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客座总编辑 : #微博看日本#日本一直是个让人爱恨交加的国度。感谢石述思(@shishusi) 五岳散

人(@wuyuesanren) 两位老师在嬉笑怒骂中带领我们看到了一个更为真实的日本。对于这样一个

“恐怖”的民族，真正需要的是观察、分析，然后强大自己。保持冷静理性而又辩证的态度也许才是

成为强国的不二法门。感谢大家的参与！我们下次访谈再见~  

「編集部の言葉」 

日本は愛と憎しみの両方に悩まされる国である。石述思氏と五岳散人氏が喜怒叱楽の中でより真実

に近い日本を見せてくれた。両氏にお礼を申し上げる。この“恐ろしい”民族に対して、観察と分析が

大事である。冷静さと理性を持ち、弁証的な思考力を持つことは国が強くなる唯一の要領である。皆さ

んの参加に感謝する。次回のオンライン座談会までサヨウナラ～！ 

   

五岳散人 : #微博看日本#感谢石述思 老师这次给我挖坑以及我们一起在日本的酒局，这是

一个愉快且心痛的旅程，愉快是看到了一个美丽的国家，心痛是看到了自己国家的差距。各位

网友，无论你们是否赞成我说的话与观察，希望你们能够走出来看看这个世界，至少看看日本

这个所谓的宿敌。这是值得的，而且不贵。。。 

 楽しくて心が痛む旅であった。楽しかったのは、美しい国を見たこと、心が痛んだのは、自分の国

の落差がわかったこと。私が観察した結論に賛成するのか反対するのかはさておいて、所謂中国

の「宿敵」をこの目で見るべきである。見る価値があるし、決して高価ではない・・・ 

03月 21日 21:03 来自腾讯微博 查看转播和评论(22)   

 

石述思 : 感谢散人赢得了这么多日本女子的喜欢，为国争光。我只想最后说一句：钓鱼岛乃至

日本四岛都是咱的，问题是怎么得到，为了得到我们该干什么？ 最後に一言、釣魚島は中国の

ものである。問題はどうやって入手できるのか、我々には何ができるのか。 

03月 21日 21:07 来自 iPad 查看转播和评论(22)   

 

曙光 : #微博看日本#老石，你好。我也在日本，没见到你真遗憾。不知道你发现没有。你在消

费的时候无论大商场还是小卖铺，服务态度都不错。为什么我们国内按店铺的规格来决定态

度？我们中国脾气真大  

私も日本にいる。気が付いているかも知らないけど、日本の百貨店にしても小さな売店にしても、

店員さんがとても親切。何故中国では、店舗の規模によりサービスが違うのか、しかも店員さんの

態度が大きいし。 

http://t.qq.com/kezuozongbianji
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/231863021726208
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/258847030977046
http://t.qq.com/shu123guang
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/shu123guang
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03月 21日 21:02 来自 iPhone客户端 查看转播和评论(3)   

 

石述思 : 这是素质，根本在教育，在制度。  

教養の問題です。根本は教育にあり、制度にありです。 

03月 21日 21:04 来自 iPad 查看转播和评论(3)   

 

徐 : #微博看日本#石老师，我觉得日系的车品质就是好，可是我们该怎么说服身边的人过了对日情 绪这一

关？  

 日本車の品質は素晴らしい、しかし、人々の反日感情をどうやってクリアするのか？ 

03月 21日 21:01 来自 iPhone客户端 查看转播和评论(1)   

 

石述思 : 每个人都学会独立思想，是过对日情绪的关键。  

自分の考えを持つこと、これは対日感情をコントロールするポイントである。 

03月 21日 21:03 来自 iPad 查看转播和评论(1)   

 

於氏投资咨询 : #微博看日本#谈谈自律吧，你觉得国人和日本人哪个自律？哪个意淫？对于自知之明来说，

国人和日本人的区别？… 

中国人と日本人のどっちが自律性が強いですか？己を知る面では日本人と中国人の違いは？  

03月 21日 20:58 来自 Android客户端 查看转播和评论(2)   

石述思 : 中国人和日本人最大的区别：不少中国人不爱自己先爱国了。日本人因为爱自己才爱国。  

中国人と日本人の大きな違いは、多くの中国人が自分の権利を主張する前に愛国を叫ぶ、日本人は自分があっ

ての愛国ですね。 

03月 21日 21:01 来自 iPad 查看转播和评论(2)   

 

31度 : #微博看日本#散人大人，电视上，生活中随处都可见日本的电视，音乐等文化影响，我们如何输出自

己的价值观？  

http://t.qq.com/p/t/222328071506511
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/193023117343232
http://t.qq.com/xzgcake
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/195123111121644
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/198723098901557
http://t.qq.com/lengzi21
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/274305102248760
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/219728042261606
http://t.qq.com/cxbloverose
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/xzgcake
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/lengzi21
http://t.qq.com/cxbloverose
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生活の中に日本の文化や音楽などの影響が浸透されている。どうやって我々自分の価値観を輸出するのか。 

 

五岳散人 : 等我们有自己的核心价值观之后，您再问我这个问题。  

中国自身の価値観ができてから、この質問をしてください。 

03月 21日 20:58 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)   

 

小羚 : #微博看日本#石老师：关于二战，常常提到我们应该反思，而不是仇恨。我们到底又反思了多少？又反

思了什么？对于大多数中国人尤其是年轻人来说，在中日关系上又应该做些什么？  

第二次世界大戦に触れると、恨みだけ残るのではなく、反省もすべきだと思う。中日関係において、若者に何がで

きるのか。 

03月 21日 20:57 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)   

 

石述思 : 中国的年轻人首先的任务是让自己的国家民主，自由，富强起来，这样击败日本会顺理成章。  

自分の国を民主、自由、豊かな国にするのは若者使命である。その後に日本に勝つことを考えるべきだ。 

03月 21日 20:59 来自 iPad 查看转播和评论(1)   

 

王浩 : #微博看日本#五岳散人(@wuyuesanren) 老师，日本人是如何看待中国，看待中国人的？  

日本人は中国のこと、中国人のことをどう見ているのか。 

03月 21日 20:41 来自 QQ 查看转播和评论(33)   

五岳散人 : 我不知道。但我跟你说这么个观察：日本人看上去谦卑，骨子里是最自傲的民族；中国人看着最自

尊，但其实是最自卑的民族。  

知らない。私の観察では、日本人は見た目は謙虚でも、本質は誇り高い民族である。中国人は表面は自尊心が

強いが、本当はコンプレックスがある民族である。 

03月 21日 20:51 来自腾讯微博 查看转播和评论(33)   

 

邢文凯 : #微博看日本#日本的文化是不完整的文化，是畸形的！  

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/260348048290648
http://t.qq.com/wukong718784753
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/180099055331909
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/206609102675334
http://t.qq.com/wh19970806
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/188523013443257
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/247045073558570
http://t.qq.com/wenkaiwenmeng715013
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wukong718784753
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wh19970806
http://t.qq.com/wenkaiwenmeng715013
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日本の文化は奇形な文化ではないのか。 

 

五岳散人 : 比现在中国还畸形？没觉得嘛。中国现在有文化？是党文化、权力文化、金钱文化？  

今の中国よりも奇形であること？そう感じていないね。中国の現有の文化？は党の文化、権力の文化、金銭文化

しかない。 

03月 21日 20:57 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)   

海微月 : #微博看日本#想请问几位老师，日本人真的不用苹果手机，不开外国车吗？ 

日本人は iphone を使わないの、外車を買わないの？  

03月 21日 20:55 来自 Android客户端 查看转播和评论(2)   

 

石述思 : 扯淡。来日本就知道这个国家更开放，明治时期都脱亚入欧了。这发端于制度文明。  

あほ！日本に来たらわかる、日本はオープンな国、明治時代から既に脱亜入欧が始まった。文明な制度もある。 

03月 21日 20:57 来自 iPad 查看转播和评论(2)   

 

张雨 : #微博看日本# 请问在日本是不是高素质的人才搞教育，低素质的人才搞政治，听历史老师讲的。 

歴史の先生が言った、日本では知識のある人は教育家になる、知識のない人は政治家になる。本当ですか。 

日本除了 GDP被中国超越了，似乎从百姓的角度都领先中国。  

日本は GDPが中国に越された以外、すべての面においても中国をリードしている。 

03月 21日 20:56 来自 iPad 查看转播和评论(2)   

 

黄杰 : #微博看日本# 最想知道：日本人怎么看中国人？？？？  

一番知りたいのは、日本人が中国人をどう見るのか。 

03月 21日 20:49 来自腾讯微博触屏版 查看转播和评论(10)   

 

石述思 : 困惑。不知道中国人一爱国怎么先倒下的都是自己人。  

困惑でしょう。中国人が愛国になると、先に倒れるのは全て中国人であることを。 

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/194523113659350
http://t.qq.com/liufeng19840510
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/184680107107645
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/244049082175337
http://t.qq.com/zhangyuyc2012
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/246947086571691
http://t.qq.com/a741020467
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/273605099611764
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/zhangyuyc2012
http://t.qq.com/a741020467
http://t.qq.com/shishusi
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03月 21日 20:53 来自 iPad 查看转播和评论(10)   

元的文化（传统的文化和现代文化）分别起怎样的作用？谢谢。 

日本では、伝統文化と現代文化はそれぞれどういう役割をはたしているのか。 

03月 21日 20:49 来自腾讯微博 查看转播和评论(16)   

 

石述思 : 日本的成功主要在于宪政的成功，然后通过制度现代化实现了人的现代化。  

日本の成功は、まず憲政の成功である。制度の近代化で人間の近代化を実現したこと。 

03月 21日 20:51 来自 iPad 查看转播和评论(16)   

 

无敌海洋 : #微博看日本# 五岳散人(@wuyuesanren) 请您评价今后中日关系走向。  

今後の中日関係の行方をどう見ますか。 

03月 21日 20:43 来自腾讯微博 查看转播和评论(4)   

五岳散人 : 打不起来，跟上海街头男人吵架一样。  

衝突はないと思う。上海の街角で男同士が喧嘩しているのと同じ。 

03月 21日 20:46 来自腾讯微博 查看转播和评论(4)   

 

桑葚 : #微博看日本#我喜欢日本动漫。感情特别细腻，画面细节处理得特别好；而且在动漫中就把日本的传

统文化、饮食、服饰细致得体现了出来；创意也非常妙，很多动漫居然还把中华古文化糅合了。而中国人自己

却不珍惜自己的瑰宝……  

日本のアニメが大好き。感情が繊細で、画面の処理もうまい。アニメの中に日本の伝統文化、飲食文化、服飾な

どがよく反映されている。中国人が無くした古代の文化をミックスするものも少なくない。 

03月 21日 20:42 来自手机(t.3g.qq.com) 查看转播和评论(4)   

 

五岳散人 : 我说句心里话，日本动漫比国内所有电影都更有深度，有时候 H动漫都比国内正经电影强，比如

青春雷锋啥的。没办法，在审查体制下，没有创造力与思辨能力，都是奴才文学。  

本当のことを言うと、日本のアニメは国内の映画よりも深みがある。一部の Hアニメすら国内のまじめな映画より

まし。例えば「青春雷峰」など。審査体制の下には創造力と表現力が抹殺されている、御用文学しかない。 

四月物语 : #微博看日本#日本青年对二站的历史了解吗，他们是怎么评价这段历史的。  

http://t.qq.com/p/t/238780070734411
http://t.qq.com/p/t/197223098716982
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/176201084603934
http://t.qq.com/zs0107146394
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/187923016256081
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/193323113228048
http://t.qq.com/shanren1986123
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/180399051051038
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/animated12
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/zs0107146394
http://t.qq.com/shanren1986123
http://t.qq.com/wuyuesanren
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日本の若者は戦争の歴史を知っているのか、どう評価しているのか。 

03月 21日 20:41 来自 Android客户端 查看转播和评论(1)  

 

石述思 : 他们普遍只关心房价和自己日子的好坏，我也希望国内的年轻人先关心这些，并努力推动国内的公

平正义，使中国真正强大起来，我相信一个把自己当人的民族是无敌的。  

彼らの現実の社会や生活に対する関心がより強いみたい。中国の若者もそうあってほしい、社会の公平正義に関

心を示し、人間性を重視する民族は無敵だと信じている。 

03月 21日 20:48 来自 iPad 查看转播和评论(1)   

 

陈怡 : #微博看日本#习主席也说了，中国要学习人类一切文明成果，日本也有很多值得我们学习之处，特别

是国民的素养。 

習主席も言ったように、中国は人類のすべての文明の成果を学ぶべきだ。日本に学ぶところも多い、特に国民の

教養の部分。 

03月 21日 20:36 来自 QQ 查看转播和评论(1)   

五岳散人 : 习主席是个明白人。  

習主席は物事のわかる人だね。 

03月 21日 20:43 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)   

 

好笑 : #微博看日本#有评论说，日本人做人做事都很认真，极具敬业精神，追求极致完美，属于工匠型民族。

你们在实际考察后对此有何评价？ 

 聞いた話によると、日本人はまじめで、職業意識も強い。完璧さを追求し、匠型の民族だと。実際に日本人を見

てそう感じましたか。 

03月 21日 20:37 来自腾讯微博 查看转播和评论(11)   

 

五岳散人 : 工匠是人类进步的动力。中国缺乏的最重要一点，就是专业精神。有人觉得这是创造力不足，其实

错了，真正的创造力蕴涵在每一次追求极致与完美当中。  

職人気質は人類の進歩に必要な大事なもの。中国ではこの精神が欠乏している。創造力は繊細さや完璧さを追

求する中から生まれる。 

http://t.qq.com/p/t/271402026316499
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/220040094158064
http://t.qq.com/cyhaoyun
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/242649074896319
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/235280068080447
http://t.qq.com/hx13098893
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/262588024367553
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/cyhaoyun
http://t.qq.com/hx13098893
http://t.qq.com/wuyuesanren
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铁匠 : #微博看日本#老石，散人，我建议你们这次一定要去靖国神社走走，给大家带回最准确的一手信息，

你们可有胆量敢上去走一遭？ 靖国神社に行く勇気がありますか？ 

03月 21日 20:42 来自 iPhone客户端 查看转播和评论(3)   

 

石述思 : 我们都怕控制不住情绪烧了它，为了顾全大局，就没去。  

自己コントロールができなくなるのを恐れていかなかった。 

03月 21日 20:43 来自 iPad 查看转播和评论(3)   

 

Sheen胖纸 : #微博看日本#普通日本工薪族的工作压力大么？和国内比起来哪个大？ 

日本のサラリーマンに仕事のプレッシャーがありますか、国内と比べてどっちが大きいですか？ 

03月 21日 20:39 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)   

 

五岳散人 : 应该说比国内工作压力大，但生存压力小。这是因为他们完善的社会保障制度，以及全民中产的

理念。  

中国よりプレッシャーが大きい、しかし生存の圧力が小さい。日本には完備した社会保障制度と中産階級意識が

あるため。 

03月 21日 20:40 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)   

虞歌 : #微博看日本#请问，日本民众也像咱们的憎恨日本一样憎恨中国吗？钓鱼岛事件之后  

領土問題で、日本の大衆も反中するようになったのか。 

03月 21日 20:33 来自手机腾讯网 查看转播和评论(2) 

 

五岳散人 : 没觉出来，我们很安全，勿念。  

そう感じていない。私たちは非常に安全です、心配無用。 

03月 21日 20:37 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)   

 

小羚 : #微博看日本#石老师，中国人对日本人是不是有极大的偏见？又是什么原因造成的呢？  

http://t.qq.com/itiejiang
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/258388025505187
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/220040093342473
http://t.qq.com/lh7941197
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/199808058809627
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/192423113061791
http://t.qq.com/lys_688
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/180699045783315
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/241949077284883
http://t.qq.com/wukong718784753
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/lh7941197
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wukong718784753
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中国人が日本人に大きな偏見を持っている原因はなんでしょうか。 

03月 21日 20:40 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)   

 

石述思 : 对于中国来说，教育总体失败，但抗日教育却很成功。你懂的。  

中国では、教育全体が失敗しているが、抗日教育が成功したと言える。わかるでしょう？ 

03月 21日 20:42 来自 iPad 查看转播和评论(1)  

好笑 : #微博看日本#有评论说，日本人做人做事都很认真，极具敬业精神，追求极致完美，属于工匠型民族。

你们在实际考察后对此有何评价？  

聞いた話によると、日本人はまじめで、職業意識も強い。完璧さを追求し、匠型の民族だと。実際に日本人を見て

そう感じましたか。 

03月 21日 20:37 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

石述思 : 能发现对方的优点并借鉴是一种素质。  

相手の優秀なところを発見し、参照吸収できることは教養である。 

03月 21日 20:39 来自 iPad 查看转播和评论(2)   

 

莫名其妙 : #微博看日本#你们对日本人礼拜靖国神社怎么看？？？  

日本人の靖国神社参拝をどう見ますか。 

03月 21日 20:32 来自 uc浏览器 查看转播和评论(8)   

石述思 : 我也气愤。但必须注意到这是日本少数政客所为，而且日本普通居民只是关心自己的生活，还有我

特佩服一些同胞自己呼吸着有毒的空气，吃着有毒的食品，竟然如此置自己生死于不顾，如此爱国，让人觉得

大国崛起指日可待哇。 

これは日本の少数の政治屋がやることである。一般の日本人は政治よりも自分たちの生活により強い関心を持っ

ている。毒のある空気を吸って、毒のある食品を食べて、自分の生死を度外して愛国ばかり叫ぶ、大国の台頭も

近い将来のことだと錯覚している同胞に同情する。  

03月 21日 20:37 来自 iPad 查看转播和评论(8)   

 

点炕木 : #微博看日本#老师，您好，全国政协委员，影视演员陈道路明两会提议，“抗日题材娱乐化或起错误

http://t.qq.com/p/t/220841100910080
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/236680067152125
http://t.qq.com/hx13098893
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/262588024367553
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/247647083627254
http://t.qq.com/lixiaobo8204
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/176101080341406
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/207109097866082
http://t.qq.com/m674004573
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/lixiaobo8204
http://t.qq.com/m674004573
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引导‘。对此，您怎么看？  

有名俳優の陳道明氏が全人代で「抗日ドラマの大量生産は国民教育の失敗につながる」と警告しているが、五岳

さんはどう思いますか？ 

03月 21日 20:34 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)  

 

五岳散人 : 陈道明是有脑子的人。  

陳道明は思考力のある俳優だ。 

03月 21日 20:35 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)   

 

月光下的紫藤 : #微博看日本# 石述思(@shishusi) 五岳散人(@wuyuesanren) 想请教两位老师是怎样看待

日本这样一个国家的？我们应该以一个什么样的态度去面对日本？多谢二位赐教。  

お二人は日本をどう見ているのか、私たちはどのような態度で日本に立ち向かうべきか？ 

03月 21日 20:30 来自腾讯微博 查看转播和评论(10)   

 

五岳散人 : 正经说一句：日本是一个伟大的国家，我们不要再妄自尊大了，他不是你文化的延伸，而是已经发

展了自己的文化。我们要用看一个平等的对手、值得学习的近邻的眼光看日本，学习他好的地方，而放弃那种

中日必有一战的思维，携手共建亚洲新的政治经济版图。  

まじめに答えよう：日本は偉大な国家である。我々は盲目な尊大さを捨てるべきだ。日本は中国文化の延長では

なく、自分の文化を創造している。平等な相手として、学ぶべき隣人として日本に接するべきだ。中日の間に必ず

一戦がある呪いを捨てて、アジアの新しい政治経済枠組みを築くためには、中日の連携が必要だ。 

03月 21日 20:33 来自腾讯微博 查看转播和评论(10)  

 

七戒 : #微博看日本#日本电器产业下滑严重，对经济和社会的影响，外人感觉得到吗？  

日本の電気製品産業は不振で、日本の社会経済への影響を感じますか？ 

03月 21日 20:29 来自 QQ 查看转播和评论(1)  

 

石述思 : 但总体领先中国。我们目前没有嘲笑日本的资本。  

http://t.qq.com/p/t/199908060534420
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/183480104070698
http://t.qq.com/langyuanzhiyun
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/199409058799000
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/245449073319424
http://t.qq.com/wrj-01
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/250349110690358
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/langyuanzhiyun
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wrj-01
http://t.qq.com/shishusi
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全体的には中国より進んでいる感じ、我々にはまだ日本を嘲笑する資格がないね。 

03月 21日 20:32 来自 iPad 查看转播和评论(1)  

 

文 : #微博看日本#师夷长技以制夷！  

夷の長所を学んで夷を制す。 

03月 21日 20:29 来自 Android客户端 查看转播和评论(1)  

 

石述思 : 你懂了。祝福你。  

いいことをいっている、おめでとう！ 

汤力水 : #微博看日本#让仇恨蒙蔽双眼，你永远看不到真相。当网络流传所谓＂抵制日货清单＂出来时，我

剩下的只是对于大和民族的钦佩。从衣食住行到高精科技，莫不是世界一流品牌。从二战废墟上＂站＂起来的

日本，值得我们学习与研究。谦虚点，别妄自尊大、鼠目寸光。 

恨みで頭がいっぱいになると、真相も見えなくなく。ネット上で「日貨排斥のリスト」が流行ったとき、ぼくは逆に大

和民族に尊敬の念を抱いている。衣食住からハイテク技術まで、どれも世界一流のブランドを持っている。戦争の

廃墟から立ち上がった日本に学習や研究する価値がある。盲目の尊大ぶりにはあきれた。 

03月 21日 20:24 来自 iPhone客户端 查看转播和评论(4)  

 

五岳散人 : 你是中华民族的希望。  

君は中華民族の希望だ。 

03月 21日 20:29 来自腾讯微博 查看转播和评论(4)  

 

陈彦儒 : #微博看日本#日本人怎么爱说一套做一套，总针对中国呢？  

日本人は言っていることとやることは違う。しかも中国を敵視している。 

03月 21日 20:28 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

石述思 : 其实，说一套做一套真不只是日本人强项。你懂的。 

http://t.qq.com/p/t/188223014826300
http://t.qq.com/windows-19801107
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/184880106460331
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/paolo82_yang
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/180599047157050
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/265144043873185
http://t.qq.com/chenyanru
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/247647081614038
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/windows-19801107
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/chenyanru
http://t.qq.com/shishusi
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言行不一致は日本人だけの強さではない、わかるでしょう？ 

天行健 : #微博看日本#二位老师，看你们说的很有道理。我们的民族丢掉的东西太多了。我想听听二位认为

我们是哪个时期丢掉的东西多呢？建国前？文革前？文革？还是改革开放以来？ 

お二人の言っていることに一理がある。我々の民族はたくさんの物を失った。建国前、文革前、文革中、改革開放

以来、どの時期は一番ひどいですか？  

03月 21日 20:25 来自小米手机 查看转播和评论(1)  

 

五岳散人 : 建国后，我们的传统一刀断根。  

建国後、我々の伝統は一刀両断にされた。 

03月 21日 20:29 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

飘 : #微博看日本#日本是一个注重文化的民族，所以人家能传承更多优质的思想。而中国的文化在十年文化

大革命时出现断层，现在的国人素质，令人看不到未来  

日本は文化重視の民族、沢山の優秀な思想を伝承してきた。中国の文化は文化大革命の拾年間で断ち切られ

た。今の中国人の民度では、未来が見通せない。 

石述思 : 你是最后击败日本的中国人之一。祝你好运。 

あなたは日本人に勝つ中国人の一人だ、幸運を祈る＞  

03月 21日 20:27 来自 iPad 查看转播和评论(4)  

 

citizen-公民 : 从战后的经济灭顶到今天的崛起，去除政治因素，和日本的国民心态有关系吗？  

日本の戦後の経済成長は、政治的な要素の他に国民の意識や資質と関係があるのか 

 

 

五岳散人 : 有，真的知道自己差在哪里，以及知道错在何处。我们差就差在这里。 

あると思う。自分たちの過ちを知り、足りないところを知る。我々にはこれが抜けている。 

王子霖 : #微博看日本#请问下日本的教育怎么样？我高一，日本是我最想去的地方之一。 

日本の教育はいかがですか？僕は高校一年生、日本は行きたい国の一つです。  

03月 21日 20:21 来自手机(t.3g.qq.com) 查看转播和评论(6)  

http://t.qq.com/xingying9520
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/176001076151039
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/249747079132151
http://t.qq.com/fengli000520316
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/186080103345888
http://t.qq.com/talinhu2011
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wangzilin426
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/220040089602010
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/fengli000520316
http://t.qq.com/talinhu2011
http://t.qq.com/wuyuesanren
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石述思 : 高中后，收费很贵，无论国立私立，但教育质量亚洲第一。  

教育費は高いようです、しかし、教育の質はアジア一番でしょう。 

03月 21日 20:26 来自 iPad 查看转播和评论(6)  

 

陈怡 : #微博看日本#日本能在二战之后迅速崛起，国家对教育的重视功不可没！五岳散人(@wuyuesanren) 

您怎么认为？ 日本は戦後復興ができたのは、国家の教育重視があったからだと思う。いかがですか？ 

03月 21日 20:15 来自 QQ 查看转播和评论(1)   

五岳散人 : 教育是最廉价的国防，也是最廉价的增长素。  

教育は最も廉価な国防である。最も廉価な成長素でもある。 

03月 21日 20:26 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

彭不通 : #微博看日本#你对现在抗日影视剧泛滥怎么看？  

抗日ドラマが氾濫している現状をどう見るのか？ 

03月 21日 20:16 来自 QQ 查看转播和评论(12)  

 

五岳散人 : 战场上打不过，av不许发展，不意淫会死国人必须如此嘛。  

戦場では勝てない、AVは禁止される。意淫するしかでしょう。 

03月 21日 20:23 来自腾讯微博 查看转播和评论(12)  

 

 

 

雨亭 : #微博看日本#不比不知道，一比吓一跳，几位几天比较下来，发现日本文明，大到古文化

保护，小到日常生活，很多地方确实优于我们，或者说值得我们学习的地方太多了。可国内就是一

股强劲的论调要让老百姓相信：小日本做滴再好，也没有我们幸福！对此石述思(@shishusi) 五岳

散人(@wuyuesanren) 二位有何述评？ 

http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/269302026079104
http://t.qq.com/cyhaoyun
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/238552103424203
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/176001076338354
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/181880102539745
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/176501077223884
http://t.qq.com/yongchenonline
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/cyhaoyun
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/yongchenonline
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比較しないとわからないが、お二人が数日の訪問だけで日本の文明が見つかったようですね。古代

文化の保護から日常生活まで我々より優れているところがたくさんあることがわかった。しかし、国内

では、日本より我々が幸せの宣伝ばっかり。お二人はどう思いますか？ 

 

五岳散人 : 国内的文化一言以蔽之：新闻联播。你信了，就是傻逼。  

国内の文化はひとごとで言うと、中央テレビのニュース、それを信じた人はアホである。 

 

bin518 : #微博看日本#日本为什么要霸占中国的领土钓鱼岛。  

日本は何故中国の領土である釣魚島を占領するの？ 

03月 21日 20:20 来自手机腾讯网 查看转播和评论(4)  

 

石述思 : 请仔细温习二战史，并仔细研究小平同志相关的讲话。对于钓鱼岛，俺觉得首先是了解

真相，然后再骂谁是王八蛋。  

第二次世界大戦の歴史をよく復習し、鄧小平同士の関連談話を丁寧に研究してください。釣魚島につ

いては、まず真相究明をして、それからどっちが悪いかを判断しましょう。 

03月 21日 20:24 来自 iPad 查看转播和评论(4)  

 

Svalna : #微博看日本#散人对于目前日本主导的萌文化怎么看，他们的50 的领导人是怎么对待

这类文化产业的  

散人さんは日本発信の萌文化をどう思う？日本の 50歳以上の指導者はこの文化をどう見るのか 

03月 21日 20:17 来自 QQ 查看转播和评论(1)  

 

五岳散人 : 这个很抱歉的说，我这人就很萌的，他们 50岁以上的领导其实也很萌。。。。  

ごめんなさい、僕もかなり萌な部類です。日本の 50歳以上の指導者もかなり萌でしょう。 

03月 21日 20:22 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/li518512
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/261549065701503
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/241949074968830
http://t.qq.com/Svalna
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/259449056285374
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/181480105102351
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/li518512
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/Svalna
http://t.qq.com/wuyuesanren
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小胖墩儿-姜伟 : #微博看日本#对中国是不是特别失望？我有个朋友在日本待了三年，回来候对

国人很失望，后来找个日本人嫁了，散人，有没有想过，就在那不回来了？  

中国に失望したのか。友人は日本に 3年間滞在した後帰国したら中国人に失望して、とうとう日本人

に嫁いだ。散人さんは日本に残ることを考えているのか。 

03月 21日 20:17 来自 Android客户端 查看转播和评论(1)  

 

五岳散人 : 还是不在日本居留了吧，最近我身体不好。。。  

日本に長居するつもりはない、最近体調がすぐれないので。。。 

03月 21日 20:21 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

彭不通 : #微博看日本#你对现在抗日影视剧泛滥怎么看？ 

抗日ドラマの氾濫をどう思いますか  

03月 21日 20:16 来自 QQ 查看转播和评论(2)  

 

石述思 : 按照横店影视城的逻辑，日本一年被杀近十亿鬼子，早已亡国灭种，咋还跟中国争钓鱼

岛呢。都是谁啊？  

横店ロケパークのロジックでいくと、一年間で 10億の日本鬼が殺されているから、日本はとっくに滅び

ており、中国と釣魚島を争うのは誰だろうか＞ 

03月 21日 20:21 来自 iPad 查看转播和评论(2)  

 

妖那吗 : #微博看日本#外国的政客中总有中国通，如韩国总统、美国副总统、日本外长等。不知

道中国的官员中有没有日本通、美国通、韩国通。  

外国の政治家には中国通が多い。韓国の大統領、アメリカの大統領、日本外相など。中国の指導者

に日本通やアメリカ通、韓国通がいるのか。 

03月 21日 20:18 来自 QQ 查看转播和评论(1)  

http://t.qq.com/JIANGWEI19870304
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/181080103534223
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/254549071035203
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/181880102539745
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/194823100699396
http://t.qq.com/hil13922286258
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/198123089551730
http://t.qq.com/JIANGWEI19870304
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/hil13922286258
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五岳散人 : 正经说，有，很多，但就是没人重视，主要都是靠忽悠国内搞外交。  

正直に言うと、いるね。たくさんいるけど、外交を重視する人がいない。国内政治のため国民をだまし

ながらの外交である。 

03月 21日 20:20 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

大海 : #微博看日本#我记得我初中语文老师给我们说过日本就是野性与兽性的结合体。 

中学校の国語の先生は、日本は野生と動物性の結合体だと言ったのを覚えている。  

03月 21日 20:17 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

石述思 : 你老师肯定没有到过日本。现在这词形容部分国人挺合适的。比如见了老大爷不扶。比

如敬爱的雷政富。  

その先生は日本に来たことがないに違いない。この形容詞は一部の中国人に送った方がいい。倒れ

た老人の前を素通りする人、雷政富（重慶の腐敗幹部）のような人。 

03月 21日 20:19 来自 iPad 查看转播和评论(1)  

 

浩浩 : #微博看日本#日本还是军国主义吗？日本的优点体现在哪里？ 

日本はもう軍国主義 ではないのか、そのいいところは何？ 

03月 21日 20:12 来自 QQ空间 查看转播和评论(3)  

 

五岳散人 : 日本青年绝对主流一定是不想打仗，没有所谓军国主义问题了。日本的优点，我建议

各位自己过来体会，好吃不好吃你还要自己吃一下才知道，是吧？  

日本の若者は戦争をしたくないから、所謂軍国主義は存在しないよ。日本のいいところ、皆さんに一

度日本に来ることを提案したい、おいしいかどうかは自分で食べて見ないとわからないのと同じ。 

03月 21日 20:18 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)  

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/199023089659382
http://t.qq.com/xyl1006948014123456
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/270702020479060
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/219628038776489
http://t.qq.com/cypai0663
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/248445062285516
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/249047081207068
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/xyl1006948014123456
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/cypai0663
http://t.qq.com/wuyuesanren
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许济涛 : #微博看日本#我们可向日本学习的太多了。他们的干净，有序，以至到每个家庭所传递

给我们的那种生活的理念，等等。 

日本の清潔さ、秩序正しさ、生活理念など、我々が学ぶべきところがいっぱいある。  

03月 21日 20:10 来自 QQ 查看转播和评论(1)  

 

石述思 : 小心，你会被骂成汉奸的。但俺相信你是未来战胜日本的希望。  

「漢奸」にされることになるぞ。でも、あなたは日本に勝つ未来の希望だと信じたい。 

03月 21日 20:17 来自 iPad 查看转播和评论(1)  

 

人沙字灵精 : #微博看日本#散人先生：日本人社会公德心比咱们国人怎样？  

日本社会のモラルは中国と比べてどうですか。 

03月 21日 20:13 来自手机(t.3g.qq.com) 查看转播和评论(2)  

 

五岳散人 : 强得多。咱这里说到公德心都是个体，人家都是社会，计量单位不同。 

ずっといい。私たちが言っているモラルは個人が対象で、日本は社会が対称、単位が違う。  

03月 21日 20:16 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

齐鸣 : #微博看日本#打倒小日本鬼子  

小日本の鬼を打倒しょう。 

03月 21日 20:11 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

石述思 : 这些口号是抗日电影中虚拟的英雄才会发出的。现在的已经演化成直接砸邻居日系车

了。这叫意淫误国。  

http://t.qq.com/xjt519446318
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/188823012177585
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/219828040386776
http://t.qq.com/bingfeifei287318653
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/39912120913498
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/272205093467269
http://t.qq.com/qi183557077
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/207109093498829
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/xjt519446318
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/bingfeifei287318653
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/qi183557077
http://t.qq.com/shishusi
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このようなキャッチ不レースは抗日映画に出てくる英雄たちが叫ぶもので、今は既に直接近所の日本

系の車を破壊する行為に進化した。自己欺瞞であり、国の害ですよ。 

03月 21日 20:16 来自 iPad 查看转播和评论(2)  

 

uglyduckling : #微博看日本#电视里正在放一个鬼子都不留，这样的片子太多了，究竟在宣扬什

么呢？ 

テレビで今も抗日ドラマを放映している。こういう番組ばっかりで何を宣伝しょうとしているのか。  

03月 21日 20:13 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

五岳散人 : 宣扬意淫的傻逼精神，还能有什么？抗战八年打成这个样子，结果你发现自己的对手

是弱智，你是啥？弱智＋1？  

自己欺瞞のあ Q精神そのもの。抗日戦争八年戦った相手が知恵おくれなら中国は？知恵おくれ＋１ 

03月 21日 20:15 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

彭不通 : #微博看日本#您觉得日本对抗日战争的态度是什么？  

日本の抗日戦争に対する態度は？ 

03月 21日 20:12 来自 QQ 查看转播和评论(9)  

 

石述思 : 日本承认美国人击败了他们。至于抗日，他们也知道国军是主要的敌人。  

日本はアメリカに敗れたことを認める。抗日についても、国民党軍と戦ったことしか知らないだろう。 

03月 21日 20:13 来自 iPad 查看转播和评论(9)  

 

彭不通 : #微博看日本#我们应该向日本学些什么？  

日本の何に学ぶのか？ 

03月 21日 20:07 来自 QQ 查看转播和评论(9)  

http://t.qq.com/p/t/250349108382443
http://t.qq.com/uglyduckling6666
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/212391014962893
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/220340089470791
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/244375099474904
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/245075100287488
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/236540027993553
http://t.qq.com/uglyduckling6666
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/leftbank-320
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五岳散人 : 学习人家的责任、耐心、专业，以及匠人精神。  

責任感、辛抱強さ、職業意識及び職人精神。 

03月 21日 20:13 来自腾讯微博 查看转播和评论(9)  

 

赵佩 : #微博看日本#抗战结束，日本从来没觉得输给了中国，国人一心谩骂日本，却从未反思为

何我堂堂大国会遭到日本蹂躏，一心沉浸在历史之中，而从未向前看到我们的国家利益所在，无

知，悲哀  

戦後、日本は中国に負けたことを一度も認めたことがない。中国人は日本批判ばっかりして、堂々た

る大国が何故日本に蹂躙されたかを反省もせずに歴史にこだわり、中国国家利益の所在を考えない

でいる。無知で悲しい。 

03月 21日 20:10 来自手机腾讯网 查看转播和评论(5)  

 

石述思 : 中国有你这样清醒的博友是值得庆幸的事。了解日本是击败它的前提。  

中国にはあなたのような目覚めた読者がいて、めでたいことだ。日本を知ることは日本に勝つことの

前提条件だ。 

03月 21日 20:12 来自 iPad 查看转播和评论(5)  

 

 

 

大海 : #微博看日本#虚伪变态狡诈的三流国家。  

偽りで悪賢い三流国家 

03月 21日 18:53 来自腾讯微博 查看转播和评论(7)  

 

石述思 : 不许侮辱自己的祖国。  

自分の祖国を侮辱するな。 

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/235280062812415
http://t.qq.com/http136408308
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/199509055139398
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/207009095393780
http://t.qq.com/xyl1006948014123456
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/183680088899895
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/http136408308
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/xyl1006948014123456
http://t.qq.com/shishusi
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03月 21日 20:11 来自 iPad 查看转播和评论(7)  

 

Svalna : #微博看日本#从动漫和电视上看，日本的礼仪太让人羡慕了，但是看上去有森严的等级

制度，散人来说说这方面的问题吧  

テレビやアニメから見ると、日本人の礼儀正しさは実にすばらしい。でも、厳しい等級制度があるよう

ですが、散人さん、如何ですか。 

03月 21日 20:09 来自 QQ 查看转播和评论(3)  

 

五岳散人 : 那不是等级，而是中华文化里秩序的镜像。  

それは等級ではない、中華文化の中の秩序のミラーサイトというものだ。 

03月 21日 20:10 来自腾讯微博 查看转播和评论(3)  

 

张墨 : #微博看日本#同样在日本又有多少人在宣传中国的好，新首相又要参拜靖国神社，钓鱼

岛还在继续，跟人并不仇视日本人，但打心底没有喜欢的地方  

日本では、中国に親近感を持つ人はかなり少ないでしょう。安倍首相も靖国神社を参拝する可能性が

ある。釣魚島紛争も解決していない。日本人を恨まないが、好きでもない。 

03月 21日 19:27 来自腾讯微博 查看转播和评论(6)  

 

石述思 : 日本有很多值得我们学习的地方，您光看抗日剧无法找到日本的软肋。夜郎自大是赢不

了。  

日本は参考すべきところがいっぱいある。抗日ドラマばかり見ても日本がわからない。夜郎自大は強

さではない。 

03月 21日 20:10 来自 iPad 查看转播和评论(6)  

 

赵春影 : #微博看日本#日本在这样下去，必造灭亡  

日本はこのままでいくと、滅亡するに違いない。 

http://t.qq.com/p/t/243349072868927
http://t.qq.com/Svalna
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/221628064742492
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/199808053866449
http://t.qq.com/mo886015
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/187923003604026
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/231463016873364
http://t.qq.com/yingjie0413
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/Svalna
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/mo886015
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/yingjie0413
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五岳散人 : 日本再这样下去啊，华夏就是先灭亡的。  

日本はこのままでいくと、華夏民族が先に滅亡するよ。 

03月 21日 20:09 来自腾讯微博 查看转播和评论(1)  

 

彭不通 : #微博看日本#我们应该向日本学些什么？ 

日本の何が参考になるのか？  

03月 21日 20:07 来自 QQ 查看转播和评论(4)  

 

五岳散人 : 四个字：现代文明。  

４文字である、近代文明。 

03月 21日 20:08 来自腾讯微博 查看转播和评论(4)  

 

柯南君讨厌葡萄干 : #微博看日本#要么打。要么慢慢缓和。到底要什么时候气氛才会好。太想去

长崎啦！灰常灰常想去啊！ 

中日関係は何時になったら改善するのか、長崎に行ってみたい。とっても行きたい。  

03月 21日 19:20 来自 uc浏览器 查看转播和评论(2)  

 

石述思 : 多来日本会有好处，战胜日本的前提是了解它。  

日本をたくさん見た方がいい。日本を追い越す前提は日本を知ることだ。 

03月 21日 20:08 来自 iPad 查看转播和评论(2)  

 

何军 : #微博看日本#打倒小曰本，收回钓鱼岛。抵制日货，还我河山。只要中国政府打倒小曰

本，我愿便买房子充当军费  

http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/183280092890590
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/236540027993553
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/233908037774820
http://t.qq.com/RebornGaara
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/193323098797819
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/239801128019060
http://t.qq.com/shichuangbazhong
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/leftbank-320
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/RebornGaara
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/shichuangbazhong
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日本を打倒し、釣魚島を取り戻そう。日貨排斥、わが山河を返してもらう。中国政府は日本と戦うな

ら、マイホームを売って、軍費に寄付してもいい。 

03月 21日 20:03 来自手机腾讯网 查看转播和评论(4)  

 

五岳散人 : 你他妈有钱买北京、上海的房子么？ 

お前は北京や上海の不動産を買う金持っているのか？  

03月 21日 20:07 来自腾讯微博 查看转播和评论(4)  

 

与谁共鸣 : #微博看日本# 同样是东方文化，为什么日本社会的文明程度这么高？中国人差哪

呢？ 同じ東洋文化で、何故日本社会の文明の程度がこれほど高いのか。中国のどこが悪いのか。 

03月 21日 14:34 来自腾讯微博 查看转播和评论(5)  

 

五岳散人 : 因为日本是隋唐的国度、现代的文明。我们丢了太多东西。  

日本は隋唐の国、近代の文明。我々は多くの物を失った。 

03月 21日 20:06 来自腾讯微博 查看转播和评论(5)  

 

何军 : #微博看日本#打倒小曰本，收回钓鱼岛。抵制日货，还我河山。只要中国政府打倒小曰

本，我愿便买房子充当军费  

日本を打倒し、釣魚島を取り戻そう。日貨排斥、わが山河を返してもらう。中国政府は日本と戦うな

ら、マイホームを売って、軍費に寄付してもいい。 

03月 21日 20:03 来自手机腾讯网 查看转播和评论(4)  

 

石述思 : 您适合去镇守钓鱼岛，俺等待您凯旋那一天。  

あなたは釣魚島での駐屯任務にふさわしい。あなたの凱旋を待っている。 

03月 21日 20:06 来自 iPad 查看转播和评论(4)  

http://t.qq.com/p/t/192123109168009
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/235002067424080
http://t.qq.com/alansong80
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/241249025445376
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/p/t/272905095269496
http://t.qq.com/shichuangbazhong
http://t.qq.com/k/微博看日本
http://t.qq.com/p/t/192123109168009
http://t.qq.com/shishusi
http://t.qq.com/p/t/194523104909413
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/alansong80
http://t.qq.com/wuyuesanren
http://t.qq.com/shichuangbazhong
http://t.qq.com/shishusi
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宝爷 : #微博看日本#钓鱼岛是中国的，苍老师是世界的?我草他马的天皇  

釣魚島は中国のもの、蒼井先生は世界の者、天皇は何者だ。 

03月 21日 19:36 来自手机(t.3g.qq.com) 查看转播和评论(2)  

 

五岳散人 : 你性取向有问题嘛。。。  

君は性の好みに問題があるようですね。。。 

03月 21日 20:05 来自腾讯微博 查看转播和评论(2)  

 

五岳散人 : 大家好。#微博看日本#欢迎各路网友提问。  

こんばんは。皆さんの質問を待っています。 

03月 21日 20:03 来自腾讯微博 查看转播和评论(3) 

 

石述思 : #微博看日本#大家好！老石在大阪问候大家。 

こんばんは！大阪からご挨拶をおくります。  

03月 21日 20:03 来自 iPad 查看转播和评论(0) 

 

客座总编辑 : #微博看日本#活动由独立公益机构——笹川日中友好基金会发起，邀请中国

媒体人赴日，对日本的政治、经济、科技、文化、娱乐等各个方面进行观察，试图还原一个真

实的日本，以期消除中日民众之间的误会与隔阂。20点整，让我们跟随石述思(@shishusi) 、

五岳散人(@wuyuesanren) 两位老师前去探索我们未曾了解的日本吧！  

「ウェイボーが日本を見る」活動は、公益団体である笹川日中友好基金が実施している中国のジャーナリスト出

身のブロガーを日本に招聘する事業である。日本の政治、経済、科学技術、文化、社会などを幅広く観察し、真

実の日本像を読者に紹介することにより、中日大衆間の隔たりや誤解を解消することを図っている。今晩２０時

から、石述思氏、五岳散人氏に密着して我々の知らない日本を探索してみよう。 
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