市中心部の新街口へ戻り、地下街で昼食（なぜか韓国料理）を食べました。 
 14:20～15:00 午後は、まず旧中華民国総統府を見学しました。総統府（大統領府）は、

中華人民共和国北京政府ができるまえの、中国の政治の中心だったところ。もともとは清朝

の地方官両江総督の役所だったところで、辛亥革命の時に、孫文の臨時政府が設置されまし

た。なかには、清朝時代からの中国庭園や、孫文の臨時政府の建物なども保存されています。 

     

  旧総統府の門                 両江総督府時代に作られた庭園 

        

   旧中華民国臨時政府の建物         臨時政府時代の孫文の執務室が再現されていた。 



15:15～16:00 つづいて総統府の並びに最近開館した六朝博物館を見学しました。 
南京は、三国時代の呉（孫呉）、東晋、南朝の宋（劉宋）、南斉、梁、陳の首都でした。こ

れら南京を首都とする６つの王朝を六朝と総称します。六朝博物館は、首都として繁栄した

六朝時代の南京の遺物を展示していて、三国志ファン、とくに呉・孫権ファンには必見の場

所です。レンガで固められた下水施設のあとや瓦、さまざまな食器、装飾品が展示されてい

て、高度な都市生活がうかがえます。これらは、古代日本にも影響を与えました。 

    

   

    
  

16:00 六朝博物館まで迎えに来た南京大学の車に分乗して、 
 16:45 南京大学の新しい仙林キャンパスにある歴史学院に到着。 
 17:00～18:00 歴史学院の教員・学生と交流会。新学年が始まる直前でしたが、歴史学院

(学部に相当)院長の張生教授をはじめ、教員・学生、合わせて 15 人ほどが集まりました。

そのうち 2 人の先生は、高田の南京大学留学時代の友人で、その後、それぞれ東京大学と京

都大学に留学しており、日本のことも詳しいです。張生教授は、最近は日本からの留学生が

減って残念だ、明治大学文学部との交流に期待していると、言っていました。双方、記念品

を贈呈し、全員が自己紹介をしました。そのなかで、日本史の院生 G さんが持参した折り

左上：ホテルが併設されていて目立たない

六朝博物館の外観 

右上：発掘された南朝の下水施設 

左中：孫権出陣の想像図 

左下：屋根の端をふさぐ瓦当(がとう) 

右下：六朝時代の食器類 



鶴を歴史学院のみなさんに贈呈し、よろこばれました。 

       
  仙林新キャンパスの歴史学院     歴史学院との交流会      日中友好を願う折り鶴 

まだエントランスが未完成      G さんが折り鶴を贈呈     

 
 18:15～19:10 その後、近くの教職員食堂で、みんなで食事をしました。新しい食堂は、

ケース越しに料理を選んで、カードで支払うシステム。わたしたちはそれぞれ歴史学院の先

生や学生のカードを借りて、食事を注文しました。 

   
   教職員食堂で夕食         教職員食堂の食事 

 
教職員食堂の前で全体撮影 

 
19:20 大学の車で南苑賓館まで送ってもらい、その後、各自、夜の街を散策しました。 
 
 
 



3 日目 9 月 6 日（日） 
 09:00 今日は一日市内見学。昨日交流会に参加した歴史学院の 3 年生 3 人が案内をして

くれました。 
 まず、南苑賓館から繁華街の新街口まで、メインストリートの中山路を歩きます。中山と

は、孫文の号で、日本でみかけた日本人の姓を号にしたといわれています。この道は、1927
年に南京国民政府が成立してから、都市計画に沿って建設されました。もともと巨大なプラ

タナスの並木が 4 列あったのですが、道路の拡張で 2 列は伐採されてしまいました。それ

でも、中国の都市にしては緑が多いのが、南京人の自慢です。 
 09:40 新街口の交差点に立つ孫文像を見学。この孫文像は、映画会社日活の創業者で孫

文の支援者でもあった梅屋庄吉が、孫文の死後、中国各地に寄贈した 4 体のうちの 1 体で

す。周囲の歩道を探すと、「日本の友人梅屋庄吉が 1929 年に寄贈した」と書かれた石板を

発見しました。 

   
プラタナスの巨木の下を      孫文の銅像   孫文像の説明板 黄色線の部分に 

話しながら歩く日中の学生            「日本の友人梅屋庄吉が 1929 年に」 

                            と、書いてある。 

 
 10:30～12:30 中山陵を見学。新街口から地下鉄とバスを乗り継いで、孫文が眠る中山陵

へ向かいました。中山陵は紫金山（海抜 448.2ｍ）の中腹にあり、鳥居のような牌坊から孫

文が眠る廟まで高低差 73m、392 の石段を上りました。1929 年の孫文埋葬の時には、外国

人で唯一、梅屋庄吉が棺の安置に参加しました。一方で、石段の途中には、日本軍の南京侵

攻の際にできた弾痕もありました。廟の前に立つと、下から吹き上げる風がさわやかでした。 

        
   孫文廟を目指して登る！        鼎(かなえ)に残る弾痕    孫文は座像の後に眠る 



        
     孫文廟のまえで                 中山陵からの眺め 

 

14:30～14:45 つぎに中山門を見学しました。中山門は南京を囲む城壁の東の玄関。 
孫文の遺体を中山陵へ運ぶ際にこの門を通ったので、中山門と名づけられました。日中戦

争の際、日本軍の攻撃で崩されましたが、その後、修復され、現在では城壁のうえが公園に

なっています。かつては、主要都市の多くが城壁に囲まれていましたが、現在では、北京を

はじめとしてほとんど撤去されており、大都市で城壁がほぼ残っているのは、南京と西安だ

けです。巨大な城壁に上ると、これを築いた権力や歴史的風土を考えざるを得ません。 

   
 巨大な中山門(右が城内)     門の上で記念撮影（後は城外）  城壁の上（左は城外） 

 
 15:50～16:20 さらに地下鉄を乗り継いで中華門へ行きました。中華門は南京の南の正

門で、中山門よりさらに大きく、4 重構造になっています。4 つの門のあいだに大軍を潜ま

せ、門に突入した敵を包囲殲滅できるようになっています。 

       

中華門(手前は堀に架かる橋)    中華門の入り口(城外より)     門内側の 4 重構造 

             

左 城内より 4 重の門をみる 

 

右 中華門の城内側で記念撮影 



 16:50～17:20 最後にバスで夫子廟へ行きました。夫子廟は孔子廟（夫子は孔子に対する

弟子たちの尊称）。孔子の教えである儒学の学校で、その起源は六朝時代にさかのぼります。

なぜか周囲は古くから歓楽街で、江戸時代の文人もあこがれました。ただ、たびたび戦乱に

遭い、現在の町並みは観光開発で明清時代風に作った新しい建物ばかりです。夫子廟のなか

は、教育史の博物館となっており、儒学や科挙(官吏登用試験)に関する展示がありました。 

   
夫子廟まえの繁華街       夫子廟まえの秦淮河     夫子廟 中央に立つのは孔子像 

   
夫子廟に展示されていた科挙合格通知(左)とカンニング用靴下(右)   50 年前の教え子と話す G さん 

 
18:10～20:50 今夜は南京最後の夜。G さんは教え子 4 人の招待で食事へ行き、残りの

一行は南京大学鼓楼キャンパスへ戻り、南京大学歴史学院陳謙平教授らのご招待で、南芳園

の 2 階で会食をしました。高田は、陳謙平先生と 20 年来の交友があり、最近は陳先生の協

力のもと、中国で老人からこども時代の学校や教育に関する聞き取り調査をおこなってい

ます。この夜は、最近、南京で流行っている料理をごちそうになりました！ 

   

  
 

左上 南芳園で会食  上 南芳園のまえで    右上 別れを惜しむ 

左  椎茸そっくりのまんじゅう 



4 日目 9 月 7 日（月） 

              

 

             

15:20～17:00 黄浦江東岸（浦東地区）へ行き、東方明珠タワーと上海歴史陳列館を見学。

東方明珠タワーは、高さ 467.9m のテレビ塔で、現代上海躍進の象徴。今回は、予算

の都合で 263ｍの上球体まで上がり、そのあと、地下にある歴史陳列館で清代から租

界時代までの上海を再現した展示を見学しました。 
タワーに上がると、かつて「東洋一」を誇った租界の高層ビル群もはるか下に見え

ます。歴史陳列館は上海という都市の発展をテーマにした博物館で、租界の町並みを

実物大セットや縮小模型で再現し、当時を疑似体験できる工夫をしています。 

     
 東方明珠タワー 旧租界地区を見下ろす    歴史陳列館の模型展示   同館の記念撮影場 

        かつての摩天楼もはるか下   娯楽施設「大世界」   租界の歌姫になりきる？ 

 

07:45 南苑賓館を出発。 
08:20 南京南駅着。 
09:39 高速鉄道 G７２９１次列車で 

南京南駅発。 
11:11 上海駅着。 
13:00 華晶賓館着。地下鉄を乗り間

違えて、時間がかかってしまいま

した！もうしわけありません！ 

左 例によって巨大な南京南駅 

右 日本の新幹線をベースに開発された和諧号 

CRH2C 型電車 “人相”が悪い！ 

13:40～14:20 遅くなったので、ホテル近くの「清真西域牛肉麺」で昼食を取りました。

ウイグル人が経営するハラールの麺屋で、コシのある手延べ麺に独特の香辛料がう

まい（中上）！右上は麺を手で伸ばしているところ。 

左 華晶賓館は市の北部、旧

日本人街にあります。第一次

上海事変(1932 年)のきっか

けとなった日本人僧侶襲撃

事件(実は日本軍の謀略！)の

現場はすぐそば。 



歴史陳列館を出たあと、地下鉄で黄浦江西岸へ移動し、旧租界地区の建物群を見学しまし

た。旧共同租界の黄浦江岸はバンドとよばれ、当時アジアの金融センターでした。ここに並

ぶほとんどの建物が租界時代に、列強が建てたもの。そのなかで、中国の再興を象徴したの

が中国銀行ビル。1937 年落成し、ユダヤ系イギリス資本のサッスーンハウスと高さを競い

ました。今では対岸の浦東に新たな金融センターができ、超高層ビルが高さを競っています。 

   
旧サッスーンハウス(左)と中国銀行 旧香港上海銀行(左)と中国税関  浦東の東方明珠タワーとビル群 

 

20:00～21:30 合宿最後の夕食は、蟹料理の老舗王宝和へ行き、蟹料理を堪能しました！ 

    

茹でたての上海ガニ   蟹入り小籠包      蟹！蟹！蟹！      ごちそうさまでした！ 

         

  

  
 

5 日目 9 月 8 日(火) 
朝、出発までの自由時間に、それぞれホテル周辺を散策。ホテルの向かいは巨大スーパー

マーケットで、生鮮食品（生きたカメやカエルも）からロボット掃除機までさまざまなもの

を売っており、1 階には日本の豚骨ラーメンのチェーン店も入っていました。 

 

このあと、メインストリート南京路を

散策して、夜の上海を満喫しましたが、

22 時をすぎて、ホテルへ帰ろうとする

と、地下鉄 12 号線はすでに終電が出

たあと！タクシー2 台に分乗して、帰

るはめになりました･･･。 

10:00 ホテルを出発。 
11:15 地下鉄を乗り継いで虹橋空港に到着。 
13:45 日本航空 82 便が 50 分以上遅れて離陸。 
日本時間 17:07 羽田空港に着陸 
17:35 羽田空港到着ロビーで解散。お疲れさまでした！

 



参加学生の感想 

 
今回の南京 上海ゼミ合宿は自分にとって二度目の海外へ行くことでまた中国へは初め

て行くこともあり大変緊張していた。また、中国国ではちょうど 9 月 3 日を「抗日戦争勝

利記念日」として軍事パレードなどをやっていて少し中国に行くことに不安も感じていま

した。しかし、中国に行ってもそこまで抗日戦争勝利記念日を祝うような雰囲気もなく安心

できました。しかし南京大虐殺記念館に行ったときには朝早くにも行ったのに関わらずた

くさんの中国人の人たちがこの記念館を見に来ていて大変驚きました。また、一部の人たち

が中国の国旗の旗を持っていたので自分たちも欲しくなって道の人に貰ったら実はそれは

有料であり、現地の人になんかいろいろ言われたのもいい思い出になりました。今回のゼミ

合宿では南京大学の学生との交流もありその時に自分の語学力の低さを感じたので語学力

を上げ、次の機会に備えていきたいです。          （1 年アジア史・男子） 
 
高校の時から中国を始めとするアジアに本当に関心があった私としては大学生になった

らアジアの事について研究し、特に今まで行ったことがなかった中国に行くのが夢であっ

た。今回ついにその夢が叶い、人生で初めての中国へ行き、いくら隣国とはいえ日本と生活

事情などが違いすぎて大変なこともあったが、ホテルではテレビをつければ抗日ドラマが

放送されている、でもその一方で南京大学の先生や学生はとても友好的だったりと、これは

その前の月に行った韓国でも感じたことだが、生の中国を感じることが出来て本当によか

ったと感じている。また特に南京大虐殺記念館に関しては行く前はあそこの記念館は反日

的なことばかりが書かれているということをよく耳にしたのだが、これは帰国後報告会で

O さんも仰っていた通り、「一部」という言葉がよく使用されており、実際はあまり反日的

ではないと感じたと共に、逆に中国の素晴らしさについての記述が多いなと感じた。また特

に今回実際に中国へ行き、特に関心を持ったのが上海租界であるわけだが、先週新しく入っ

た日中交流のサークルで明治ではないものの大学で上海租界について研究されている先輩

がいたので、その先輩にこれから研究方法など色々聞いてみるのもよいのではないかと感

じた。そして最後に、南京と上海は勿論、またいつか本当に中国へ行きたいなと感じた。 
(1 年アジア史・女子) 

 
このゼミ合宿は私の人生初の海外旅行となった。初というものは何でも心に深く残るも

ので、私は初めての海外旅行が中国で本当によかったと思った。 
行く前、中国のイメージは正直よくなかった。中国人は日本人のことが嫌いな人が多

く、中国はあやしく危険そうな国というイメージだったのである。しかし行ってみて全く

そんなことはないと分かったし、中国人とは生まれた場所が違うだけで私たちと全く変わ

らないということを実感した。彼らとは同じ話で笑い合うことができ、褒めたら笑顔を見



せてくれた。行く前から中国人も日本人も変わらないということは知っているつもりだっ

たが知るということと実感するということは天と地ほどの差があると感じた。 
中国にあまりよくないイメージを持っている人は沢山いると思うので、現地へ行き実感 

した体験を身近な人に話してそのようなイメージを少しだけでも払拭していきたいと思う。 
(1 年日本史・女子) 

 
私が海外に行くたびに最初に驚かされることは、日本の建造物に対して遙かに巨大なそ

れである。初日に上海に降り立ち、確かに端から端に行くのにもひと手間なほどの巨大な

駅に圧巻されていた。しかし、それよりも目をみはったものがあり、それは天井のスモッ

グであった。大気汚染のイメージはあったが駅の中で雲を眺めている自分が信じられなか

った。それと同時に、日本にいたときには中国は適当な感じ、反日精神を抱いているなど

という偏見を持っていた。前者に関しては、自分が買ったお土産のお酒が開封していない

にも関わらずトランクでこぼれていたのにやや怒りもわいたが、宿のきれいな部屋で扉が

上手く締まり切らなかったり、新築の建物のドアの塗装が雑だったり接着剤が露見してい

たりなど、ところどころの詰めの甘さが面白くも感じた。後者に関しては、自分が中国に

いる間は全く感じる事が無かった。向こうで案内をしてくれた南京大学の学生は英語や日

本語で積極的に話しかけてきてくれ、日本の漫画や小説を知り、読んでくれていた。むし

ろ、中国人作家や作品が全く出てこなかった自分が恥ずかしく感じた。今回ゼミ合宿に参

加して強く感じたことは、イメージなどの偏見は実際にその場に行ってみることで、そう

ではなかったと見方が大きく変わることもあれば、もとのイメージよりもはるかに驚く体

験が出来るので、積極的に体験してみるべきということだった。 （3 年日本史・男子） 
 
 思えば 9 月に行われた事前学習会において、今回の海外ゼミ合宿における私の最大の

課題は、中国側においてどのように歴史が継承、記憶されているのかを、南京市に訪れ五

感を通して体験することにあると述べてから、早くも約二ヶ月の月日が流れた。私は今回

の経験をふり返ったとき、前述の目的は短期的な視点で見たとき十分に達成できたと考え

る。何故なら、南京大虐殺記念館という南京大虐殺の「現場」を訪れ、中国側の歴史認識

を体験できたからだ。以下が、展示内容についての考察である。 
 まず第一に、最も印象に残ったことは、記念館全体を通して見たときの政治的メッセ

ージ性が強い展示構成である。当初、私は中国人民が日本軍国主義から受けた苦しみばか

りがクローズアップされた内容の展示がなされているのではないかと思っていたが、実際

は日本軍の残虐さに焦点が集まっているものの、日本人残留孤児に関する記述など、直接

虐殺に関係しない内容の展示も数多くなされていたことが意外であった。正式に分けられ

ているわけではないと思われるが、記念館の展示は、主に南京大虐殺に関する展示と、清

朝以降の中国が外国から受けた分割や侵略行為の歴史に関する展示の大きく二つに分けら

れると考えられる。前者の展示は、南京大虐殺が起きるまでの背景を、日本の対華侵略、



つまり、日中戦争の進展に沿って説明し、その後、事件の詳細な経過、ジョン＝ラーベな

どの外国人の活動、日中戦争後の東京裁判と国民党による BC 級戦犯裁判、1990 年代以降

の虐殺に関する訴訟などを時系列に沿って紹介していた。一方、後者の展示は、海外勢力

による対華分割、義和団事件、日本軍による毒ガス戦や細菌戦、慰安婦、平頂山事件、日

本軍による無差別爆撃など中国における戦争や紛争の歴史を紹介しており、台湾の祖国復

帰や死刑なしの共産党による BC 級戦犯裁判、日本人中国残留孤児の中国側の受け入れ・

教育など、中国共産党による支配の正当性と政府の寛大さをアピールする様な展示になっ

ていたように思える。従って、この二つのセクションの展示全体を考えた場合、後者の展

示の結び、つまり、全体の展示の結びに相当する箇所で、日中人民の共通敵としての日本

ファシズムという歴史認識が如実に現れていたこともあり、歴史を利用する形で政治的メ

ッセージを展示に込めて強調していた印象を強く受けた。 
 そして第二は、陳腐な表現ではあるが、戦争の無情さが印象に残った。何故なら、記

念館に展示してあった「焼かれて真っ黒焦げになった中国人を見ながら笑う日本兵」とい

う写真を見たとき、東京大空襲の真っ黒焦げになり死んだ母子の姿と重なったからであ

る。また、今年の 8 月ごろにテレビで放映された米軍機による機銃掃射攻撃を巡るドキュ

メンタリーの中で、機銃掃射を受けた日本人側と行った元アメリカ軍パイロット側の証言

を合わせて放送しており、その中で、「私は日本人をモノとしか考えられなかった。戦争

は人間性を失わせる。敵国民は同じ人間であるはずがないと思い込んでしまうところが恐

ろしい。」と元アメリカ軍パイロットの老人が涙しながら語っていたことも思い出した。

恐らく、記念館の写真に写っていた日本兵は、敵の顔が見えにくい航空機パイロットの場

合と違い、実際に地上の目の前で戦火を交えたことにより、一層人間性を失っていったの

だと考えられる。結局、戦争とは人間から感情を奪い、憎悪と憎悪がぶつかり合う単純な

殺し合いに発展するものだと強く感じた。この場合では、日中戦争では日本人が中国人に

行った殺戮を、次のアジア太平洋戦争では、今度は日本人がアメリカ人にされるという

堂々巡りに陥ることであり、そこで一番の犠牲になったのは、如何なる場合でも民間人で

あったことを決して忘れてはならない。 
以上のように、記念館見学によって中国側の歴史認識などに触れることができた。この

他にも、南京大学の学生との交流会や南京市内・上海市内の見学を通して、「中国・中国

人はこういう場所・人間だ」という我々が抱きやすい先入観や漠然としたイメージが、ど

れだけ独善的で意味のない非生産的なものなのかを思い知った。そして、いくら知識を頭

に詰め込んだところで、実際に現地に行き、見て、感じ、触れてみなければただ理解した

気になっているに過ぎないことを痛感した。 
とは言うものの、やはり短期的な滞在では真に理解できたとは言い難い。実際に何年間

も現地に住んでみないとわからないこともあるはずである。従って、長期的な視点から見

たとき、私はまだまだわかったつもりになっているに過ぎないのであろう。しかし、「0」
と「1」の間には無限の隔たりが存在する。今回の中国ゼミ合宿で、中国に関して言え



ば、私はその「1」というステージに立てたと実感している。そんな貴重な機会を与えて

くださった明治大学、豊富な知識で旅を充実したものにしてくださった引率の高田、野尻

両先生、そして共に思い出を育み、学び合うことができた学生参加者に改めて感謝した

い。 
最後に、私の好きな言葉を紹介して終わりにしたい。先日、成田空港を訪れた際に、第

2 ターミナルから第 3 ターミナルへ向かう途中の通路に掲げられていた『ナリタニスト』

という何枚かのボードに載っていた言葉のうちの一つである。 
「どこか遠い国のニュースが、あの国のニュースに変わった。」 

（日本史大学院生・男子） 
 
 今回は移動に高速鉄道、地下鉄、バスを利用したので、表面的だが中国の国民の現状

と人間を少しは観察することが出来た。実は私の中国訪問は 17 年ぶりだったのである。 
この間の中国の経済発展は目覚ましい。街や地下鉄で見かけた中国人の消費物資生活も

向上している。車内で携帯電話やスマホを操る人が多いのも日本と同じである。かつての

高度経済成長期の日本のように公害問題その他今後解決すべきことはあるが、全体として

エネルギッシュでパワーに溢れ、若い国の印象を受けた。 
上海の高層ビル林立、目もくらむような映像のスピード感と華やかさ、夜の街のライト

アップの華麗さ、ホテル近くのスーパーマーケットの規模の大きさと、商品の多様さには

度肝をぬかれた。大都会の上海が平均ではないことはわかる。農村との格差、多民族、大

人口、大面積、国民の多様な要求を満たしながらの国の運営は並大抵ではないことを改め

て実感した。この国との付き合い方にも日本政府の外交力が問われるのではないか。又、

日中両国政府の関係がぎくしゃくした中、さらに大きな亀裂を生まないためにも草の根の

交流の積み重ねが大事だと痛感した。 
最後に、南京訪問で私にとって特筆すべきことは、50 年前に大連で日本語を教えたもと

学生 4 人と再会できたことである。会った途端、昔と変わらぬ親愛の情で懇談できた。心

温まる晩餐への招待など至れり尽くせりの厚情に感激した。この相互の友情、信頼感は人

間としての喜びであり、私の人生の宝の一つである。これを次世代に継承できれば嬉し

い。難しいことではない、お互いよく知り合うことである。 （日本史大学院生・女子） 


