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◆第 30回中国文化之日《展覧の部》 

 ｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣を終えて 
 

《日中友好会館美術館》 

◆貸美術館催事｢亜細亜現代美術展(2020)日中韓美術交流展｣ 

｢3名の美術評論家が推す 2020注目作家展～第 6回美の視点｣ 

《日中友好後楽会》 

◆お知らせ 

 

◆東京華僑総会より後楽寮へフェイスシールド寄贈 

 ◆｢JENESYS2019｣日本青年研究者訪中団 再会オンライン交流 

 ◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院青年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第 1回 

◆日中大学生インタビューリレー(第 6～8回) 

◆日中青少年交流｢訪日団参加者からのメッセージ｣ 

  

◆令和 2年秋の叙勲、宮本雄二会長代行・副会長が受章 

 

◆私のふるさと―新疆 ◆『陰翳礼讃』から  ◆藤沢市訪問記 
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● 特 集 ● 
第 30回中国文化之日《展覧の部》 

｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣を終えて 

 

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」――。

第 30回となる記念すべき年に、日中友好会館美術館では 9月 26日～10月 18日の会期で《展覧

の部》｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣を開催、約 1,000名のお客様にお

越しいただきました。そして《公演の部》｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共

演｣の YouTubeにおける動画配信は、おかげさまで再生回数 9 万回を超え、記録を更新中です。 
 

中国書画の魅力、その奥深さに感動！ 
 

本展では当会館所蔵品の中から、40名の中国人作家たちにより 1980年代から 2000年代初期

にかけて創作された 40作品を厳選して展示。1978年からの改革開放政策を受けて｢創作の自由｣

が認められ始めた中国芸術史の重要な転換期にあたる作品群を通して、中国の書・絵画芸術の

伝統を継承し、発展させ、新境地を拓いていった道程の一端を感じていただきました。また、

所蔵品の多くは、作家や関係者の方々からご寄贈いただいたものです。当会館の日中友好交友

史を物語る貴重な資料を公開できたとも言えます。 

そして作品をより深く理解し、楽しんでいただくために、専門家による解説を加えたキャプ

ションパネルや中国書画を紹介するビデオコーナーを用意。会場ではじっくりと時間をかけて

鑑賞される姿もあり｢解説があって良かった｣という感想もいた

だきました。 

会期中のイベントでは、できる限りの感染防止対策を行った

上で、在日華人書画家の趙龍光氏によるギャラリートークを開

催。新型コロナウイルスへの心配もあるなか、多くの方にお申

し込みいただき急遽、回数を追加しての開催となりました。年

月を重ねても色褪せない、中国書画の素晴らしい魅力をお客様

に共感していただけたのではないかと思います。 
講師の解説に熱心に 

耳を傾ける参加者 
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【日中友好会館美術館の歩み】 
 

今回の展覧会では、1988 年からこれまでの当美術館の催事を振り返るパネルや過

去の催事のパンフレット展示コーナーを設置。場内に貼られた色とりどりのパンフレ

ットを懐かしそうにご覧になっている方もいらっしゃいました。この展示コーナーを

きっかけに、当美術館により関心を持っていただけたのならうれしい限りです。 

 

【スマートフォンからのアンケート実施】 
  

新型コロナウイルス感染予防対策として、オンラインでのアンケートを実施

しました。お答えいただいた方にはアルコール消毒液をプレゼント。非接触だ

から安心して答えられたという声もいただきました。 

 

来場者の声 
 

・作品一つ一つに個性が感じられ、力強く素晴らしい内容でした。書道に関心がわきました。 

・日本の水墨画とはまた少し違った大らかさを感じました。書道作品はどれも素晴らしい！ 

・中国画をあまり見た事がなかったので、面白かったです。何が書いてあるのかわからない作品

も、解説があったので理解できました。とても良かったです。 

・素晴らしい書と絵画に心洗われる想いです。書道を始めたばかりですが、筆を自在に扱う先人

たちの腕に感動しています。 

・劉徳有夫妻の合作、郭沫若の書など、日中の交流に尽力された方々の作品を見ることができて

良かったです。 

・日中友好を願う文化人の先生方の思いが、作品を通じてよく伝わってき

ました。文化交流が、さらなる日中友好の発展に寄与することを期待し

ております。 

・ギャラリートークに参加しました。講師の先生の面白い話のおかげで、

絵画や書道作品の背景を楽しく知ることができました。作品により興味

を持つきっかけになりました。ありがとうございます。 

・ビデオの解説があってよりわかりやすく作品を鑑賞できました、 

素晴らしかったです。 

 

《公演の部》「～優美と躍動のコントラスト～二胡と和太鼓の共演」好評配信中！ 
 

YouTube で配信中の「～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演」は、リリースか

らおよそ 1 カ月半で再生回数約 9 万回に達し、嬉しいことに非常に大きな反響をいただいてお

ります。初めての試みではありましたが、日中友好会館及び日中の文化芸術を広く皆さまに知

っていただくよい機会となりました。中国の伝統楽器・二胡のトップランナーとして活躍する

ウェイウェイ・ウー、日本を代表する伝統楽器・和太鼓の第

一人者であるヒダノ修一、一彩を迎え、全 12 曲・60 分で構

成する日中友好会館スペシャルステージは、引き続き配信中

です。まだ視聴されていない方はぜひお見逃しなく！ 
 

第 30回中国文化之日開催にあたり、ご協力いただきました関係者の皆様にこの場をお借りし

てお礼申し上げます。色々と困難な時期ではありますが、優れた文化芸術を守り、次世代へ繋

げてゆく取り組みを止めないことが、私ども文化事業部に課せられた使命ではないかと考えま

す。今後も様々なかたちで “ワクワクする”“魅力溢れる”催事を企画し、皆様にお届けして

参ります。これからもどうぞご期待ください！               （文化事業部）
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● 行 事 案 内 ●  
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事「亜細亜現代美術展

(2020)日中韓美術交流展」 
 

 

 

 

 

 

 
 

本会は 1964 年に日華美術交友会として発

足し、この半世紀、友好団体のご協力を賜り

ながら、絵画・工芸・彫刻の三分野でアジア

諸国の美術作家と共に友好、親善に努めて参

りました。 

今年は新型コロナウイルスの影響により来

日作家による出品はありませんが、在日の日

中韓作家約 50

名の作品を展

示します。多く

の方のご来場

をお待ちして

います。 

 

 

 

 

【問合せ】 

一般社団法人 亜細亜美術協会 

電話：03-6304-3620 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「3 名の美術評論家が推す 2020

注目作家展～第 6回美の視点」 
 

 

 

 

 

 

 
 

日本を代表する美術評論家・長谷川栄氏、

美術・文芸評論家・佃堅輔氏、書道評論家・

青山蒼風氏の 3 名がそれぞれ推薦するアーテ

ィストによる第 6回目の展覧会です。 

展示作品と共に評論家の推薦文も掲示して

展示いたします。 

 

【問合せ】 

美術の杜出版株式会社  

電話：03-5823-6210 

 
 

 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆お知らせ 
 

寒くなってまいりましたが、皆さまいかが

お過ごしでしょうか。今年は新型コロナウイ

ルスの影響により例年のような活動をおこな

うことができず、会員の方には大変申し訳あ

りませんでした。来年は新型コロナウイルス

の感染状況もみながら、安全対策を講じたう

えでイベントを実施していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。お

体に気を付けて、良いお年をお迎えください。

来年もどうぞよろ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 

髙田哲雄「音の彫刻Ⅰ」 

会 期：12月 5日㈯～ 12月 10日㈭ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊最終日は 14:00まで 
 

主 催：一般社団法人 亜細亜美術協会 
 

入場料：無料 

会 期：12月 18日㈮～ 12月 21日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊最終日は 13:00まで 
 

主 催：美術の杜出版株式会社 
 

入場料：無料 



 

 会館だより 2020年 12月号 No.378  

- 4 - 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆東京華僑総会より後楽寮へ 

フェイスシールド寄贈 
 

2020年 9月中旬、(一社)東京華僑総会より

日中友好会館後楽寮へフェイスシールド計

300セットを寄贈いただきました。 

ご支援に深く感

謝申し上げます。新

型コロナウイルス

感染拡大防止のた

め、有効に活用させ

ていただきます。 
 

 

 

 

 （留学生事業部） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣日本青年研究者訪

中団 再会オンライン交流を開催 
 

2020年 10月 12日、「JENESYS2019」日本青

年研究者訪中団 再会オンライン交流を開催

した。本交流は新型コロナウイルスの影響で

対面での交流が難しい中、何とか日中青少年

交流を継続したいという考えから企画し、

2019年度に実施した対日理解促進交流プログ

ラム「JENESYS2019」のフォローアップの一環

として実施した。 

オンライン交流には、2019年 7月に派遣し

た日本青年研究者訪中団の団員と受け入れ機

関である中国社会科学院日本研究所の関係者

計 12名が参加した。交流内容は昨年のテーマ

である「日中関係の現状と協力の見込み」を

踏襲し、日中参加者が 4 名ずつ交互にそれぞ

れの専門分野の観点から発表した。主な内容

は、日中間の外交や政治の課題、コロナ時代

の国際情勢や日中学術・伝統文化交流、高齢

化・デジタル社会における日中の連携など多

岐にわたり、メディアの情報からだけでは知

り得ない、研究者ならではの知見を共有した。

また、質疑応答と意見交換を通じて、日中間

のさまざまな問題について本音をぶつけ合い、

踏み込んだ議論ができた。 
 

 
 
 

最後に、東京大学社会科学研究所の丸川知

雄教授が「日中関係の健全かつ安定的な発展

のためには、日本としての価値観をはっきり

言明し、軍事と民主を分ける姿勢が大事では

ないか」と述べ、中国社会科学院日本研究所

の楊伯江所長が「新型コロナ危機をきっかけ

に、中日両国が新たな関係を構築しようとし

ている。コロナ禍の今こそチャンス。未来は

悲観的ではない。幅広く有意義な議論ができ

たことに感謝する」と締めくくった。 
 

 
 

 
 

当会館の日中青少年交流でオンライン交流

は初の試みであったが、昨年直接に交流した

メンバー同士であるため、終始アットホーム

な雰囲気の中で進めることができた。参加者

からは、「1年ぶりの再会が実現できて嬉しか

った、今後の日中関係の展望について考える

後楽寮ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ｢楽知」「楽行」

もﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞを使っています！ 

オンライン交流会の様子 

中国社会科学院 日本研究所 楊伯江所長が総括 
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ことができた」「オンライン交流の場があるこ

とは、一定の見識を持った研究者同士が利害

関係なく意見交換でき、日中の対話のチャン

ネル拡大という意味で有意義だと感じた」「日

中双方の発表者からさまざまな論点について

話を聞くことができ、大変有意義だった。今

後も双方の率直な意見を話し合うことが重要

だと思った」といった感想が聞かれた。日中

双方の参加者各人が新たな見解や発見を得て、

相互理解を一層深め、大きな収穫を得ること

ができた。         （総合交流部） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院青

年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第１回を開催 
 

2020年 10月 23日、「JENESYS2019」中国社

会科学院青年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第 1回を開催した。本交流は、

2019年度に実施した対日理解促進交流プログ

ラム「JENESYS2019」のフォローアップの一環

として実施した。 

2019年 5月に招聘した中国社会科学院青年

研究者代表団第 1陣は、「生態環境保護」を訪

日テーマとして、ゼロ・ウェイスト、彩事業

等に取り組む徳島県上勝町を視察した。今回

のオンライン交流には、代表団の団員と受け

入れ先である徳島県上勝町の関係者計 8 名が

参加し、テーマに関する交流を行った。 

中国側は、帰国後に作成した訪日活動の報

告書や、訪日の成果から発展した活動内容、

ゴミ分別に関する中国の現状について発表し

た。また、交流に先立ち団員は、訪日時に得

た知識や情報を帰国後に報告・活用した中で

新たに出た疑問について、「北京で今年 5月に

始まった生活ゴミ強制分類制度は監督管理が

厳しくなかなか進展しない。上勝町ではどの

ような対策を行ったのか」「ゴミゼロに向けた

取り組みにより、買物の際によく考えるよう

になったとのことだが、消費意欲低下の原因

になるのではないか」「上勝町のゴミ分別制度

は、一般的な基準より厳しいが、法律・法規

に権限を授けたのか、それとも全住民の自治

によるものなのか」などの質問を出し、日本

側はそれに回答するとともに、新型コロナウ

イルスの影響による問題や新たな取り組み等、

上勝町の現状についても発表した。日中双方

の発表後に質疑応答を行い、日中のゴミ分別

の取り組み状況や環境保護につながる活動に

ついて活発な意見交換ができた。 

 

 
 

中国側参加者からは、「今回のオンライン交

流で、上勝町のゼロ・ウェイストへの理解が

更に深まった。将来、中国でもゼロ・ウェイ

ストが実現できると信じている」「上勝町の企

業は、新型コロナウイルスで経済的な影響が

出ているなか、新たな市場の開拓や新製品の

開発等を行っていることを知った。この精神

や方法は、中国やその他の国・地域の企業に

も参考になると思う」などの感想が聞かれ、

環境意識が高まりつつある中国の研究者が、

上勝町の取り組みを興味深く聞いたことがう

かがえた。また、日本側参加者からも「海外

の研究員の方が上勝町の取り組みに関心を持

ち、自国をよりよくするための参考にしよう

と考えてくれることを嬉しく感じた」「中国の

最新情報が聞けて参考になった」といった感

想が聞かれ、日中双方の参加者が、新たな見

解や発見を得て、相互理解を更に深めること

ができた。        （総合交流部） 

オンライン交流参加者による記念撮影 
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◆日中大学生インタビューリレー

(第 6～8回) 
 

9月から開始した当企画も、いよいよ最後

となりました。今回は第 6～8回(最終回)から

一部を抜粋してご紹介いたします。 

※当企画では、2019年 11月に東京で実施し

た「第 2回日中大学生 500人交流」に参加し

た日中の大学生が、3名ずつ交互にリレー形

式で質問し合っています。全文は会館ホーム

ページ(右記 QRコードからアク

セス可)に掲載しておりますの

で、ぜひご覧ください。 
 

 

＜第 6回：中国大学生から日本大学生へ＞ 
 

Q16: 日本の推理小説は中国で人気がありま

す。日本の若者が好きな推理作家、推理

小説を教えてください。〔浙江師範大学

／glacierlhさん〕 

A16: 日本でひときわ有名な推理作家は東野

圭吾で、たくさんのドラマや映画になり

ました。湊かなえや、誉田哲也という作

家も人気です。また、『イニシエーショ

ン・ラブ』という本は謎

が仕込まれていて面白

いです。翻訳もされて

いるので是非読んでみ

てください。〔早稲田大

学／まひちゃん〕 
 

Q17: この数年で中国の自転車シェアリング

事業は急速に発展しましたが、日本では

どうですか？〔西安外国語大学／非衍さ

ん〕 

A17: 日本では圧倒的に私有自転車が多く感

じます。北京などでは様々な場所にあり

ましたが、日本では数が

少なく中国のように身

近にどこからも利用で

きる存在になれば発展

が期待できると考えま

す！〔拓殖大学／Kajiさん〕 
 

Q18: オリンピックは新型コロナウイルスの

影響で延期となりましたが、2021 年の

東京オリンピックはとても楽しみです

よね。あなた自身は、新型コロナウイル

スにより、どのような影響を受けたか教

えてください。〔湖南師範大学／楊知客

さん〕 

A18: 就職活動で影響を受けました。観光・旅

行業界の採用が中断してしまったこと

で、不安な時間を過ごしました。しかし

自分を見つめ直す時間も沢山出来たの

で、自分自身を振り返る

良い機会になったと感じ

ています。〔清泉女子大学

／茉莉花茶さん〕 

 

 
 

＜第 7回：日本大学生から中国大学生へ＞ 
 

Q19: 最近の日本の若者にはダイエットが人

気で、低カロリーの食べ物を選んだり運

動をしたりする人が多いです。中国の若

者の健康意識を教えてください。〔早稲

田大学／まひちゃん〕 

A19: 多くの中国の若者も同じで健康で丈夫

な体でいたいので、フィットネスを頑張

り、様々なスポーツに参加し、かつバラ

ンスのとれた食事と規則正しい生活習

慣を続ける人が増えています。痩せてい

れば美しいとする偏っ

た考えの人は以前より

更に少なくなりました。

〔南京大学／Sさん〕 
 

Q20: 中国の女性が男性と付き合う際に重要

視するポイントは何でしょうか？〔拓殖

大学／Kajiさん〕 

A20: これはやっぱり総合的に考えないと

(笑）。まず、第一印象は大切ですね。見

た感じ明るく清潔感がある男性には惹
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かれますね！付き合う時は、価値観・世

界観・人生観が一致することを重視しま

す。それぞれの面で感性が合わないこと

が多ければ、付き合うのは難しいでしょ

う。この他に、人柄・性

格・能力・家庭環境も

重要です。だけど、自

分に合う人が一番いい

ですね！〔中南大学／可

馨さん〕 
 

Q21: 日本の大学生は学業とアルバイトを両

立し、長期休みには海外旅行をする人が

多くいますが中国の学生はどうです

か？〔清泉女子大学／茉莉花茶さん〕 

A21: 中国の大学生のほとんどは学業をメイ

ンとしているので、旅行費用はたいてい

親が出してくれます。大学院生になって

ようやく、指導教官が薦めるインターン

シップを始めると思い

ます。〔河北科技大学／

負けず嫌いの阿桐さ

ん〕 

 

 

＜第 8回：中国大学生から日本大学生へ＞ 
 

Q22: 新型コロナウイルスの影響で、中国国内

の就職状況はより厳しくなっています。

日本ではどのように大学生の就職難を

緩和させているか教えてください。〔河

北科技大学／負けず嫌いの阿桐さん〕 

A22: 日本でも就職の状況は非常に厳しくな

っています。この状況に対応するために、

企業は事業の変更や副業の許可を行う

ところも出てきています。

しかし、大学生の就職の

ための具体的対策はな

されていないように思

われます。〔九州大学／

ケンケンさん〕 

Q23: 日本の大学には決まったクラスがなく、

学生たちは寮で一緒に生活もしないそ

うですね。では、サークル活動以外で、

なにか友達を作る方法がありますか？

〔中南大学／可馨さん〕 

A23: 初回の授業で教授が自己紹介の時間を

設けてくれる時があります。また、授業

中の生徒同士の意見交換がきっかけと

なって仲良くなったり、

SNS 上で仲良くなって

から直接会うというケ

ースも少なくありませ

ん。〔東洋大学／醤菜さん〕 
 

Q24: 好きな中国の現代作家や作品を教えて

ください。なければ映画等でもかまいま

せん。〔南京大学／Ｓさん〕 

A24: 好きな作品は余華の『活きる』です。張

芸謀監督の映画で知りました。国共内戦

時期から文革時期にかけての、壮絶な歴

史と運命の中で生きる人々の精神的な

強さを描いた物語に

は感動せざるを得ま

せん。〔日本大学／無

知即力量 (無知こそ

力)さん〕 

 

 

（総合交流部） 
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◆日中青少年交流｢訪日団参加者か

らのメッセージ｣ 
 

このたび、これまで実施してきた日中青少

年交流のうち、訪日団と日本側参加者の交流

の様子を、「高校生の交流」「大学生の交流」

「ホームステイ」の三つのカテゴリーに分け、

参加者の感想文と写真で再現した動画を作成

いたしました。 

 

 

 

 

 
 

動画は日中友好会館ホームペー

ジ(右記QRコードからアクセス可)

にて公開しております。是非ご覧

ください。 

アルバムのような動画を通して、参加者の

活動に対する思い、心の動き、交流の醍醐味

を感じとっていただければ幸いです。 

（総合交流部） 

 

 

 

 

● 叙勲のお知らせ ●  
 

◆令和 2年秋の叙勲、宮本雄二会長

代行・副会長が受章 
 

 

 11月3日に発令された令和2年秋の叙勲で、

宮本雄二 日中友好会館会長代行・副会長が 

瑞宝重光章を受章いたしました。 

 

 

 

 

 

 

図録販売のお知らせ 
 

日中友好会館美術館で開催した展覧会の

図録や関連図書を販売しております。 

ご希望の方には郵送対応もしております

ので、お気軽にお問い合わせください。 

   

【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

高校生訪日団と交流した日本高校生の感想 

ホームステイに参加した訪日団員の感想 

『墨・劇－水墨で描く

中国伝統劇』 
 

上海の劉海粟美術館が

所蔵する、戯曲に関連

した影絵、剪紙、年画、

水墨画を中心に紹介。 

『中国美術館蔵 貴州

ろうけつ染め芸術精品』 
 

中国美術館が所蔵する

貴州省ミャオ族のろう

けつ染めの中から特に

優れた作品を紹介。 
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留学生通信 

 

 

私のふるさと―新疆 
 

東京大学大学院博士課程 

（農学生命科学研究科生命工学専攻）張 薈婷 
 

日本に来たばかり

のとき、日本人の同

級生たちの間で｢新

疆｣が話題に上がり

ました。ニュースで

聞いたと言うその内

容は、｢新疆の少数民

族の問題」でした。

どうしてニュースで報道される新疆と、私の

ふるさと―新疆がこれほども違うのか、とて

も不思議に思いました。 

私のふるさとには、とても美しい大自然の

風景が広がっています。カナス湖、天山天池、

胡楊の原生樹林など。そしてその大自然の恵

みを受けた美味しい果物、農作物が豊富にあ

ります。トルファンの葡萄、ハミのメロンな

ど。また、一度食べたら忘れられない特色あ

る美食の数々。シシカバブ、羊肉のピラフな

ど。それ以外にも、皆さんがあっと驚く魅力

がいっぱいです。 

一番有名なのは、歌や踊りが得意な少数民

族で、名曲も数多くあります。 

さらに新疆の地は 166 万平方キロメートル

あり、この広大な土地が純粋・善良で剛健・

豪快な新疆人を育んでいるのです。私は新疆

人であることを誇りに思います。 

 今、かつての同級生や友人たちは、新疆の

素晴らしい明日をつくるために一致団結して

奮闘しています。機会があればぜひ皆さんも

新疆を訪れてみてください。この地の人々の

温かな情愛、爽やかな風を感じられるでしょ

う。 

 

『陰翳礼讃』から 
 

東京大学大学院博士課程 

（工学系研究科都市工学専攻）蒋 敏 
 

私は子どものとき

から兄の影響を受け

て日本文化に興味を

持ってきました。日

本文学作品の中で最

も興味を持ったのは

谷崎潤一郎の『陰翳

礼讃』です。タイト

ルの通り、陰影を礼讃し、日本人の美意識に

ついて論考し、さらに東洋と西洋の文化を比

較しました。 

光は西洋の建築や絵画の中で神のようにと

ても大事な存在です。しかし日本や中国の伝

統的な建築や絵画では、そのように光に注目

し、描かれることは多くありません。この事

実を私は単純に我々の欠点だと思いました。

けれど『陰翳礼讃』を読んでからは、東洋の

美学に改めて関心を持つようになり、その中

にある味わいを感じられるようになりました。 

日本は、様々な領域で異文化を学び、良い

バランスで日本文化と融合させ、歴史の中で

活用することが得意です。この能力は、自分

自身の文化への深い理解と強い自信に基づい

ているのでしょう。 

残念ながら中国は、近代からの挫折を経て、

かつて長い歴史の中では「文化大国」と呼ば

れていたのに、突然迷子になってしまいまし

た。1982年、建築家である貝聿銘が北京・香

山飯店を設計した時に、こう言いました。「モ

ダニズムに入る前に自分自身をアイデンティ

ファイすべきだ」。確かにその通りです。 

最近、私は時々人から日本人らしいと言わ

れます。「日本人らしい」というのは姿やしぐ

さなどのことだと思います。それとは別に今

の世界で「中国人らしい」とはどのような様

子なのでしょうか。私はずっと考えています。 
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藤沢市訪問記 
 

早稲田大学大学院博士課程 

(法学研究科民事法学専攻)楊 安麗 
 

後楽寮では、

常に豊富で多

彩な日本文化

体験活動を実

施しています。

令和元年末、幸

運にも私は寮

内の友人や先生方と一緒に神奈川県藤沢市を

訪問し、見学・体験活動に参加しました。 

神奈川県中部にある藤沢市は、青く輝く相

模湾に接し、遥か遠くには富士山も見渡せる

風光明媚な地です。1964 年開催の東京オリン

ピック後、再び 2020年東京オリンピックのセ

ーリング競技の開催地となりました。また、

藤沢市には鵠沼海岸で遊泳中に早世した私た

ち中国の国歌作曲者｢聶耳｣の死を悼み建立さ

れた聶耳記念碑があります。そして周りを海

に囲まれた江ノ島は、藤沢の代表的な観光地

です。初めて訪れたとき、私の故郷にある鼓

浪嶼(中国福建省厦門市)に戻ったような親近

感を覚えました。 

その他にも藤澤浮世絵館には、この美しい

街並みを描いた江戸時代の浮世絵作品が数多

く残されています。自然・人文・風光の美と

合わせて、いすゞ自動車工場では、強大な工

業発展の基礎を築いています。自分でお寿司

を作る体験もでき、どれも日本留学の楽しい

思い出になりました。 

藤沢市の体験活動で、楽しく充実した一日

を過ごすことができました。今は新型コロナ

ウイルスの影響で中国からの入国が難しい状

況ですが、事態が落ち着いたらより多くの中

国の友人たちに日本を訪れてほしいと思いま

す。そして中日友好の懸け橋である藤沢市を

ぜひ訪れて、地元の人たちの優しさに触れて

ほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 

中国語無料公開講座 
 

 

これから中国語を習い始めようと考えて

いる方を対象に、中国語のあらまし、中国

語の楽しさを知っていただくための発音講

座です。お申込みの上、お気軽にご参加下

さい。 
 

☆入門コース｢あいさつ表現で学ぶ中国語｣ 

中国語初心者の方   
 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 

週 2回半年、週 1 回 1年程度学習した方 

 

12月 4日㈮ 18:45～20:45（入門） 

12月 12日㈯ 13:00～15:00（入門、基礎） 

12月 19日㈯ 13:00～15:00（入門） 

1月 6日㈬ 18:45～20:45（入門、基礎） 

 

＊当学院在校生や以前に参加された方はご

遠慮ください。日程は変更になる場合があ

ります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

【申込み･問合せ】 

日中学院 電話：03-3814-3591 

E-mail：info@rizhong.org 

URL:https://www.rizhong.org 

mailto:info@rizhong.org
https://www.rizhong.org/
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＊今月の表紙＊ 
 

彦涵「山水」 

第 30回中国文化之日「～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展」より(10月 18日終了) 
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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。 
 

【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 


