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中国教育旅行のススメ ～北京、上海、西安編～

日本と中国には、遣隋使や遣唐使に代表されるように、1000年以上も前から相互交流を育んできた歴史があります。
日中両国政府間では、今年2019年を「日中青少年交流推進年」と定め、今後5年間で3万人の青少年による交流を目指すなど、特に若い世代等の
交流をさらに拡大すべく、官民挙げて様々な取り組みを行っています。
今回は、中国を代表する3都市、「北京」、「上海」、「西安」を教育旅行の視点からご紹介いたします。
歴史、文化、自然、経済、友好交流など、大きな感動と心躍る体験が待つ、中国へ是非！

中国駐東京観光代表処

中国の新旧が凝縮した人気No.1の訪問地「北京」

北京は、中国の首都にして、全国の政治、科学、文化、国際交流の中心地です。中国7大古都の1つでもあり、世界的にも知られる歴史、文化、文教が栄
える都市です。古代の宮殿、王室の庭園、寺院や陵墓など歴史的、文化的見どころが多いばかりではなく、風景の美しい自然景観も残されています。
今日の北京はなおのこと東方の古都の魅力を持つ都市であり、原始的な古都の風貌もあれば、近代的都市の様相も見せてくれます。青空と白雲の
下では、赤い塀と黄色い瓦の古い風貌と高層ビルの新しい姿が互いに照り映える対照的な風景も印象に残ることでしょう。

中国経済を牽引する国際商業都市「上海」

中国建国後から直轄市として中国経済を牽引。国際的な商業都市として発展を遂げている上海は、元代に華
亭県が5つの郷を分離して上海県として設けたことが由来。明代には倭人(日本海賊)の襲撃を防ぐために上海
城が築かれ、清代の1842年には南京条約によって欧米列強から貿易港として開港を迫られました。開港後は
イギリス、フランス、アメリカ、日本などが租界地を作り、軽工業、紡績業などが発達、商業都市の道を進みま
す。1930年代には「東方のパリ」とも呼ばれ、しゃれた雰囲気を持つようになりました。
開放政策以降は、アジア最大の金融センターを目指しており、浦東地区では大型開発が進んで巨大ビルが林
立、2001年にはAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が開催され、2010年
には万国博覧会も開催されました。現在も街全体に活気があふれ、ビジネ
ス・観光を目的に国内外から人が押し寄せています。

中国三大博物館の一つ 「上海博物館」
「南京路」を始めとする市街では
大都会のにぎわいを感じられる

北京市の中央にそびえる「天安門」 「胡同」と呼ばれるエリアには、
今もなお古民家が残る

中国を代表する観光スポット(世界遺産)
「万里の長城・八達嶺」

北京一のショッピングエリア 
「王府井大街」

面　積 1万7000㎢

位　置 華北平原の北端に位置し、東は天津市と隣接し、残りの部分は
河北省と隣接している

気　候
暖温帯半湿潤気候地域に属し、春と秋が短く、冬と夏が長い。
年間平均気温は12.7℃で最も寒い1月の平均気温は-4.6℃、
最も暑い7月の平均気温は25.8℃。

◎ DATA

歴　史
万里の長城・八達嶺(世界遺産)、故宮博物院(世界遺産)、
天安門広場、天壇公園(世界遺産)、明の十三陵(世界遺産)、
頤和園(世界遺産)、周口店の北京原人遺跡(世界遺産)、景山公園、
盧溝橋

自然・環境 北京動物園、北海公園
科学・現代文化 中国科学技術館、オリンピック公園、中国国家大劇院、798芸術区
伝統文化 京劇鑑賞、雑技鑑賞、大中華(総合ショー)

体　験 胡同遊覧(2人乗りの三輪車で旧市街を回る)、伝統文化講座
(書道、水墨画、京劇、太極拳・カンフーなど)等

買い物・散策 東方新天地、王府井大街、西単北大街、秀水街、瑠璃廠文化街
食　事 北京料理(北京ダックなど)ほか、各地方料理

◎ 教育素材一例

China

故宮博物院 天壇公園

明の十三稜 頤和園 周口店の北京原人遺跡

世界広しといえども、市内に
これだけの世界遺産があるの
は北京のみ

面　積 6340㎢
位　置 東海の水際、揚子江の海の出口に位置している

気　候 亜熱帯モンスーン気候に属し、年間平均気温は15.7℃、
1月の平均気温は3.5℃、7月の平均気温は27.8℃

◎ DATA

歴　史 外灘、玉仏寺、豫園、上海都市歴史発展陳列館、朱家角、
松江方塔、龍華風景区、天妃宮、酔白池、嘉定孔廟、匯龍潭

自然・環境 上海水族館、上海野生動物園、上海東方地質科学普及館

科学・現代文化 上海科学技術館、上海都市規劃展示館、東方明珠塔、
上海環球金融センター、新天地

伝統文化 上海博物館、上海工芸美術博物館、上海商城劇院

体　験 伝統文化講座(切り紙、陶器、水墨画、伝統民芸、太極拳など)、
東方緑舟での野外体験等

買い物・散策 南京路歩行街、正大プラザ、豫園商城、准海路商店街、
東台路骨董市場、上海市免税店

食　事 上海料理ほか、各地方料理

◎ 教育素材一例

面　積 9983㎢
位　置 中国中央、黄河中流、黄土高原の中部に位置している
気　候 高原乾燥気候。年間平均気温は13.3℃

◎ DATA

歴　史
半坡博物館、碑林博物館、清真大寺、阿房宮、秦の始皇帝陵、
兵馬俑博物館(世界遺産)、華清池、西安城壁、大慈恩寺、大雁塔、
青龍寺、法門寺、陝西省歴史博物館、鐘楼、乾陵、茂陵、興教寺

自然・環境 華山(中国5大名山)、黄河、太白山、朱雀森林公園
伝統文化 大唐芙蓉園、西安博物院、唐学舞踊鑑賞、皮絵芝居、長安書画
現代文化 西安大雁塔北広場
体　験 餃子作り、城壁ウォーキング、工芸品工場見学等

買い物・散策
文宝斎、景泰藍工芸品商店、世紀金花ショッピングセンター、
東大街、北院門観光商品街、康復路卸売市場、書院門古文化通り、
騾馬市商店歩行街

食　事 西安餃子、三国の宴(宮廷料理)、羊料理

◎ 教育素材一例

明代に造園された江南様式の名園 「豫園」 大型開発が進む 「浦東地区」

三蔵法師が仏典保存のために
建てた唐代の「大雁塔」

6000体以上の等身大の兵馬が並ぶ
「兵馬俑博物館」(1号坑)

遣唐使の一員としてこの地を訪れた
空海が密教の奥義を伝授された「青龍寺」

中国に唯一残る巨大な「西安城壁」
の上は歩くことはもちろん、
自転車で移動することもできる

古代王朝が残した歴史の宝庫「西安」

陝西省の省都・西安は、かつて長安と呼ばれ、漢や唐など古代王朝の都でした。中国７大古都の1つであり、世界
4大文明発祥の地の一つでもあります。東西交流路として栄えたシルクロードの起点としても知られています。
また、中華文明発祥地で、80万年前には藍田猿人が生息し、20万年前には大茘人、6000年前には半坡人が居住し
ていたと言われています。
世界でも最も完全な形で残っている古い城壁の他、秦始皇帝陵兵馬俑、周・秦・漢・唐代の4大遺跡、6つの国家森
林公園、鐘楼、碑林など、観光資源は非常に豊富で、世界中から多くの観光客が訪れています。
高原部分が省面積の半分近くを占め、50～150cmの深さの黄土に覆われたこの地帯には、黄河が切り裂くように
流れています。
農業に加え工業も比較的盛んで、この10年ほどは、街並みが急速に現代的に変貌を遂げています。
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