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 表 紙  
 

『琺瑯
ほうろう

カップ 赤い「双喜」図案』 作者：ヨウ・ユゥ（遊宇）  版画 高 92cm×幅 120cm   

巡回展「百花繚乱 中国リアリズムの煌めき」より 

 

多くの経歴を物語る傷だらけの琺瑯
ほうろう

カップを作品として再構築するその過程は、作家にとってもどかしい

抽象的な感覚が具体的になっていく過程でもあるという。 

制作中に自己を見つめることによって感じる自由こそが、作家にとって芸術の存在意義となっている。 

 

 

－1－ 



 

 会館だより 2016年 3月号 No.321  

- 2 - 

 

● お 知 ら せ ● 
 

『日中友好岸関子賞』論文募集要項  
 

(公財)日中友好会館は日本と中国の学術交流に貢献する人材育成のため、故岸関子氏の遺志

のもと、『日中友好岸関子賞』を設立いたしました。岸関子氏は「満洲国」の日本人官僚の妻と

して激動の歴史を生きぬき、自らの体験から正しい歴史認識を伝えていくことの大切さ、「日中

友好」の重要性を痛感し、自ら実践しただけでなく、その志を若い世代が継いでくれることを

願っていました。 
 

そこで没後の 2013年より当会を設立、毎年一回、日本の大学あるいは研究機関で学ぶ中華人

民共和国東北三省出身の留学生を対象に、彼らの提出した修士論文の中から優秀なもの 1 点あ

るいは 2点を選んで表彰し、奨励金 20万円を授与しています。本年も以下の要領で実施いたし

ますので、どうぞ奮ってご応募ください。 
 

主催者 第 4回『日中友好岸関子賞』選考委員会 

代表 西原春夫(早稲田大学名誉教授・元総長) 
 

(1)応募資格 

  中華人民共和国 東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）出身の留学生。 

(2)審査対象 

各年度末において日本の大学院の修士論文学位審査に合格した人文・社会科学系の論文。 

(3)提出する書類（以下は返却いたしません） 

①論文コピー2部 

②1,500字以内の要約 

③指導教授の推薦状(任意の書式・A4)  

④パスポートコピー（東北三省出身がわかるページ） 

⑤在留カードコピー 

⑥住所、Eメールアドレス等の連絡先 

(4)募集期間  

2016年 2月 1日㈪ ～ 4月 30日㈯〆切 （消印有効） 

(5)郵送先 

  公益財団法人 日中友好会館 『第 4回・日中友好岸関子賞選考委員会事務局』 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3  

Tel 03－3814－1261  Eメール：kourakuryo-k@jcfc.or.jp   担当：沼﨑 

(6)選考スケジュール 

第一次選考 2016年 7月頃      最終選考 2016年 10月頃 

(7)表彰式 

2016年 12月頃(予定) 
 

 

※選考の結果は本人宛に送付いたします。当館ホームページ： http://www.jcfc.or.jp/ 

も合わせてご参照ください。 

http://www.jcfc.or.jp/
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

日中友好会館美術館  

 

◆主催展 

｢中国第 12 回全国美術展受賞優

秀作品による｢現代中国の美術｣

百花繚乱 中国ﾘｱﾘｽﾞﾑの煌めき｣ 
 
 

会 期：2016年 2月 25日㈭～4月 10日㈰ 
 

   *前期:2/25～3/14  後期:3/16～4/10 
 

時 間：10:00～17:00 
 

休館日：火曜日 
 

観覧料：会期中何度でも入場可能な 

パスポート券  
 

一般 400 円(団体割引 20 名以上 300

円/名）、大高生 200 円、中学生以下

無料 

 

日中友好会館で 5 年毎に開催し、ご好評を

頂いております「現代中国の美術」がいよい

よ 2016年 2月 25日㈭に開幕となりました。 
 

7 回目となる今回は新たに「百花繚乱 中

国リアリズムの煌めき」と題し、東京(日中友

好会館美術館)をはじめ、奈良(奈良県立美術

館）、山梨(身延町なかとみ現代工芸美術館）、

長崎（長崎県美術館）、福岡（福岡アジア美術

館）の日本全国 5ヶ所を巡回します。 
 

中国政府が 5 年に一度開催する「全国美術

展」は、中国全土から 5 万点にのぼる作品が

寄せられる最大規模にして、現代アートの登

竜門とも称される権威ある公募展です。 
 

本展は、前述の全国美術展の受賞優秀作品

の中から、さらに日本の巡回美術館の各学芸

員が厳選した約 80 点をご紹介するものです。 
 

 
 

 

中国画・油彩画・水彩画・版画・漆画など

の絵画作品から彫刻、アニメーションまで、

いずれも確かな技術に裏打ちされた高いレベ

ルを誇る作品が揃いました。2 メートルを超

える大型作品も多く、圧巻のスケールをぜひ

間近でご堪能ください。 
 

前期・後期で一部作品の入れ替えがござい

ますが、入場券は会期中何度でもご覧いただ

けるパスポートとなっております。巡回スケ

ジュールは次ページにてご案内しております。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げており

ます。 
 

 

 

また、会期中に下記イベントを予定してお

ります。こちらも是非お出掛けください(イベ

ントは変更になる可能性もございます。当会

館ホームページ http://www.jcfc.or.jp/ に

てご確認ください）。 

    

「亮宝節の人々」シュー・ハイガン（水彩画） 

 

「光陰の物語」ホアン・ホンタオ（中国画） 
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＜美術館イベント＞ 
 

ミュージアムコンサート 
 

日時：2016年 3月 27日㈰ 

14:00～(約 40分） 

中国古箏(こそう)とピアノの共演。春

の訪れを感じさせる曲目を予定してい

ます♪ 
 

場所：日中友好会館美術館、観覧無料(要本

展観覧券)、事前申込不要 

 

【問合せ】 文化事業部 

TEL 03－3815－5085 FAX 03－3811－5263 

E-mail:bunka@jcfc.or.jp 

 

 

「百花繚乱 中国リアリズムの煌めき」 

巡回スケジュールのご案内 
 

・奈良県立美術館 

2015年 8月 18日～9月 23日 

終了しました。 
 

・身延町なかとみ現代工芸美術館（山梨県） 

2015年 10月 2日～11月 15日  

終了しました。 
 

・長崎県美術館 

 2015年 12月 12日～2016年 1月 31日 

終了しました。 
 

・日中友好会館美術館 

 2016年 2月 25日～4月 10日 
 

・福岡アジア美術館 

 2016年 4月 16日～5月 22日 
 

＊詳細は各美術館に直接お問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆第 25 回観桜会 
 

 

日 時：2016年 3月 25日㈮ 17:30より 

    (受付 17:00～) 

 

会 場：小石川後楽園「涵徳亭」 

 

参加費：3,000円／人 

   非会員の方はお問い合わせください。 

 

 

本年も小石川後楽園のしだれ桜の時期に後

楽会会員の皆様、中国大使館やその他関係者

等、大勢の方をお招きして懇親会を開催いた

します。年に一度の大きな集まりですので是

非ご参加ください。 
 

さて立春も過ぎ、小石川後楽園では早咲き

の梅が咲き始めたそうです。そろそろ春の声

が聞こえ始めましたが、今年の桜はどうでし

ょうか？（なお庭園へは別途入園料がかかり

ます） 

（担当：緒方） 

 

 

 

 

 

 

小石川後楽園のしだれ桜 
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◆2016 年中国旅行 
 

今年の後楽会の中国旅行は、「奥桂林」と称

される陽朔から更に奥地の鐘山や賀州周辺の

漓江下り、龍脊棚田、少数民族を巡る旅を企

画しています。桂林は一昨年世界自然遺産「中

国南方カルスト」に拡張登録されました。素

晴らしい山水風景と素朴な古村、近年ロープ

ウェイが開通しアクセスしやすくなった、龍の

姿に見えるといわれる棚田と、見どころたっぷ

りの旅です。 
 

時期は 6 月下旬を予定しています。後楽会

では 1994 年に訪れていますが、22 年前より

かなり変化していると思います。一度参加さ

れた方も前回とは別の場所を訪れますので、

是非ご検討ください。詳細決定次第、ご案内

します。 
 

（担当：田辺） 

 

 

 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2016年 2月ご入会 

真島理恵子さん、井桁晨太郎さん 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局  

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆主催展「百花繚乱 中国ﾘｱﾘｽﾞﾑの

煌めき」長崎巡回展が大好評の 

うちに閉幕 
 

日中友好会館美術館で 5 年に 1 回開催され

るおなじみの「現代中国の美術」。7回目とな

る今回は、新たに「百家繚乱 中国リアリズ

ムの煌めき」という題名を付け、日本各地 5

か所で巡回中です。 

 

 

 

 
 

巡回の第 3 会場となる長崎県美術館での展

覧会が 1月 31日、大好評のうちに閉幕しまし

た（会期：2015 年 12 月 12 日～2016 年 1 月

31日）。 

 

 

 
 

開設 30 周年を迎えた中国駐長崎総領事館

のご支援もいただき、大変多くの方々が本展

開幕セレモニー 

(長崎県美術館エントランスホールにて) 

展覧会場の様子 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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を鑑賞くださいました。また、会期中は担当

学芸員によるギャラリートークやワークショ

ップなど多彩なイベントが行われ、こちらも

好評でした。 
 

（文化事業部） 

 

 

◆1月新春談話会 
 

後楽会の新春談話会は 1月 15日に豫園にて

開催、会員と後楽寮生合わせて 38名が参加し

ました。昨年秋に入寮した寮生も多く、会員

も新しい寮生との交流ができたようです。 

 

 

 
 

 

また、着物をお召しになった会員もいたの

で、新春らしい華やかな交流会となりました。 
 

本年も日中の交流がますます深まるような

活動ができればと思います。日中友好後楽会

の活動へのご参加、ご理解をよろしくお願い

致します。 
 

（後楽会事務局） 
 

 

 

 

◆2月談話会 
 

2 月 4 日、甘粛省出身で早稲田大学政治学

研究科にてジャーナリズムを学ぶ、王純さん

を講師に迎え、日中友好会館と後楽寮設立の

歴史について制作したドキュメンタリー映像

を、ご紹介いただきました。 
 

 
 

 

 

 

映像では、国交正常化以前から寮に住んで

いた留学生、会館設立に注力した関係者、元

職員、現在各界で活躍する後楽寮生など 7 名

の歴史の証言者たちのインタビューを通じ、

当時の時代背景のほか、現在の後楽寮の様子

を紹介しました。講師が約 3 年かけて制作し

た本映像を、参加した会員の方々や寮生も真

剣に鑑賞し、さまざまな人々の努力の末、今

日の日中両国の友好拠点である日中友好会館

と後楽寮が設立した経緯を肌で感じることが

できました。 

（後楽会事務局） 

 

 

◆第 3回｢日中友好岸関子賞｣授賞式

を終えて 
 

2015 年 12 月 5 日㈯、当会館において「日

中友好岸関子賞」の第三回授賞式がとりおこ

なわれました。 
 

この賞は、日中友好の志を継いでほしいと

いう一人の日本人女性の願いによって生まれ

たもので、中国の東北地方から来日した留学

生の研究成果を対象としています。本年度は

東京大学大学院で社会学を学ぶ遼寧省からの

留学生、李盈慧さんの修士論文「中国社会の

個人化―個人化と個人主義という視点から―」

和やかに交流する会員と寮生達 

制作過程を説明する王純さん 
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が、選考委員会において満場一致で受賞と決

定いたしました。 

 

 

 

第 3回「日中友好岸関子賞」 

選考委員会のご紹介 
 

・選考委員 

西原春夫 早稲田大学名誉教授・元総長 

(刑法）※選考委員長 

 小島麗逸 大東文化大学名誉教授 

(中国経済論・アジア経済学) 

齊藤泰治 早稲田大学政治経済学術院教授 

(中国近現代思想史） 

山田辰雄 慶應義塾大学名誉教授 

(中国近代史） 

劉 建輝 国際日本文化研究センター教授 

(日中比較文学・比較文化） 

岸 陽子 早稲田大学名誉教授 

(中国文学） 

村上立躬 日中友好会館 顧問 

武田勝年 日中友好会館 理事長 

               (順不同) 

 

授賞論文は、ドイツの社会学者ウルリッ

ヒ・ベックの「個人化」についての理論をベ

ースにしたものです。ベックの近代社会に関

する批判的分析は世界的に大きな影響を与え

ていますが、「個人化」は「リスク社会」「再

帰的近代」などと並んで彼の理論の主軸をな

すキー・コンセプトの一つです。中国でも、

社会学者の閻雲祥氏がこの「個人化」の概念

を批判的に援用しながら、中国の「近代」の

複雑性を考察しました。李さんの論文はこれ

を継いで、共産党体制というファクターをも

組み込み、中国社会の「近代化」を論じよう

とした意欲的なものです。 

 

 

 
 

 

西原春夫選考委員長より賞状と副賞 20 万

円が授与されたのち、武田勝年理事長及び、

このささやかな賞の創設者の一人でもある村

上立躬顧問の主催により、会館地下一階のレ

ストラン「豫園」で祝賀会が開かれました。 
 

（岸陽子） 
 

 

※なお、2016 年第 4 回「日中友好岸関子賞」

論文募集要項を 2 ページに掲載しています。

こちらも合わせてご参照ください。 

 

 

◆後楽会(中国)友好聯誼会 

山東分会年次会に参加 
 

後楽会(中国)友好聯誼会は後楽寮 OB・OG組

織で、新疆分会、上海分会に続く 3 つ目の分

会となる山東分会が 2015年 5月に成立しまし

た。そして、シンポジウムと年次会が 1 月 9

日に青島市で開催され、武田理事長と留学生

事業部職員が参加しました。北京の後楽会(中

国)事務局からは尹怡欣秘書長が参加しまし

た。また、山東省出身である会館職員 OBの馮

樹龍元文化事業部長も北京から車で駆けつけ

    

最終審査会での討議 

 

西原選考委員長より賞状の授与 
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てくださいました。 
 

午前はシンポジウムが行われ、はじめに遠

山茂青島総領事が記念講演をし、続いて山東

師範大学教授である山東分会の李光貞会長が

中日交流事業の実績を紹介した後、座談会を

行いました。 
 

午後には山東分会の 2015 年の活動と 2016

年の活動予定の報告会が行われました。 
 

夜は懇親会となり、遠山総領事ほか、青島

市にある日本人会、JETRO、三菱商事などの日

系企業や中国企業等も参加、元後楽寮生との

交流が活発に行われました。 

 

 

 
 

 

本年以降も様々な分会が成立する予定なの

で、引き続き留学生事業部も協力していきた

いと思っています。 
 

（留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮春節祝賀会、大晦日餃子 

パーティーで大いに盛り上がる 
 

1月 23日、日中友好会館大ホールにて第 41

期寮生委員会主催の 2016 年春節祝賀会が行

われ、日頃お世話になっている友好団体やホ

ームステイのホストファミリーなど約 200 名

が少し早い春節を祝いました。 

 

 
 

来賓紹介の後、宮本雄二副会長、中国大使

館教育処の胡志平公使参事官がご挨拶され、

毛智琪寮生委員長が寮生を代表して皆様へ感

謝の意を述べました。 
 

続いて寮生のパフォーマンスはバリトンの

力強い歌から始まり、エクササイズ、少数民

族の歌、女性寮生 6 名による舞踊、琵琶や古

筝などの演奏、そして後楽寮合唱団 30 名が

「糸」と「後楽寮の歌」の 2曲を歌いました。

今回のパフォーマンスでは、デザイン専攻の

寮生が製作した衣裳を寮生が身に着け、ファ

ッションショーを行うという初めての試みが

ありました。 

 

 
 

 

寮生の様々なパフォーマンスの後は、会場

を後楽寮食堂に移し、引き続き第 2 部の夕食

遠山総領事(左 5)や現地企業の方たちと参加者の元寮生 

蘇州の刺繍踊りを披露 

デザイナーの梁さん(前列中央)とモデルの寮生達 
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交流会が行われました。寮生はご来賓やお世

話になっている友好団体の方達と何日も前か

ら準備をした後楽寮調理師のおいしい料理を

味わいながら交流し、ともに春節を祝いまし

た。ここでも寮生のパフォーマンスが行われ、

ゲームや抽選会でも盛り上がりました。 
 

そして春節を控えた前日の 2 月 7 日は、中

国の大晦日である“除夕”で、寮生や留学生

事業部の職員など約 100 名で夕方から餃子作

りをしました。年々餃子を作れる寮生が減っ

てきましたが、お互い教え、教わりながら楽

しく餃子ができました。茹であがった餃子を

食べながら、先の春節祝賀会で行われたパフ

ォーマンスの表彰式があり、鄭祥林中国代表

理事より寮生へ賞状と記念品が贈られました。 
 

 
 

 

その後、中国のテレビ番組「春節聯歓晩会」

を見ながら大晦日の夜を過ごし、中国時間に

合わせ、日本時間の深夜 1 時に爆竹の代わり

にクラッカーで新年を迎えました。 
 

寮生達は研究や論文発表を控えた忙しい時

期に練習やリハーサルなどもこなし、祝賀会

や大晦日を迎えました。また、春節の前後に

は一時帰国の寮生も多い中、残っている寮生

委員を中心に他の寮生達も積極的に準備や片

づけなど行っていました。 
 

留学先で迎える春節を寮生みんなで楽しく

過ごすことができ、2016 年も新たな気持ちで

スタートできそうです。 

（留学生事業部） 

◆各友好団体の新年・春節行事に 

後楽寮生が参加 
 

 2016年になり、新年や春節の様々な行事に

今年も後楽寮生は積極的に参加・協力しまし

た。主な活動は下記のとおりです。 
 

 1月 9日  東京華僑総会新年会 

 1月 16日 文京区国際理解推進講座 

 1月 24日 しぶやニュー駅伝 2016 

 1月 30日 渋谷区日中友好協会 

「春節のつどい」 

 2月 6日  千代田区日中友好協会 

「新春のつどい」 

 2月 7日   北区日中友好協会 

「春節餃子パーティー」 
 

 毎年各友好団体よりご招待いただき、寮生

が参加し、歌や楽器演奏を披露しています。 

ここでは、今年新たに加わった 2つの行事を

ご紹介したいと思います。 
 

 1月 16日、区民の国際理解を深めるための

行事として文京区が行っている「国際理解推

進講座」に協力、後楽寮生 3名が日中友好美

術館で古筝、二胡、琵琶のサロンコンサート

を行いました。その後、中国茶芸苑馥に場所

を移し、中国茶を味わいながら参加者と交流

するイベントが行われました。初めて中国楽

器の演奏を耳にする方、そして日中友好会館

に初めて足を運ばれた方も多数おられ、盛会

のうちに終了しました。寮生たちはこの機会

を通して、少しでも国際理解の手助けができ

たかと思います。 
 

 

クラッカーを鳴らして春節を祝う 

中国茶の説明をする寮生 
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1月 24日は「しぶやニュー駅伝 2016」が行

われました。走者、応援の寮生、留学生事業

部職員等総勢 11名が渋谷区日中友好協会（以

下、渋谷日中）と後楽寮の合同チームとして

参加しました。この駅伝は今年で 66回目です

が、「渋谷日中」としても初めて参加したそう

です。当日は朝もまだ明るくならないうちに

寮を出発し、代々木公園まで向かいました。 
 

渋谷日中の松岡会長は準備段階や当日朝早

くからスタッフとして関わっておられ、後楽

寮生も大変お世話になりました。駅伝終了後

は渋谷区勤労会館に場所を移し、交流会が行

われ、チームメイトや関係者と友好を深めま

した。 
 

 

 
 

寮生達はマラソングループを組織して、週

に数回、皇居までランニングをして練習を重

ねてきましたが、新年・春節は行事が多く、

練習も大変だったことと思います。 
  

今後も様々な友好活動やスポーツ交流で各

団体と協力していきたいと思っています。 
 

（留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「JENESYS2.0」香港高校生訪日団

第 3陣が来日 
 

東京･広島･大阪･神奈川を訪問 
 

2015年 12月 15日から 12月 23日までの日

程で、香港高校生訪日団第 3陣(団長＝郭民亮 

仏教葉紀南紀念中学校長)が来日した。本団は、

香港の 63 校から選抜された高校生と引率の

計 71 名で、外務省が実施する「JENESYS2.0」

の一環として招聘した。 
  

訪日団は 2分団に分かれ、第 1分団は広島

県・大阪府、第 2分団は広島県・神奈川県を

訪問し学校交流を行い、日本の高校生や一般

市民との友好交流と相互理解を深めたほか、

上記府県と東京都で、大学訪問、環境・防災

施設の視察等、「クールジャパン」をテーマに

さまざまなプログラムに参加し、政治・歴史・

文化・社会・科学技術・環境・防災に関する

包括的な対日理解を深めた。 

 

東京では大学訪問、宇宙に関するセミナーを

実施 
 

東京では全分団合同で桜美林大学を訪問し、

大学の概要紹介を受けたほか、キャンパスツ

アーや学生との交流会に参加し、日本の大学

生活に触れる貴重な機会となった。 
 

また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)広報部

特任担当役の柳川孝二氏より、JAXAの宇宙開

発利用と有人宇宙活動についての講義を聞い

た。風船を用いて地球と月の距離を伝えたり、

動画を交えて宇宙での活動の様子を伝えたり

するなど、遠い宇宙を身近に感じられるよう

な説明に、高校生たちは熱心に聞き入ってい

た。団員からは、尿を飲用水にする技術や、

宇宙ステーションで食べきれなかった物やゴ

ミの処理方法についてなど、たくさんの質問

が挙がった。 

 

しぶやニュー駅伝参加者 
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高校生と交流、親睦を深める 
 

訪日団は広島県、大阪府、神奈川県の 4 つ

の高校で学校交流を実施し、各校で熱烈な歓

迎を受けた。英語や体育、美術、家庭科など

の授業に参加したほか、餅つき・茶道の体験、

伝統的な遊びや楽器の紹介など日本の文化に

触れるプログラムや、多彩な部活動への参加

などを通して日本の高校生活を体験するとと

もに、日本の生徒と親睦を深めた。交流の場

面では、お互いの学生生活や好きなアニメな

ど同世代共通の話題で盛り上がり、どの学校

でも笑顔に溢れていた。 

 

 

 

 
 

 そのほか、第 1 分団は広島市中工場、大阪

市立阿倍野防災センター、第 2 分団はエフピ

コ愛パック㈱福山選別センター、本所防災館

を見学し、日本の環境保護や防災、企業の障

がい者雇用の取り組みなどについて理解を深

めた。広島平和記念公園では園内の参観のほ

か原爆の被爆体験者の講話を聞き、平和につ

いて改めて考える機会となった。また、宮島

では世界遺産の厳島神社を見学した。 
 

香港高校生からは、「学校交流では、授業や

会話、レクリエーションを通して日港の生徒

同士の友情を深められただけでなく、清掃や

部活動への参加など初めて体験したことも多

く、非常に印象に残った」「被爆の体験を聞い

て、平和の大切さを痛感し、広島のような悲

劇を繰り返してはいけないと感じた」「日本人

の真面目さや環境保護意識の高さ、文化を大

切にする姿勢を、香港の友人たちにもぜひ伝

えたい」などといった感想が聞かれた。 
 

 

 
 

 

本団の受け入れにご協力くださった関係機

関・関係者の皆様に、この場を借りて厚く御

礼申し上げたい。 
 

（総合交流部） 

 

 

◆「JENESYS2.0」中国大学生訪日団

第 25陣が来日 
 

一行 124 名が東京･神奈川･埼玉･

大阪･京都･奈良を訪問 
 

2016年 1月 19日から 1月 26日までの日程

で、中国大学生訪日団第 25 陣(団長＝郭寧 

中国日本友好協会･都市･経済交流部部長)が

来日した。本団は、北京市で医学、湖南省、

江蘇省で経済・経営を専攻する大学生・大学

院生で構成された計 124 名で、外務省が実施

する「JENESYS2.0」の一環として招聘した。 
 

訪日団は、東京、神奈川、埼玉、大阪、京

都、奈良を訪問し、日本の大学生との交流、

専門分野に関するセミナーや模擬授業、企業

視察、農村体験・ホームステイ等を通じて、

日本の同世代や一般市民との友好交流と相互

理解を深めたほか、世界遺産や「クールジャ

日本文化の紹介を受けながら交流 

(福山市立福山中・高等学校) 

平和記念公園を参観 

平和への祈りを込めて鐘を鳴らす 
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パン」を体感できる施設を視察し、さまざま

なプログラムを通じ包括的な対日理解を深め

た。 

 

医学、経済・経営をテーマに活動 
 

訪日団は、医学、経済・経営のテーマに沿

って活動した。東京でそれぞれセミナーに参

加し、各地で関連企業・施設を視察した。医

学を学ぶ第 1 分団は、(一社)全国在宅療養支

援診療所連絡会会長の新田國夫氏から、「日本

の超高齢社会における医療・介護システムの

在り方」をテーマにセミナーを受け、日中両

国の共通課題である超高齢化社会に向け、介

護医療における家族や地域の人々が果たす役

割と、患者の生き方を支える在宅医療の可能

性について考えるよい機会となった。神奈川

のテルモメディカルプラネックスでは、最先

端の医療研修施設の見学と医療トレーニング

を体験し、大阪の ATC エイジレスセンターで

は、介護する側とされる側のサポート製品や、

心のケアに至るまで、さまざまな社会福祉の

取り組みについて紹介を受けた。団員たちは、

各プログラムを通じ、日本の優れた先端技術

のほか、バリアフリー社会の形成と「人に優

しい医療」の実現を目指す人々の取り組みに、

深く感銘を受けていた。 

経済・経営管理を学ぶ第 2 分団は、みずほ

総合研究所主任エコノミストの徳田秀信氏よ

り、「日本経済の現状と課題」をテーマに、ア

ベノミクスの成果と課題についてセミナーを

受け、日本経済を好循環させるための財政政

策や長期・短期的な課題について理解を深め

た。埼玉では、江崎グリコの製造工場である

グリコピア・イーストで、機械化・省エネ化

された生産ラインを見学し、同社の「創造性」

を大切にした企業経営の在り方について学ん

だ。そのほか、社会を豊かにする先端技術を

集めた TEPIA 先端技術館や、大阪の造幣局を

訪問し、日本の経済活動や社会の発展に繋が

るさまざまな取組みについて理解を深めた。 

 

日本の大学生と交流、友好を深める 
 

また、東京と京都で大学を訪問した。第 1

分団は東京女子医科大学で先端生命医学研究、

京都大学で免疫ゲノム医学研究について講義

を受け、日本の最先端医療研究について理解

を深めた。東京女子医科大学の学生交流会で

は、英語に筆談も交えながら、和気藹々とし

た雰囲気の中交流し、SNS で連絡先を交換し

て今後のやりとりを約束していた。第 2 分団

は中央大学で、同大の学生が途上国で行った

社会貢献に繋がるビジネスプロジェクトのプ

レゼンテーションを聞いた後、グループに分

かれ、その発表内容や日本のポップカルチャ

ーなど多岐に亘るテーマで交流した。同志社

大学では、ビジネス研究科の学生と、将来の

目標や学校生活の違いなど自由に話し合い、

最後に代表者が感想を発表した。それぞれの

大学で模擬授業、大学生との交流会、キャン

パスツアー等を行い、各専攻の研究について

見識を広めるとともに、日中大学生の相互理

解と友好を深めることができた。 

 

 

 

 

奈良県明日香村でのホームステイ 
 

そのほか一行は、美しい自然と遺跡に囲ま

れた奈良県明日香村を訪れ、農村体験とホー

ムステイを行った。 

東京女子医科大学の学生と自由に意見交換 
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ホームステイでは、各家庭で料理の手伝い

をしたり、苺農家で収穫体験をしたり、遺跡

見学に出かけたり、それぞれ楽しい時間を過

ごし、日本人の暮らしに触れた。別れの際は

雪が降る中、いつまでも手を振り見送るホス

トファミリーの姿に、団員は目頭を熱くして

いた。 

 

 
 

 

 

団員からは、各訪問先での交流を通じ、「医

学のソフトとハード両面で交流を続け、お互

いの発展に繋げたいと思った」「日本の大学生

が途上国で実施したプロジェクトを聞き、理

論と知識を学ぶだけでなく、経験を積むこと

の重要さを学んだ」「ホームステイは緊張した

が、家族同様に接してくれて感動した」など

の感想が聞かれた。今回の交流を通じて日本

に対する印象が変わったという声も多く聞か

れた。 
 

そのほか一行は、東京では皇居二重橋、東

京タワーの参観、奈良では東大寺のほか、第

2 分団は唐招提寺と薬師寺、京都嵐山で周恩

来総理記念詩碑を参観し、クールジャパンと

地域特有の文化・歴史に触れた。8 日間の充

実した日程で、日本の文化や社会について見

聞を広め、日本に対する理解や関心を高める

きっかけとなった。本団の受け入れにご協力

くださった関係機関･関係者の皆様に、この場

を借りて厚く御礼申し上げたい。 
 

（総合交流部） 

 

 

 

 

 

お世話になったホストファミリーに感謝を伝える 

(奈良県明日香村) 

 

貸ホール・会議室のご案内 

 

 

大ホール 

 

日中友好会館地下1階にある大ホールと第一

会議室は、集会やイベントのスペースとして貸

し出しており、主に会議やセミナー、展示会等

でご利用頂いております。 

料金や予約状況、お申し込みの方法などは、

当会館ホームページでご覧いただけますので、

お気軽にご覧ください。 

皆様のご利用をお待ちしております。 

 

http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/hall 
 

 

 
 

第一会議室 

 

 
【お問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 事務局  

TEL：03-3811-5317   

FAX：03-3811-5263  
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 ● コ ラ ム ●
 

理事長のツイッター 

 

(公財)日中友好会館  理事長  武田 勝年 

 

 

1月 29日㈮、東アジア共同体評議会と北京第二外国語学院日本歴史文化研究センターの共催

で開催された国際シンポジウム「未来志向の関係構築における日中有識者交流のあり方」に参

加した。日中の大学やシンクタンクで国際問題研究や政策提言に携わっているパネラーが、「日

中有識者交流の現状と課題」「日中有識者交流の発展に向けて」と言うテーマに沿ってそれぞれ

の見解を述べられ、一般参加者からも活発な意見、質問が出された。中国側パネラーは全て日

本留学の経験があり、正確且つ明瞭な日本語で討論に参加されたことに驚き、社会的に影響力

のある有識者のレベルで日中間の繋がりが深まっていることの象徴であろうと大変嬉しく思っ

た。 
 

討論の中で多くの啓発を受けたが、私なりに以下の通り総括した。 
 

「政治、経済、軍事等の面で急速に台頭した中国が既に大国であることは間違いないが、同

時に発展途上国でもあり、激しい変化の過程にある。日本は新しい政治体制、経済成長メカニ

ズムを模索している。世界各国も様々な課題に直面しており新しい秩序に向かって交渉、葛藤、

紛争の最中にある。この‘三つの変化’の中で今後の日中間の交流には構造的変化がなければ

ならない。旧い冷戦思想で対処できないことは当然だが、‘世々代々友好下去’と念仏のみを唱

えていても何の解決にもならない。又、日中両国間の多くの問題は二国だけで解決することは

難しく、アジア諸国と一緒に考え、その方向性は関係各国の国民が肯首できるものでなければ

ならない。」 
 

私は、日本の将来を担うエリートは、二か国語（英語＋1）の語学を習得し当該国の歴史や現

状に精通して欲しいと思っている。就中 GDP 世界第二位の大国であり、隣国でもある中国をよ

く知る‘知中派’が、政治、経済、行政、学術等の領域でリーダーシップを発揮して欲しい。

日本の閣僚が北京の人民大会堂で中国語で講演する或いは日本企業トップが堂々と中国語で交

渉する姿は想像するだけで楽しい。東京大学では、英語＋中国語の人材育成に注力、一部民間

企業でも中国語でビジネスができる社員を増やそうとしていると聞いている。大学生が手作り

で取り組んでいる交流プログラムもあるがまだまだ規模が小さい。両国大学生が全地球的課題

に共同で挑戦する、中国古代史、日中交流史を新しい視点で掘り下げる等の学生交流の強化・

拡大のために官民を挙げて取り組む必要がある。有識者の方々には、その具体的施策を策定し、

両国政府に提言されることを要望したい。 
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会館行事と人の動き 1/1～31    
 

● 会館行事 
 

12/12～1/31主催展「現代中国の美術―百花繚乱 中国リアリズムの煌めき」長崎巡回展 

（長崎県美術館） 

1/ 5新旧寮生委員会懇親会（武田理事長、荒井常務理事、留学生事業部） 

1/ 7、21後楽会気功・中国画教室 

1/ 9後楽会(中国)友好聯誼会 山東分会年次会（武田理事長、留学生事業部） 

1/15後楽会新春談話会 

1/19～1/26「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第 25陣 来日 

（1/20同団歓迎会、1/25同団歓送報告会） 

1/23後楽寮春節祝賀会 

1/24～1/31「JENESYS2.0」2015年度中国青年メディア関係者代表団第 3陣 来日 

（1/25同団歓迎会、1/30同団歓送報告会） 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

1/14中国大使館 程永華大使 面談（江田会長、武田理事長） 

1/20元大使館教育処書記官 河北工業大学外国語学院 黄忠氏 来館（留学生事業部） 

1/21長崎県と中国大使館との友好交流会（鄭中国代表理事） 

藤沢市観光協会 福島勇専務理事 来館（留学生事業部） 

元後楽寮生 中国国家発展和改革委員会対外経済研究所 劉錦明所長助理 来館 

（留学生事業部） 

1/26元後楽寮生 中国社会科学院民族学与人類学研究所 梁景之研究員 来館（留学生事業部） 

1/28元後楽寮生 復旦大学 包霞琴副教授 来館（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

1/ 7日中経済協会賀詞交換会（武田理事長、荒井常務理事） 

1/ 9東京華僑総会新年会（後楽寮生） 

1/10第 33回全日本中国語スピーチコンテスト（荒井常務理事） 

1/16文京区国際理解推進講座（留学生事業部、後楽寮生） 

1/20日中友好協会新年会（江田会長、武田理事長、鄭中国代表理事、荒井常務理事） 

1/21孔子のふるさと「孔府」文化遺産開幕式（鄭中国代表理事） 

1/23～1/24中国大使館館員とのスキー懇親会（鄭中国代表理事、会館職員） 

1/24しぶやニュー駅伝 2016（留学生事業部、後楽寮生） 

1/25留日学人新年会（留学生事業部、後楽寮生） 

1/27東京ドーム「東京国際キルトフェスティバル」見学（後楽寮生） 

1/29日中友好団体新年会（江田会長、武田理事長、鄭中国代表理事、荒井常務理事他） 

チャイナフェスティバル開幕式（江田会長、武田理事長、鄭中国代表理事） 

東アジア共同体評議会シンポジウム（武田理事長、荒井常務理事） 

1/30渋谷区日中友好協会春節のつどい（留学生事業部、後楽寮生） 

1/31松山バレエ団 新「白鳥の湖」鑑賞（留学生事業部、後楽寮生） 
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