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留学生通信 

《第 31回 中国文化之日》 

 ◆主催展｢Chinese Shadow Puppets 陝西皮影の世界｣ 

《日中友好後楽会》 

 ◆11月談話会 ◆秋季友好バスハイク中止のお知らせ 

 
 ◆後楽寮生、月餅で中秋節を祝う 

 ◆2021年後楽寮慶祝中華人民共和国成立 72周年 

 ◆活躍する元後楽寮生のご紹介 

 ◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 11回) 

 

 ◆華僑学生にとっての後楽寮 ◆特別に輝いている時間 
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● 行 事 案 内 ● 

 
 第 31 回 中国文化之日 

◆主催展｢Chinese Shadow Puppets 陝
せ ん

西
せ い

皮
ピ ー

影
イ ン

の世界｣ 
  

 悠久の歴史にはぐくまれた多彩な中国文化を皆さまにお届けする催し「中国文化之日」。1990

年より日中両国の文化交流の促進と友好を深めることを目的として毎年開催、第 31回目を迎え

る本年は中国陝西省の皮影を取り上げ紹介する展覧会を開催しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

～陝西省から愛らしい“皮影
ピーイン

”200 点以上が大集結！～ 
 

9 月より開催中の本展も会期残りわずかとなりまし

た。本展では中国陝西省の繊細で愛らしい皮影(影絵人

形)200 点以上を展示・紹介。特に館内常設の「ミニシア

ター」は、まさに目の前で上演しているかのような臨場

感とストーリーの面白さがあり、誰もが皮影劇の魅力に

引き込まれてしまいます。さらに舞台裏で使われている

年代物の珍しい楽器なども合わせて展示。まさに皮影づ

くしの展覧会です。この機会をぜひお見逃しなく！ 
 

精緻な彫刻を施した牛皮に美しい彩色が 

見事な“皮影”たち。 

その独特の世界観をお楽しみください！ 

会 期：開催中～11 月 7 日㈰ ＊月曜休館 
 

時 間：10:00～17:00 ＊毎週金曜日は20:00まで開館、入場無料 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、陝西省文化観光局 
 

協 力：陝西省対外文化交流促進会、公益財団法人現代人形劇センター 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、渭南市文化観光局、中国文化センター、公益

社団法人日本中国友好協会、日本国際貿易促進協会、一般財団法人日本中国文

化交流協会、日中友好議員連盟、一般財団法人日中経済協会、一般社団法人日

中協会 
 

※状況により展覧会予定に変更が生じる場合がございます。新着情報及び新型コロナウイルス感

染防止対策については、ホームページまたは美術館 SNS をご確認ください。 

11 月 7 日㈰ 

まで！！ 
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皮影戯公演の映像を YouTubeで配信中！ 

展覧会の関連イベントとして 9月 25日、10

月 2 日に開催した皮影戯公演には、おかげさ

まで多くの皆様にご来場いただきました。 

大変好評だった本公演の映像を、展覧会の

開催期間限定で（11月 7日まで）、YouTubeに

て配信中です！皮影作家としても活躍する柴

廣義氏と、柴氏が主宰する廣藝中國皮影芸術

工作室による本格的な皮影戯をお楽しみいた

だけます。下記 URL、QR コードからアクセス

できますので、ご来場いただけなかった方も、

ぜひご覧ください！ 
 

・「西遊記」(約 30分) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JMxqlii

IUE  
 

・「鶴と亀」(約 10分) 

https://www.youtube.com/watch?v=yhBR2TWN

3jg 

   

主催展専用ホームページ 

 展覧会の詳細をご覧いただけ

ます！ 

http://www.jcfc.or.jp/shaanxipiying2021/ 

 

 

 

 

 
【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

  日 中 友 好 後 楽 会 

◆11 月談話会 
 

日中友好後楽会は 2020年 3月以降、活動を

休止しておりましたが、11月より段階的に再

開いたします。内容の変更を余儀なくされる

こともあるかと思いますが、ご理解のほど宜

しくお願いいたします。 

 

【問合せ】後楽会事務局 田辺、堀口 

 電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

 E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

 
 

 

 11月の談話会では、現在後楽寮生で、昭和

音楽大学大学院で西洋音楽史および音楽研究

法の教学助手を担当している王蓉さんを講師

に迎え、二胡演奏会を開催します。5歳から二

胡を学び、二胡奏者として国際的に活躍して

いる王蓉さんに、二胡でおなじみの曲をはじ

め、日本でよく知られている曲も演奏してい

ただく予定です。 

たくさんの皆様のお申込み・ご参加をお待

ちしています。 
 

※談話会終了後の交流夕食会は行いません。 

※新型コロナウイルス感染防止対策として、当日

はマスクの着用、入室時の検温、手指のアルコ

ール消毒にご協力願います。 

 

◆秋季友好バスハイク中止 

 のお知らせ 
 

今年の秋季友好バスハイクは、新型コロナ

ウイルスの感染状況をふまえ、中止とさせて

いただきます。楽しみにされていた方には大

変申し訳ありませんが、ご理解のほど宜しく

お願いいたします。 
 

【申込み・問合せ】後楽会事務局 堀口 

 電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

 E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

最新情報をいち早くご案内！ 

フォローよろしくお願いします。 

 

日 時：11 月 16 日㈫ 15:00 より 
 

会 場：日中友好会館地下 1階大ホール 
 

参加費：無料(会員) 

   ※非会員の方はお問合せ下さい。 
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆後楽寮生、月餅で中秋節を祝う 
 

 9 月 21 日は旧暦の 8 月 15 日にあたり、中

国の中秋節です。中国では春節に次ぐ重要な

行事として、一家団欒して月餅を食べる風習

があります。 

 この日、日中友好会館では日本にいても故

郷中国にいる雰囲気を少しでも味わってもら

おうと、後楽寮の寮生一人につき二個ずつ月

餅を配りました。 

 

 甘いものを食べると幸せな気持ちになると

いいます。新型コロナウイルスの影響で、不

自由な生活が続いていますが、月餅を食べた

留学生たちは、各自で中秋節の幸せなひと時

を過ごしたことでしょう。コロナ禍に負けず、

引き続き、祖国の発展のために勉学に励んで

もらえるよう願っています。（留学生事業部） 

◆2021 年後楽寮慶祝中華人民共和 

 国成立 72 周年 
 

 2021年 10月 1日北京時間 17時、後楽寮食

堂で「後楽寮国慶座談会」が開かれました。

今回の座談会は「後楽寮慶祝中華人民共和国

成立 72周年演出」の映像鑑賞を通して、愛国

とは何か、をテーマに展開しました。出演者

たち一人一人が心を込めて準備したプログラ

ムを通して、留学生たちの良好な精神風貌と

多彩な人材、祖国に対する情愛を表現しまし

た。鑑賞後に出席者の皆さんに発言を呼び掛

けると、それぞれが祖国に対する思いを熱く

語りました。 

 新型コロナウイルスの影響が続くなかで、

寮生委員会では、今年の国慶節演出をどのよ

うな形で行うのがふさわしいか、討議を重ね

てきました。後楽寮を応援して下さる日本の

皆さま、祖国で帰りを待つ家族たち、双方に

私たちの元気な姿をお見せできるのは映像収

録形式だという結論に達し、実施しました。

出演者とそれを支えるみんなで一生懸命収

録・編集しましたので、ご覧いただければ幸

いです。 

 

最後に、「後楽寮国慶座談会」には、佐藤理

事長、黄中国代表理事、留学生事業部の先生

方にご出席いただきました。私たちを支え、

励ましてくださる中日両国の友好人士の皆さ

まに心からの感謝を申し上げます。そして、

祖国の繁栄と益々の発展を祈念します。あり

がとうございました。 

寮生委員会とボランティアの協力のもと、 

ラウンジで月餅を配布 

 

後楽寮国慶座談会 

月餅の模様には意味がある !? 
 

日本でもおなじみの月餅はその昔、中国の各家

庭で手作りされていました。自分の家で食べるほ

か、親戚や身近な人たちに配ります。年上の人に

は健康･長寿であるよう、結婚したばかりの人には

子どもが早くたくさんできるよう、商売をする人

にはお金がたくさん増えるよう…。伝統的に縁起

の良い模様が描かれているのだとか！ 

食べる前にちょっと一呼吸して、月餅の表面を

じっくり眺めてみたいですね。（留学生事業部 Z） 
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《後楽寮慶祝中華人民共和国成立 72周年 

 演出プログラム》 
 

・詩の朗読「少年中国説」・ダンス「Girls」 

・ピアノ演奏「エリーゼのために（致爱丽丝）」 

・寸劇「ワクチン接種(打疫苗）」 ・二胡演奏 

「战马奔腾」 ・合唱「我和我的祖国」 
 

 

 収録した映像は bilibili動画

チャンネルからご覧下さい。 

URL:https://www.bilibili.com/video/BV1GQ

4y1677H/ 

（後楽寮寮生委員会）  

 
 
◆活躍する元後楽寮生のご紹介 
 

 日本と中国の架け橋として中国各地及び世

界で活躍する元後楽寮生は約 5,000 名います。

その中でも今回は、映画監督の王純さんをご

紹介します。 

 王純さんは 1989年生まれ、甘粛省出身の 32

歳です。2012 年に私費留学生として来日し、

早稲田大学大学院国際情報通信研究科修士課

程を修了。マルチメディアサイエンスコース

で、デジタル映像技術

を用いたコンテンツ制

作について学びまし

た。 

 2021 年 9月、王純さ

んが早稲田大学大学院

在学中より監督・制作

を手掛けたドキュメンタリー映画『後楽寮』

が、第 11回北京国際映画祭のドキュメンタリ

ー部門に入選しました。 

 ご存知の通り、この日中友好会館後楽寮の

設立には近代日本と中国の壮大な歴史が関係

しています。王純さんは 2013 年に入寮した頃

から、後楽寮をめぐる人々とその背後にある

物語に興味を覚え、ドキュメンタリーの制作

を心に決めたそうです。 

 公開されている文献資料がほとんどない後

楽寮について、王純さんは多くの関係者から

の聞き取りや時代背景などを長期にわたって

丹念に調査し、一つの作品に仕上げました。

もちろん当会館の元役職員、元後楽寮生、そ

の他関係者もインタビューや撮影協力に応じ

ています。 

 日中友好会館としましても、このような形

で、日中友好協力関係に貢献できたことを大

変喜ばしく思います。 

 作品の予告編及び王純監督の手記がインタ

ーネット上に公開されていま

す。YouTubeでも作品の一部を公

開していますので、ぜひご覧く

ださい。 

URL:https://mp.weixin.qq.com/s/2868Ryv5-

h74hT6rAzS1GQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（留学生事業部） 

後楽寮屋上にて合唱のプログラムを収録 

王純さん 

ドキュメンタリー映画『後楽寮』ポスター 

https://mp.weixin.qq.com/s/2868Ryv5-h74hT6rAzS1GQ
https://mp.weixin.qq.com/s/2868Ryv5-h74hT6rAzS1GQ
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◆日中青少年交流事業 参加者のそ

の後のストーリー(第 11 回) 
 

今回は、2013年の中国大学生代表団に参加

し、その後、中国日本友好協会に就職した劉

莉莎さんのインタビューをご紹介します。(※

インタビューは 2020 年 11 月に実施したもの

です。) 

全文は日中友好会館ホームペ

ージ(右記 QR コードよりアクセ

ス可)でご覧いただけます。 
 

 
 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

劉：早稲田大学、立命館大学、仙台大学など

日本の有名大学を訪問し、日本の大学生と

直接会って友好交流ができたことです。ま

た、外務省の表敬訪問、東日本大震災の被

災地復興状況の視察、防災施設の見学など

を通して、日本の政治、経済、社会や文化を

至近距離で学び、日本に対する認識と理解

を深めることができました。 
 

― 訪日中に見聞きしたことはその後の生活、

学業、就職、仕事の方向性を決めるのに役立

ちましたか？ 
 

劉：2013年の訪日の旅は、これまでの私の人

生の中で最も重要で忘れ難く、大きな影響

を受けた旅だったと言えます。視野を広げ、

見識を広め、知識を学んだだけでなく、日

本に対する理解を深めることができました。

更に重要なのは、自身が純真無垢で青春の

真っ只中にいた年齢で、幸運にも憧れ且つ

心から愛せる事業を見つけられたことです。 

  あの旅の中で、互いに思い合える中日両

国大学生の友人たちと出会い、中日友好協

会の上司や先輩方の勤勉で真面目な業務態

度を学んだことで、私の心の中に中日友好

の種がひそかに広がっていき、微力ながら

将来は両国の交流に貢献したいという信念

が揺るぎないものになりました。 

  一年後、大学の本科を卒業し、念願叶っ

て中日友好協会で仕事をするようになりま

した。あの旅をきっかけとして、そしてあ

の旅で得た収穫を携え、人生の新たな一ペ

ージを開いたのです。 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

劉：中日友好協会の職員として、二十回ほど

中日両国大学生の往来の計画・受け入れ・

随行等に携わってきました。毎回あの 2013

年の訪日を思い起こし、その都度初心をし

っかりと顧みています。立場は変わっても、

初心は変わりません。これからもあの訪日

で得た貴重な経験を、仕事の考え方や計画

等に取り入れながら、より多くの私と同じ

ような両国青少年に影響を与えられるよう、

誠心誠意、中日友好の民間外交事業に邁進

していきたいと思っています。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 
 

劉：両国の青少年にはより全面的に、より客

観的にお互いを理解し、日常の学業や生活

の中で多くの中日交流活動に参加し、友好

を深め、両国関係を結ぶ橋と絆になってほ

しいと思います。小さな行動が中日友好の

守護者であり促進者になります。青春と活

力で中日友好に彩を添えてください。 
 

(総合交流部) 

劉莉莎さん プロフィール 

北京外国語大学 日本語系に在籍していた

2013 年（大学 3 年時）、キズナ強化プロジェク

ト 平成 24 年度中国大学生代表団に参加。卒

業後、中国日本友好協会に就職。現在は都市経

済交流部に所属し、日中青少年交流事業の企

画・実施に携わっている。 
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留学生通信 

 

 

華僑学生にとっての後楽寮 
 

上智大学文学部ドイツ文学科 周 燕紫 
 

 1年間の浪人生活

を終え、春から大学

生になると同時に

後楽寮への入寮許

可が下りた。4歳で

来日し、それ以来ず

っと日本での生活

を送ってきた私に

とって、後楽寮入寮は祖国を知る非常に良い

機会であると当時は感じていた。 

 寮での生活が始まり、自分以外の学生の多

くは超一流大学に所属する修士や博士課程で

あることを知った。中国は人口が多い分、競

争倍率が非常に高いわけだが、その中でも勝

ち組であるはずの優秀な人たちが寮の自習室

や共用スペースで熱心に勉強し努力する姿を

見て、自分の中にあった｢大学生活は人生の夏

休み｣という概念は覆された。寮での生活は、

置かれている現状に対し慢心気味だった自分

を見つめ直し、これからの 4 年間で自分は何

をしたいのか、何をしなければならないのか

を考えるきっかけになった。 

 それからはいまいち身の入らなかった大学

の授業にも力を入れ、バイトのない日は大学

の図書館で勉強し、大学 1 年生の夏休みには

日本人の友人と中国へ行き、故宮や北京大学

を見学した。今は行くはずであったドイツ留

学がコロナによって無くなり虚無感でいっぱ

いだ。しかし、日本でできるドイツ語の勉強

に必死に取り組んでいて、さらに大学院への

進学も考えている。後楽寮は私の人生を好転

させてくれた存在である。本当に感謝の気持

ちでいっぱいである。 

特別に輝いている時間 
 

 東京大学大学院博士課程 

(農学生命科学研究科応用生命工学専攻) 

彭 峻烽 

 2年前、たくさんの人

の期待を受けて来日

し、留学生活を始めま

した。東京という街は、

中国の大都市に似た生

活環境や文化の味わい

があります。ですから、

外国人としての疎外感

を感じることなく、すぐに慣れることができ

ました。その後まもなく緊張する研究活動が

始まりました。 

 博士課程段階の研究テーマはオートファジ

ーに関するものです。日本はこの分野におい

て大変輝かしい成果を出しています。2016年

に大隈良典博士が「オートファジーの仕組みの

解明」でノーベル生理学・医学賞を受賞しま

した。自食作用(細胞内における自己の構成成

分の分解機能)の分子レベルでのメカニズム

の解明は、なかなか緊張の連続ですが、私自

身にとって実に貴重なチャンスだと思ってい

ます。 

 今までの受験勉強や研究生活を振り返って

みれば、味わってきた苦しみや辛さで感極ま

ります。その一方で、いつも温かい手を差し

伸べてくれる大学の恩師や研究室の友達、後

楽寮の仲間に囲まれ、自分はとても幸運だと

感じています。時間があるときはみんなで集

まってお酒を飲んだり、日々の暮らしについ

て話したり、一緒に旅行に行ったりします。

数年後ふと思い出すことがあれば、今までの

人生で特別に輝いている時間だったと思うこ

とでしょう。今までの努力も価値あるものに

なっていると思います。 

  最後に、後楽寮がより明るい未来を迎えら

れますよう、心よりお祈りします。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B8%E3%83%BC
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＊今月の表紙＊ 
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   キャラクターを確定させるうえで重要となる｢頭」。本展では様々な頭 80点を展示。 
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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 5 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     (4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(2)寮生の対外交流活動支援    (5)その他必要な支援 

(3)寮生自治活動支援 
 

◇寄附の方法 
 

下記口座宛、銀行振込でお願い致します。                               後楽寮 
 

三菱 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 
 

＊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。 

寄附額 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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【照会先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部  電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

【留学生寮に関するお問合せ】留学生事業部       電話：03-3814-1261 FAX：03-3814-8383 

E-mail：houleliao@jcfc.or.jp 
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