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第 27 回中国文化之日「多彩貴州－貴州省少数民族歌舞公演（仮）」より 

詳細は来月号に掲載します。 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「墨魂彩韻―中国画名家 劉赦、

張暁凌、張譯丹、陳允陸展」 
  

 

中国画は長い歴史を持つ中国の伝統絵画で

あり、墨を主体に描かれます。西洋画が形の

正確さを追求してきたのに対し、中国画は絵

の中の精神の宿りを重視してきました。近年、

経済の発展と共に、中国画も繁栄し、伝統を

継承しながら新しい画風が生まれました。 
 

本展覧会では、現代中国画壇で活躍してい

る中国画の代表作家劉赦、張暁凌、張譯丹、

陳允陸の作品 45点を展示します。彼らは中国

画の伝統技法を研究し、独自の表現と芸術性

がある作品は国内のみならず、海外でも高い

評価を受けています。 
 

本展を通じて、現代中国画の多様性を感じ、

中国の文化芸

術の理解を深

め、日中両国の

文化芸術交流

を促進します。 

 

 

【問合せ】日中書画芸術交流協会事務局 

電話：072-673-7138 

◆貸美術館催事 

｢刀筆銘心－中日書画刻字展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本刻字協会は中国書道家協会刻字委員会

と 30年以上の交流歴があります。中日国交正

常化 45周年に際し、さらに交流を深めるため、

主催者側が日本刻字協会と中国書道家協会刻

字委員会と共同して東京と南京で、日本著名

刻字家・薄田東仙先生、中国刻字分野のリー

ダー的存在である王志安先生、中国著名書画

家・李俊先生

を招き日中刻

字・書道芸術

家作品展を開

催します。 
 

 

 

【問合せ】日中交流ヨガ・鍼灸センター  

電話：03-5312-5272 

 

◆貸美術館催事 

｢妙行無住 中国現代画家王新の

心象風景｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ニューヨーク在住の中国一級美術家・王新

教授を招聘し、個展を開催します。本展を通

会 期：8月 14日㈪～8月 17日㈭ 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 12:00～、 

最終日は 15:30まで 

主 催：北京啓徳斎文化伝播有限会社 

入場料：無料    

「居」劉赦 

「秦美鳳栖湖」李俊 

会 期：8月 1日㈫～8月 5日㈯  

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:30～、 

最終日は 15:00まで 

主 催：中国国家画院、南京師範大学美

術学院 

共 催：江蘇省中国画学会、江蘇省美術

家協会、日中書画芸術交流協会、

㈱黄山美術社 

入場料：無料 

会 期：8月 18日㈮～8月 22日㈫ 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00～、 

最終日は 16:00まで 

主 催：特定非営利活動法人チベット

高原初等教育・建設基金会 

入場料：無料    



 

 会館だより 2017年 8月号 No.338  

- 3 - 

 

し、作家の画風から当代中国絵画の現状を読

み取り、中国現代絵画の理解を深めて頂けれ

ばと思います。 

 

【問合せ】特定非営利活動法人チベット高原

初等教育・建設基金会 

電話：03-5912-1232 

 

◆貸美術館催事｢筆之友選抜書展｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本伝統文化、書道。明治 33年創刊の筆之

友誌を守り、古典を軸にした個性あふれる作

品の数々。日頃の精進の発表と書道発展の為

に尽くす手段としても毎年一回、当会場にて

書展を開く。 

 

【問合せ】書道奨励協会 

電話：049-244-2222 

 

◆貸美術館催事｢若雲書道東京展｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日中国交正常化 45 周年という節目の年に

中国深圳市の書道家若雲（本名・孫憲華）の

書道東京展を東京文京区の日中友好会館美術

館に於いて 8月 29日より 1週間開催する。若

雲は 1995 年から 1996 年まで中国中央美術学

院にて書道を専攻し、

王鏞、陳平に師事して

いる。中国民主同盟の

盟員であり中国書道

家協会会員、中国書道

家協会国際交流事業

委員会委員、文化部社

会芸術書道専攻能力

検定試験官、広東省書道家協会会員、広東書

道院特別招聘書道家、深圳書道家協会副主席

など多くの肩書きを持ち、多くの受賞歴があ

る。またロンドン正義工商会永久名誉会長で

もある。 
 

 

【問合せ】亜細亜国際交流株式会社(関・小島） 

電話：03-6804-6879 

 
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会・交流夕食会 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

今回は王文強さんが、中国伝統劇について

実演を交えた講演をします（詳細は前号を参

照）。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2017年 7月ご入会   

陶守 誠一郎さん 
 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方・堀口 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

テーマ：「中国伝統劇の世界  

〜黄梅劇・変面〜」 

日 時：8月 3日㈭ 17:00より 

会 場：日中友好会館 地下 1階大ホール 

参加費：1,500円（会員） 

＊非会員の方はお問合いわせくだ

さい。 

会 期：8月 23日㈬～8月 27日㈰ 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 13:00～、 

最終日は 12:00まで 

主 催：書道奨励協会、筆之友 

後 援：㈱リンクス 

入場料：無料    

会 期：8月 29日㈫～9月 4日㈪ 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 14:00～、 

最終日は 15:00まで 

主 催：若雲書道東京展実行委員会 

入場料：無料    

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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 ● 活 動 記 録 ●

◆2017年 日中友好会館ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

訪中団が北京・成都・上海を訪問 
 

6 月 10 日から 6 月 16 日まで、2017 年日中

友好会館ホストファミリー訪中団（団長：江

田五月会長、副団長：荒井克之理事長、一行

69名）が北京市、成都市、上海市を訪問した。

本団は、これまで日中青少年交流等による中

国からの訪日団や留学生を受け入れた日本の

ホストファミリーを中国へ招待したいという

駐日本国中国大使館のご厚意で実現した。奈

良県明日香村、滋賀県日野町、神奈川県小田

原市、長野県青木村、長野県伊那市、埼玉県

加須市、広島県安芸太田町から、15歳から 76

歳まで幅広い年代が参加した。出発前日の 6

月 9 日には東京と大阪に分かれて中国大使館

主催による壮行会が行われ、東京では程永華

大使も出席し、「ホームステイが日中交流に果

たす役割は大きく、これまでの受け入れに感

謝する。今回の訪中で相互理解をさらに深め、

信頼と友好を築いてほしい」と期待の言葉が

述べられた。 

 

 
 

 訪中の第一の目的は中国の人々との交流だ

った。6月 11日には、中国側受け入れ団体で

ある中国日本友好協会主催の歓迎会が行われ、

宋敬武 中国人民対外友好協会副会長はじめ、

楊宇 中国外交部アジア司参事官、伊藤康一 

在中国日本国大使館特命全権公使も出席した。

日本でホームステイ体験のある北京市の大学

生も出席し、ホストファミリーと再会を果た

すことができた。学生からホストファミリー

と日本で過ごした思い出が語られ、日中双方

にとって忘れられない歓迎会となった。この

ほか北京市では朝陽区の福祉施設を訪問し、

中国茶や書道、古琴など中国文化を体験。施

設を利用している高齢者から民族楽器の演奏

や踊りも披露され、最後は全員で「さくら」

を合唱するなど、活気あふれる交流となった。 
 

 
 

 

 

 

 四川省成都市では、四川師範大学を訪問し

た。学生との交流会では、日中双方によるパ

フォーマンスのほか、中国結びや切り紙の体

験を行ったり、ホストファミリーからも中国

大学生に手巻きずしの作り方を教えるなど、

お互いの文化を知る貴重な時間となった。四

川省人民対外友好協会主催の歓迎会では、趙

平会長から「この数年四川省から何度も訪日

団を派遣して日本社会について見聞を広め、

日本との友好関係を築いてきた。これからも

青少年交流を通じて相互理解を深めていきた

い」との挨拶があった。また、訪日経験のあ

る四川師範大学、四川大学、西南民族大学、

西南交通大学、電子科技大学の学生も参加し、

ホストファミリーとの再会を喜んだ。 
 

このほか一行は故宮博物院、天壇公園、都

江堰といった世界遺産や、武侯祠、成都ジャ

イアントパンダ繁殖研究基地、バンド（外灘）、

上海雑技の参観や、都江堰九龍団地で地域住

民の方々と交流を行うなど、各地で自然や歴

史・文化、そして人々の温かさに触れること

ができた。参加者からは「ホームステイに受

ホームステイした中国大学生と感動の再会 

 

都江堰九龍団地で地元住民と交流する 

江田会長(右)とホストファミリー 



 

 会館だより 2017年 8月号 No.338  

- 5 - 

 

け入れた学生と再会できて感動した」「高層ビ

ルの建設や道路整備が進んでいて、経済発展

とパワーに驚いた」「今まで以上に中国人の優

しさや温かさを感じた」「歴史の長さとスケー

ルの大きさは日本と比べものにならない」と

いった感想が寄せられた。これまで多くの訪

日団や留学生を受け入れてきたホストファミ

リーの方々や関係者にとって現在の中国を知

ってもらえる機会となったことは大変有意義

であり、今後の中国青少年の受入れと交流が

双方にとってより良いものとなっていくこと

を期待したい。程永華大使はじめ中国大使館、

中国日本友好協会、四川省人民対外友好協会

のご支援ご協力に感謝申し上げたい。 

 

 

◆6月談話会 
 

6月 22日、後楽寮生で現在東京芸術大学美

術学部の楊小語さんを講師に迎え、早稲田大

学文学研究科の盧超さんの通訳により「中国

磁器史」をテーマにお話しいただきました。

この講演会は、日中友好会館主催展覧会「薪

火の相伝―景徳鎮現代陶磁作品展」の関連イ

ベントとして文化事業部と共同開催し、一般

参加も含めて 40名が参加しました。 

 

 

 
 

講義では、日中の磁器の概念の違いの紹介

から始まり、殷・周時代の原始磁器、漢・北

朝時代の青磁や白磁、唐・宋・明朝時代の中

国各地で花開いた特徴ある磁器について、写

真を用いて講師が解説しました。質疑応答で

も多数の質問が挙がり、その後の交流茶話会

では、会員、一般聴講者、後楽寮生での交流

に花が咲きました。   （後楽会事務局） 

 

◆新入寮生懇親会 
 

6月 21日、新入寮生懇親会が大ホールで行

われ、昨年 12月から今年 6月までに入寮した

55名のうち、ゼミや実験などで出席出来なか

った寮生を除く 36 名含め、合計 44 名が参加

しました。 

まず、荒井理事長と鄭中国代表理事より歓

迎のご挨拶をいただき、続いて寮生委員会の

於俊副委員長から生活面での留意点などの話

がありました。その後、参加した寮生が一人

ずつ日本語や英語で自己紹介をしました。 
 

 

 
 

次に中国茶芸苑「馥」に会場を移し、懇親

会を行いました。寮生は食事をとりながらリ

ラックスした様子で会館役職員や寮生同士、

交流していました。 

次回の新入寮生懇親会は 7月から 11月に入

寮した寮生を対象に 12月に行う予定です。 

新入寮生の一人で、万葉集の研究をしてい

る林宇さんが、自己紹介の際に自作の歌を詠

みました。ここでご紹介します。 
 

新（あら）たしき 宴の初めの夏頃の 今

日降る雨の いやしけ吉事（よごと） 
 

訳：新しい宴の始まりに降る今日の夏頃の

雨のように、どうか良きことがますます皆様

のこれからの道のりに降り注ぎますように。 

            （留学生事業部） 

会場の様子 

懇親会での活発な交流 
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◆ディズニーシーから咲いた日中

友好の花 
 

2017 年 6 月 28 日、中国留学生友の会のお

かげで、後楽寮寮生の 25 人は東京ディズニー

シーを見学できました。その日の朝 7 時半、

皆はどきどきの気持ちを込めてディズニーシ

ーのゲートに集合しました。集合場所では、

中国留学生友の会の市原さんが皆に今回の活

動の趣旨を伝えた上で、この有意義な日中友

好活動の記念として、参加者全員と記念撮影

をしました。 
 

その後、憧れのディズニーシーのツアーが

始まりました。皆はジェットコースターに乗

ったり、水上アトラクションを体験したりし

ていました。 

今回の 25 人の寮生の中には日本へ来てま

もなくの人もいれば、もう何年間も日本で生

活してきた人もいます。背景はそれぞれ違い

ますが、新しい友達が欲しい気持ちと、日本

への理解を深めたい気持ちは皆同じでした。

この活動を通じて、寮生間の心と心の距離を

縮めることができましたし、多くの日本の若

者との接触ができ、日本人の考え方や習慣も

理解できました。 

 
 

 

 

今回はディズニーシーを見学するという民

間の友好活動を通じて、日中間の相互理解を

深めることができました。皆の中には、もっ

と日中友好に貢献しようという意欲がみなぎ

っていました。このような民間の友好活動は

必ず両国間の友好につながり、最終的には両

国間の友好の花が盛んに咲くことになると信

じています。 
 

 

 

（後楽寮生 張力） 
 

 

◆「日中植林･植樹国際連帯事業」 

壹基金防災減災訪日代表団が来日 
 

2017年 6月 10日から 6月 18日までの日程

で、壹基金防災減災訪日代表団(団長＝李弘 

深圳壹基金公益基金会 副秘書長)が来日した。

本団は、深圳壹基金公益基金会及び防災減災

関連の公益団体の青年職員で構成された計 30

名で、外務省が実施する「日中植林・植樹国

際連帯事業」の一環として招聘した。 
 

代表団は、東京と兵庫を訪問し、阪神・淡

路大震災後の日本の防災減災対策や防災教育

について学び、防災関連施設、NGO、大学等の

訪問・視察を行ったほか、兵庫楽農生活セン

ターで植樹活動に参加した。また、両地で文

化や自然、歴史等が体感できる施設を視察し、

包括的な対日理解を深めた。 

 

日本の防災教育について学ぶ 
 

代表団は東京で、文部科学省を訪問し「日

本の学校における防災教育の展開」について

ブリーフを受けたほか、「防災教育チャレンジ

プラン」の事業概要と事務局運営についても

レクチャーを受けた。また、内閣府と国土交

通省が管轄・管理する有明の丘基幹的広域防

災拠点及び防災体験学習施設「そなエリア東

京」を視察し、日本の防災教育や防災関連施

アトラクションを楽しむ幸せな顔 

この活動を通じて友達になった寮生たち 
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設の設計・建設・運営について理解を深めた。 

 

 
 

 

阪神・淡路大震災を踏まえた防災減災への取

り組みを視察 
 

兵庫へ移動し、神戸市消防局と兵庫県立大

学減災復興政策研究科では、阪神・淡路大震

災の教訓を踏まえた行政・学校の取り組みや、

「防災福祉コミュニティ」「減災復興ガバナン

ス」といった新しい考え方についても理解を

深めた。兵庫県教育委員会のブリーフでは、

同県の進める防災教育や教職員による震災・

学校支援チーム(EARTH)について紹介を受け

た。また、2008年の四川大地震の際に現地で

支援活動を行った CODE 海外災害援助市民セ

ンターからもブリーフを受け、意見交換を行

った。それから、NPO 法人プラス・アーツを

訪問し、同 NPO が全国や海外で展開する、楽

しみながら防災の知識と技術が学べる新しい

形の防災訓練について紹介を受け、その実践

の場である「イザ！カエルキャンプ in KOBE」

を視察・体験した。この他、人と防災未来セ

ンターでは語り部の講話を聴いたり、震災の

ドキュメンタリー映像を見るなど、さまざま

な角度から防災減災への取り組みを視察した。 

 

日中交流ゆかりの地で植樹 
 

代表団はまた、20世紀前半に日中交流に貢

献した呉錦堂氏の住居跡に建つ兵庫楽農生活

センターで、中国原産の果樹５種類、計 15本

を植樹した。団員からは「皆で植えた木に花

が咲き、実がなるのを楽しみにしている。い

つかここに集まり、花が咲くのを見届けたい」

との言葉も聞かれ、非常に意義深い植樹活動

となった。 
 

そのほか一行は、東京で浅草、皇居・二重

橋、東京タワーを、兵庫では孫文記念館、橋

の科学館、舞子海上プロムナード、神戸北野

異人館、六甲山、灘の酒蔵等を参観し、さま

ざまな角度から日本の魅力を満喫した。９日

間を通して、日本に対する理解や関心を高め

るきっかけとなった。 
 

ほとんどの団員は初来日で、プログラムを

通じて「日本はトップダウンで防災減災教育

を推進しており、一人一人が自分の命に責任

を持ち、災害の経験から学び、災害と共生す

る準備をしていることに、非常に感動した」

「植樹や環境・防災分野の視察で、日本人が

自然や人に『尊重』の気持ちで接するのを目

の当たりにした。日本人は自然を畏敬し、自

然と調和するために最大限の努力をしている」

などの感想が聞かれた。 

 

 
 

 

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） 

 

 

 

 

 

日中交流ゆかりの地 

兵庫楽農生活センターで記念植樹 

神戸市消防局訪問 

ブリーフを受けて熱心に質問する団員 

大量の講義資料 

10 カ所の訪問先がそれぞれ大量の資料を用

意してくださり、中には 100 ページに及ぶ資料

もありましたが、講義会場に資料を残したり、

ホテルの部屋に置き去りにしたりする団員は

誰一人いませんでした。事前準備で資料の翻訳

等は大変でしたが、大事に持ち帰ってくれたの

で苦労が報われました。  （総合交流部 Ｉ） 
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◆「日中植林・植樹国際連帯事業」参加者の感想 
 

「日中植林・植樹国際連帯事業」の一環として、2016年度に中国から来日した団員の感想の一部

をご紹介いたします。 

 

 

〇日中植林・植樹国際連帯事業 招聘事業  
 

《中国環境保護部代表団》 

○今回の訪問で一番印象深いのは、日本環境衛生センターの南川

氏のブリーフと横須賀小学校の児童と共に参加した植樹活動の体

験だ。南川氏は日本経済の発展と環境保護の全面的な回顧と深い

考察について話された。日本は戦後復興期、製造業を主に重化学

工業が急速に発展し、高度経済成長を実現したと同時に、環境に

も過重の負担をかけ、大気や水が次々に汚染され、固体のゴミが 

増え続け、四大公害に代表される環境公害が人々を苦しめ、経済 

・社会の持続可能な発展に深刻な影響を与えた。 

公害の辛い苦しみを受けた人々は自発的に公害と戦い、環境関連法の制定、政府の監督責任の履

行と、企業が社会的責任を負うよう促した。一方、環境問題に対し、私たちは南川氏の言葉の通り、

「原点を忘れず、社会的に大きな意義のある問題を直視し、決して逃げてはならず、目立たなくと

も着実に全力で取り組み」、成果を上げるべきだ。 

今回の訪問では、静岡県の横須賀小学校の児童と共に植樹活動に参加でき、NPO法人時ノ寿の森ク

ラブの根気強いご指導に感謝する。今回の植樹活動への参加者は 10組に分かれ、私の所属した第５

組の子ども達は可愛くて活発で、言葉が通じなくても交流には支障なかった。私たちは身振り手振

りやボディランゲージで意思を疎通できた。皆が力を合わせ、手分けして協力し、順調に植樹の任

務を終えた。私たちは希望の木だけでなく、友情の木も植えた。子ども達が微笑みながら日本語で

「おばさん、がんばって！」と応援してくれた情景は永遠に心に刻まれるだろう。 

帰国後は、自分が日本で見聞きしたことを真剣に整理して、周りの家族や友人、同僚と分かち合

うつもりだ。ありがとう！ 

 

《若き津波防災大使》 

○初めに今回のサミット（「世界津波の日」高校生サミットin黒潮）

の主催者や、学校がこのような貴重なチャンスを与えてくれたこと

に感謝する。私達は魅力溢れる黒潮町の風情を味わい、世界各地か

ら来た友人達と知り合い、貴重な友情を手に入れることができた。

同時に、津波防災に関する知識を増やすこともできたし、日本人 

の環境意識にも心底感服した。 

今回のサミットの様々な場面に表れていた精神こそが、その意識の源だと思う。サミットの前ま

では、出身地の関係で津波のことをほとんど知らなかった。宮城県と高知県を訪問し、多賀城高校

の学生の話を聞いて、初めて“津波”というものに対してはっきりした印象を持った。今はまだ幸

い何事も無く平穏無事な自分の住む街が津波に襲われた時のことを考えて恐ろしくなった。そして

ある種の責任感が湧いてきた。行動を通じて何かを変えたいという強い想いが頭の中から消えなか

った。こうした、災いが大きくなる前に防ぐという精神や、自分の故郷を守りたいという想いは、

たとえ国が違っても皆同じだと思う。そんな気持ちを抱いて私達は分科会を迎えた。会では各国の

友人達と見解を共有した。特にインドの竹製緊急装置が深く印象に残った。チリや岩手の学生たち

も活発に意見を述べていた。とても良い勉強になった。黒潮町では、分科会後のフィールドワーク

も忘れられない。一歩一歩、峰を越え山に登った。沿道には美しい田園風景が広がっていた。緑の

掛川市立横須賀小学校の児童と 

植樹活動 

「世界津波の日」高校生サミット 

in黒潮 分科会ディスカッション 
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かぐわしさを感じながら山の上に立ち、現地の小学生達と一緒に大自然に向かって思い切り叫んだ。

あの叫びは、故郷を守るという決意の表明であり、愛する自然への畏敬の念だった。（中国/福建省） 

 

《中国西南地区防災訪日代表団》 

○日本は災害多発国であり、国土が狭く、地震・津波・火山噴火などの自然災害が頻発している。

長年にわたり、日本の政府・国民・企業は防災減災のシステム構築をとても重視し、現在では各種

自然災害に対応できる体制やメカニズム・法律・技術研究支援体系などが整っている。また、国民

の教育も幅広く深く行われており、国全体で防災減災に対する確固たる基礎が築かれている。国民

に防災減災意識が根付いており、防災減災が日常生活にまさに溶け込んでいる。 

1.防災法制では、日本では大規模災害が発生するたびに各種法律法規を改訂するとのことだ。大

規模災害で生じた問題に対して的確な調整を行い、それが長年蓄積されて、地方から全国レベ

ルまで法治体制が整っている。これが防災減災において非常に大きな役割を発揮する。 

2.研究と技術体系の面では、我々はいくつもの研究機関や防災試験場、神戸大学などを訪問し、

数多くの専門家や学者たちが防災の研究に一心に取り組み、新たな防災技術を開発し、それら

を現実に活用していることを知った。一例として、富士砂防事務所での業績は極めて大きな成

果を挙げている。 

3.民間の救援組織や企業の防災責任、国全体の防災文化など、どれもとても印象深かった。 

 

 

◆「JENESYS2.0」日中青少年交流事業アンケート 

2016年度(2016年 4月～2017年 3月実施分) 
 

(公財)日中友好会館は 2013年 3月より外務省が推進する青少年交流事業「JENESYS2.0」の中国

との交流を担当し、今年度で 5年目を迎えました。4年目の 2016年度の訪日招聘事業について、

参加者 2,506名(回収率 98.9％)のアンケート結果がまとまりましたので、その一部を経年変化と

あわせてご紹介します。 

 

1. 訪日後、日本への理解は深まりましたか？   2. 日本への印象は良くなりましたか？ 

     
 

3.日本を再度訪問したいですか？         4. 他の人に薦めたいですか？ 
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5. どのような情報を発信したいですか？       6. 活動を通じて得たことを教えてください 

（複数回答可）                     （複数回答可） 

 
7. 国際交流の手段として、有効と思うものを教えてください（複数回答可） 

 
8. 自国と日本との間に、どのような共通点と相違点があると感じますか？（記述式） 

【共通点】 

 ◆漢字、儒教・仏教の影響などルーツが同じ   ◆歴史・伝統文化の重視と継承 

◆人々の善良な気質（友好的、優しさ、温かさ、思いやり、礼儀・マナー、おもてなし好き） 

◆社会、文化、経済、科学技術が発展している大国 

◆アジア的特性、東洋の特徴（外見、宗教、習慣、茶道、箸、折り紙など） 

◆高齢化問題   ◆教育の重視、教育制度   ◆米が主食、食文化が豊か 

◆都市建設やインフラ整備   ◆自然環境保護を重視 

【相違点】 

◆日本は環境面の意識・取り組みが優れている（自然・環境保護、街が清潔、ごみ処理など） 

◆飲食文化の嗜好、生活習慣   ◆国、社会、経済、科学技術の発展レベル 

◆国民性や気質 （日本）民度が高い、細やか、厳格、真面目、秩序・規律を順守 

 (中国) 大らか、にぎやか、人情重視 

◆ものの考え方・価値観（時間の観念など）   ◆日本は仕事が細やかで真面目 

◆日本は伝統文化の保護・継承面で優れている 

◆教育方法、学校での実践方法（日本は実践・社会能力を重視）   ◆政治体制、社会制度 

 

9. 日本を再訪したい理由、再訪して体験したいことは何ですか？（記述式） 

◆日本や日本人特有の文化、歴史、国民性、精神について、理解を深めたい。 

◆日常生活や交流を通じて、もっと日本や日本人のことを理解したい。 
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◆日本の先進的な技術や研究について、理解を深めたい。 

◆自身の専門分野や団のテーマについて、理解を深めたい。 

◆自身の専門分野での交流や協力、団のテーマによる交流を行いたい。 

◆地方・地域文化、風土人情に触れたい。 

◆名所旧跡、温泉、グルメ、ショッピングなどを観光したい。 

◆相互理解を深め、日中友好に貢献したい。 

 

10. 活動に参加する前後で、日本および日本人の印象に、変化がありましたか？（記述式） 

◆日本に対しネガティブなイメージを持って来日したが、事業を通じて日本へのイメージが良くな

った。 

◆日本について誤解があったが、事業を通じて誤解がある程度解消された。 

◆日本人のステレオタイプを必ずしも良く思っていなかったが、それが好ましいものと感じるよう

になった。 

◆日本の印象は主にメディアによるものであったが、実際に自分の目で見ることで印象が変わった。 

◆事業を通じて日本の良いところを発見し、見習うべきだと感じた。 

◆ある程度の知識（概ね良い印象）を持って来日し、それが事実であると確認した。または想像以

上だった。 

 

―「百聞は一見に如かず」、中国青少年自ら日本に触れ、理解する醍醐味こそ、最大の収穫― 
 

本事業の趣旨の核である対日理解の効果は、開始当初から依然高い水準を保っています（問 1）。

さらに活動の収穫（問 6）としては、3年を経て 8割から 9割へと増加しており、国際交流の有効手

段（問 7）としても最も多く支持されてきています。 

問 8 では、同じ物事について「共通点」と「相違点」の両面から把握する傾向が年々顕著にうか

がえるようになってきています。「環境」や「伝統文化」に対しては、共通に重視しているものの、

意識や取り組みについては日本が優れている点を指摘しています。また、「国民性・気質」、「考え方・

価値観」の面では、なぜ異なるのかと同時に、違いの根拠に着目することが、日本や日本について

理解する興味深いきっかけとなっているようです。たとえば問 10では「礼儀を重んじる＝人と距離

をとる」、「真面目＝堅苦しい」と思っていたが、実際は「礼儀＝人に配慮し、思いやる」、「真面目

＝自分に厳しく、他人に親切」であることに気づいたという回答が多く挙げられました。このよう

な背景から、ほぼ全員が「日本への印象が良くなった」（問 2）と回答したといえるでしょう。 

「日本を再度訪問したい」（問 3）、「他の人に薦めたい」（問 4）も高い水準を保って推移していま

すが、その内容に相当するのが問 5と問 9です。問 5（発信したい情報）で 4 カ年連続で過半に支持

されているのが「文化」「経済力」「日本の国民性」「科学技術・先端技術」です。この 4つについて

は、問 9（再訪したい理由、体験）でも具体的に述べられており、2016 年度は「日本や日本人特有

の文化、歴史、国民性、精神性」と「日本の先進的な技術や研究」について理解を深めたいという

傾向が顕著に見られました。毎年、留学等を通じた日常生活体験を望む回答が数多く挙げられます

が、漠然と身を置いて体験してみたいという段階から、違いを根本から理解しようとしたり、先進

的な面を積極的に見習い、学びとりたいという段階へ対日理解の意識が発展してきていることがう

かがえます。 

以上の結果をふまえ、当会館では、これからも創意工夫を重ね、継続する交流事業の一つひとつ

が、日中の若者がふれあう中で信頼関係を築くことができる、より魅力的な機会となるよう、尽力

してまいります。                              (総合交流部) 
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 ● ご 挨 拶 ●

◆総合交流部に郭寧部長が着任 

 

この度、中日友好協会の

派遣をもちまして、日中

友好会館総合交流部部長

に着任致しましたことを、

とても光栄に存じます。 
 

 1989年、故郷の長春にある吉林大学の日本

語科を卒業して、中日友好協会に入って以来、

日本畑を先輩たちの後姿を見ながら 28 年一

筋に耕してきました。時には風雨に曝されて

も、各分野における実り多い成果に喜んでい

るところでございます。御蔭で、中国にも、

日本にも多くのお友達ができまして、苦楽を

一緒にできたことを何より嬉しく思っており

ます。 
 

 今年は中日国交正常化 45周年であり、来年

は中日平和友好条約締結 40 周年であります。

その当時、棘の道を切り開き、国交正常化と

平和友好条約の締結に大いにご尽力された古

井喜実先生と後藤田正晴先生が初代と二代目

の会長を務められた所に、45 周年と来年 40

周年の節目の年に赴任できたことに無上の光

栄と、幸運を覚えました。それと同時に、一

種の不思議な宿命と使命感も感じました。微

力かも知れませんが、2 年間悔いがないよう

に中日友好に頑張って行く所存でございます。 
 

 「不忘初心，方得始終」 

(初心を忘れず、始終を得れ） 
 

 私達一人一人の努力によって、日中友好会

館の事業がますます進歩し、中日友好の更な

る美しい未来に繋がっていくことを期待しま

す。 

 

 

 

 

 

日中学院からのお知らせ 
 

☆中国語夏期集中講座 

日時：8月 8 日㈫～10 日㈭ 3日間 

午前 10:00～12:00  

夜間 18:45～20:45 

受講料：9,600円 

・お試し中国語(入門講座)(午前/午後) 

レベル：中国語を初めて学習される方 

・「ピンイン一覧表」をしっかり読もう！(午前) 

レベル：中国語の発音を一通り学んだ方 

・音読から学ぶ中国語(夜間) 

レベル：中国語の発音を一通り学んだ方 

・聴いた内容から発話力を鍛えよう！(午前) 

レベル：中検 3 級レベル程度の方 

・フリートークを楽しもう！(午前/夜間) 

レベル：中検 2 級を目指す程度の方 

・なっとくの中国語―やり直し文法(午前/夜間) 

レベル：補語を既習した方 

・HSK にも強くなる聴解力アップ(夜間) 

レベル：基礎課程終了程度の方 

 

☆公開講座 

本科説明会を兼ねた中国語無料公開講座 

本科(全日制専門課程)入学希望者のための公開

講座です。中国語の発音、挨拶、簡単な会話を学

んだ後、留学生･在校生との交流会があります。お

気軽にお申込みください。 

日時：8月 26日㈯ 

    発音公開講座 9:30～11:30   

    留学生･在校生との交流会 11:30～13:00 

 

【申込み・問合せ】 

日中学院 電話：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 
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留学生通信 
 

私が感じた留学  
 

東京大学大学院修士課程 

（新領域創成研究科国際協力専攻）祁至傑  
 

日本に来てもう一年

半経ちました。学校での

研究、後楽寮寮生委員会

の行事、アルバイト、イ

ンターンシップ等様々な

経験を通じて私にとって

大きな成長がありました。特に、日本のサー

ビス産業での気遣いの精神に感銘を受けまし

た。 

私は去年日本人の経営する教育コンサルテ

ィング会社で、アルバイトとして中国語と英

語の講師をしていました。この会社では、い

ろいろな企業からの多くのお客様が来ます。

そこでは、授業の内容に関係ないところでの

様々な気遣いが感じられ、私はそれにとても

驚かされたのです。 

例えば、その会社の顧客カードにはお客様

の学習目的（ビジネス・旅行など）、どのよう

な趣味を持ち、どのような職務経歴があるか

詳細に記録されています。講師はそれを頭に

入れておき、その人が興味を持つような授業

展開をしなければなりません。 

またお客様が好きな飲み物、好んで座る席、

好きな講師までも記録されています。このよ

うな気遣いのサービスが顧客の満足度や会社

の信用にもつながっていると知り、強い印象

を得たのです。 

このような経験を活かし、実社会において

も常に相手の観点から物事を考えれば、より

良いサービスが提供でき、ウィンウィンな関

係をつくることができると思うのです。 
 

後楽寮で暮らす留学生の声をお届けします。 

（不定期掲載） 

 

 寄附のお願い  
 

後楽寮運営に対するご寄附による 

ご支援をお願い致します。 

◇目的 

当公益財団が運営する後楽寮は、中国人留学生、

研究者の寄宿舎であり、1985年に建設されました。

約 4 千名の寮生 OB は

中国各地及び日本で

活躍し、両国の相互理

解促進と安定した関

係構築に大きな貢献

をしております。彼らの留学生活を支援し、日中

の架け橋となる人材を養成します。 
 

◇寄附金の使途 

(1)寮生の生活環境の整備 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

三菱東京 UFJ銀行 神楽坂支店（店番 052） 

普通預金 口座番号 ００９１５７０ 

口座名 公益財団法人 日中友好会館  

理事長 荒井克之 
 

＊振込手数料は当方で負担いたします。払込取扱

票を送付いたしますので、ご連絡ください。 

寄付額 個人の場合 一口 1万円 

    法人の場合 一口 10万円 
 

当公益財団は、所得税法施行令第 217条第 1項第 3号及び法人

税法施行令第 77条第 1項第 3号に掲げる公益財団法人であり、

寄附は、税法上の控除対象になります。領収書を発行致します

ので、寄附者のお名前、ご住所等をご連絡下さい。 
 

【連絡先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部 

   担当：英(はなぶさ)、松島 

電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

E-mail：hanabusa@jcfc.or.jp 

後楽寮 
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 ● 理事コラム ●
 

理事のご紹介を兼ねて、今月号より 2回に分けてコラムを掲載いたします（順不同）。 
 

リスナーからの手紙 

ノンフィクション作家 青樹 明子 
 

10 年ほど前、中国北京で、中国人向けのラジオ放送を始めた頃、リスナ

ーは、中学生・高校生の若者たちだった。スマホのない時代、彼らは熱心な

手紙を送ってくれたが、なかでも頻繁に手紙をくれる少女がいた。活き活き

としていて、楽し気で、読むと私までが幸福な気分になってくる。 

 少女に初めて会ったのは、それから 5 年後である。彼女は手紙で想像した活発な少女という

より、どちらかといえば無口に近い。少し意外といえば意外だったが、そのひと月後、彼女か

ら再び手紙を受け取った。 

「番組を聞いていた頃、私は暗い毎日を送ってました。私は美人じゃないし、太っているので、

中学の時はクラスの男の子によく虐められました。私は、少しも明るくない、偏屈な子供だっ

たのです。あの頃、たったひとつの趣味は日本の音楽を聞くことでした。けれども母は、とて

も厳しく、成績が下がるから番組を聞いてはいけないと言います。私は毎晩ウオークマンをカ

ーテンの後ろに隠して録音し、翌朝登校する時に番組を聴きました。番組を通して、たくさん

の友達ができました。性格も明るくなりました。日本の文化が私をいじめから救ってくれたの

です！」 

中国の若者たちは、すさまじい競争社会のなかで、孤独を抱えて生きている。孤独を癒して

くれるのは、唯一趣味を通じて知り合った仲間だけかもしれない。その趣味が「日本」であっ

たことの重要さを、我々日本人は、もっと強く知るべきなのではないか。 

 
 

 

中日友好活動への人生 

東京華僑総会 前会長 廖 雅彦 
 

私は、昭和十九年東京で、父が台湾省人、母が日本人の間に生れた華僑二

世です。 

小中高大と日本の学校に通いましたが、差別されたことはなく、むしろ先

生方に贔屓されていたような記憶しか残っておりません。中国人として目覚めたのは、大学時

代に後楽寮（善隣学生会館、現日中友好会館）で起きた出来事からです。 

善隣学生会館内にあった日中友好協会の一部日本共産党員が、中日両共産党間の理論闘争に

対し、あろうことか、寮生に対し映画鑑賞（農奴）の入場を拒み挙句に寮生への暴行を加えた

所謂、善隣学生会館事件闘争中の出来事でした。 

連日日本共産党の地方オルグ団（毎日参百人位か）が後楽寮を包囲し、一部国会議員の指導

のもと、「チャンコロは中国へ帰れ」と叫んでいるのを目の当たりにして、身の毛がよだつ思い

をし、中国人としての自覚が生れました。 

何故共産党員迄が、中国人が一番気に障る差別発言をするのか、日本人の気持が理解出来な

くなりもいたしました。しかし私達を支援しに連日百伍拾人位の日本の友人達に囲まれて寝食

を共にするうち、日本の人達の本来の優しさと、思いやり（恕）の心が私の琴線に触れ、中日

友好の為に私の人生を役立てたいと感じ今日に至っております。     平成二十九年六月 



 

 会館だより 2017年 8月号 No.338  
 

 

会館行事と人の動き 6/1～30    
 

 

● 会館行事 
 

 

6/ 1後楽会気功教室・中国画教室 

6/ 8第 24回理事会 

後楽会中国旅行結団式・説明会 

6/10～6/162017年日中友好会館ホストファミリー訪中団 訪中（江田会長、荒井理事長他） 

（6/9中国大使館主催壮行会 東京/大阪） 

6/10～6/18「日中植林・植樹国際連帯事業」壹基金防災減災訪日代表団 来日 

6/15後楽会気功教室・中国画教室 

6/15～7/ 5主催展「薪火の相伝―景徳鎮現代陶磁作品展」 

（6/15開幕式・製作実演、6/22談話会、6/28楊琴ミュージアムコンサート） 

6/21後楽寮新入寮生懇親会 

6/22後楽会談話会・交流茶話会「中国陶磁史について」（講師：楊小語） 

6/23定時評議員会 

6/25～7/ 1「日中植林・植樹国際連帯事業」北京職業女性代表団 来日（6/26同団歓迎会） 

6/25～7/ 2「JENESYS2017」中国社会科学院青年研究者代表団第 1陣 来日 

（6/26同団歓迎会、7/1歓送報告会） 

6/29～7/ 5後楽会中国旅行（江蘇省南京・徐州、山東省済寧・曲阜） 

    

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

6/12元寮生 Applied Materials 劉憶軍、羅錚夫妻 来館 

6/13景徳鎮現代陶磁作品展訪日団 来館（鄭中国代表理事） 

6/14元寮生 北京交通大学 曹源副教授 来館 

6/30元寮生 西門子財務租賃有限公司 馮宇氏 来館 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

6/ 3北区日中友好協会 日中友好促進懇談会（留学生事業部、後楽寮生） 
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