
中国大使館研修会にて、酒井団長よりご挨拶	 	 	 	 研修会にて各班テーマ発表 

 
研修会終了後、集合写真	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  中国大使館壮行会にて、郭燕公使ご挨拶 

	 	 	 	  
日本武術のお披露目                             出発直前の研修会にて、各班ディスカッション 

 
頤和園にてガイドさんより説明                   昆明湖をバックに集合写真 



 
中日学生仲良く昼食、国際関係学院食堂にて	 	 酒井団長と国際関係学院の孫副学長 

	 	 	 	 	  
国際関係学院学生とディスカッション①	 	 	 	 	 国際関係学院学生とディスカッション② 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
国際関係学院学生とディスカッション③	 	 	 	  	 国際関係学院学生とディスカッション④ 

 	  
国際関係学院学生とディスカッション⑤	 	 	 	 	 国際関係学院学生とディスカッション⑥	  



             
中国棋院での対局①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  中国棋院での対局② 

    
中国棋院での対局③	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  中国棋院での対局④	  

   
中国棋院での対局⑤	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  中国棋院での対局⑥ 

     
中国棋院での対局⑦	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中国棋院での対局⑧ 



	  
中国棋院での対局⑨	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 貴賓楼飯店での歓迎会 

	 	  
宋敬武中国人民対外友好協会副会長ご挨拶	 	 	  国際関係学院学生によるファッションショー	 	 	 	 	 	 	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                               

	 	 	 	 	             	 	   
日本側による「小さな世界」大合唱               故宮博物院にて 

     
 故宮博物院にて	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 北京ダックの名店全聚徳にて① 



                     
 全聚徳にて②	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 北京～曲阜は新幹線で移動	 	 	 	 	 	  

              
曲阜にて歓迎宴	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 孔林にて 

                
孔林にて	                           	 	 	 	 	   孔子廟の太成殿で祭孔儀式を観賞 

 	 	 	 	  
山東省博物館参観	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  集合写真、山東省博物館にて 



    
 ディスカッションの様子、山東大学にて           中華文化体験基地にて 

    
山東省にて対局①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山東省にて対局② 

    	 	 	 	      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 
山東大学会見	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 恋ダンスお披露目、山東大学歓送宴会にて 

       	  
学生たちによるパフォーマンス                   書道パフォーマンス 



                                                                                         
 お誕生日おめでとうございます！                 山東省済南市のホテル近くの公園を夜散策 

          
 上海外灘にて、集合写真                        いっせ～の、せ～、ジャ～ンプ！ 

    
 牛の銅像とともに                              田子坊の風景、上海にて 

                 
 田子坊のお茶屋、上海にて                       無事到着！訪中お疲れさまでした。 


