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留学生通信 

 ◆2021年度を迎えて 

  (公財)日中友好会館  会長代行・副会長  宮本雄二 
 

 

《日中友好会館美術館》 

◆主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事」 

《日中友好後楽会》 

◆春季友好バスハイク中止のお知らせ  

◆年会費のお振込み案内について 
 

 

◆総合交流部 郭寧部長 離任 
 

 

◆2021年日中友好会館後楽寮春節演出 ◆後楽寮春聯大会 

◆後楽寮に餃子のプレゼント 

◆｢JENESYS2019｣香港・澳門高校生訪日団 フォローアップオンライン交流 

◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 4回) 
 

 

◆後楽寮との出会い、成長 ◆この世は舞台、人はみな役者だ 

◆心優しい𠮷田パパさんへの思い 
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● 挨 拶 ●  

 

  

■ 2021 年度を迎えて ■ 
 

 

 

 

 

公益財団法人 日中友好会館 

会長代行･副会長 宮本雄二 

 

 
 

ちょうど一年前、この欄で新型コロナウイルスの流行に触れ、流行が終われば、国際社会は

新しい世界を目指し、協力し合い、助け合い、共に知恵を出さなければならないと申し上げま

した。一年経ちましたが、世界は依然としてコロナに悪戦苦闘しており、将来の見通しは立っ

ておりません。しかし今回のコロナ禍は、人類に多くのことを深く真剣に考えさせる契機とな

ったことも事実です。あらゆることを考え直す契機にしなさい、ということだと思います。 
 

 これまで当たり前としてきたことが、本当はそうではないことが、次々にはっきりしてきま

した。満員電車の中を定時にオフィスに出勤しなくても、仕事はやれることが分かりました。

在宅勤務が増え、身の回りのことにもっと目を向けることができるようになり、ライフスタイ

ルも変わり始めました。トランプ政権が終了したこともありますが、世界は一丸となって感染

症に代表される地球的課題に取り組む機運も高まっています。世界中、国家の借金が積み上が

り、市場にはお金があふれていますが、どうするのでしょうか。世界も変わらなければならな

いということです。 
  

 日本は今、大胆に自己改革を行わなければ、いずれ衰退するしかない状況に追い込まれてい

ます。具体的なことを言い出せば切りがないので、日中友好会館の話をします。世界の変化と

同様に、日中関係にも大きな変化が起こっています。しかし日中が永遠に引っ越しできない隣

国、しかも大国同士の関係にあることは変わりようがありません。日中が平和で安定した協力

関係を持つことは、日中両国にとり正しい選択なのです。新たな条件の下で、そのような日中

関係をつくり上げるために何を為すべきか。このことは、両国社会が正面から向き合い、真剣

に考えなければならない喫緊の課題なのです。会館も同じ問題意識を持ち、会館の在り方につ

いて真剣に議論をするべき時期に来たと考えております。 
  

やはり基本は、国民同士の関係をいかにしてもっと近づけるかにあると考えます。そのため

に会館として何をやるべきなのか、それらをやろうとすれば会館はどのような組織になるべき

なのか、等々、重大かつ難しい課題が突きつけられています。しかし、これまでの継続だけで

は時代の要請に応えることはできないことだけは、はっきりしています。皆様のご支援とお知

恵を拝借しながら、この方向への第一歩を踏み出したいものです。 

(2月 26日記) 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆主催展｢四川省でみつけた  

線が織りなす美しい手仕事｣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 3月 19日より開催中の主催展「四川省で見

つけた 線が織りなす美しい手仕事」では、“線”

を媒介に職人が織りなす 4 つの美しき手仕事

----成
せい

都
と

銀糸
ぎ ん し

工芸
こうげい

・道明
どうみょう

竹
たけ

工芸
こうげい

・蜀錦
しょっきん

・閬中
ろうちゅう

シルク絨毯
じゅうたん

----73点を展示しています。 
 

  会期は残り約 2 週間となりました。おかげ

さまで、多くのお客様にご来場いただき、感

謝申し上げます。美

術館で実施してい

る各種イベントも

大変ご好評をいた

だいております。 

 春の陽気に包ま

れ、過ごしやすくな

ってきた今日この

頃、ぶらりと散歩が

てら中国の歴史と

文化を感じてみませ

んか？ 

 思わず目を細めて

しまうほど細部にわ

たって見事な細工が

ほどこされた逸品の

数々をぜひご覧くだ

さい。 

  

 詳しくは会館ホームページまたは SNS

（Facebook、Twitter）にて配信中です。皆さ

まのご来場をお待ち

しております。 

 

 

 

◆関連イベント 
 

・四川マーラーフェア 

 美術館向かいのレストラン

｢馥」とのコラボレーション。

展覧会開催期間中、本格四川

料理を提供します。オススメ

は甜水麺！モチモチの麺と甘

辛のタレがやみつきに。展覧会チラシ提示で

100円引き。 

 

 

※当美術館は、新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドラインを踏まえ、様々な感染予防

対策を講じた上で開館いたします。ご来館の

際は予め当館ホームページ「ご

来館にあたってのお願い」(右

記 QRコードよりアクセス可)

をご確認くださいますよう、お

願いいたします。 

 

【問合せ】文化事業部  

 電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

 E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

会 期：開催中～4月 11日㈰ 
     

時 間：10:00～17:00 ＊月曜休館  
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、 

四川省文化観光局 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、

中国文化センター、(公社)日本

中国友好協会、日本国際貿易促

進協会、(一財)日本中国文化交

流協会、日中友好議員連盟、(一

財)日中経済協会、(一社)日中協

会、四川省無形文化遺産保護セ

ンター 
 

入場料：無料 
 

・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。 

mailto:bunka@jcfc.or.jp
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  日中友好後楽会  

 

◆春季友好バスハイク中止の 

 お知らせ 
 

 毎年春に開催している春季友好バスハイク

ですが、最近の新型コロナウイルス感染拡大

状況を考慮し、実施を見送ることに決定しま

したのでお知らせいたします。 

 なお 5 月以降のイベント開催につきまして

も状況を見ながら判断したいと思いますので、

ご理解のほどお願いいたします。 

 

 

◆年会費のお振込み案内について 
 

2021 年度分の年会費（個人会員\12,000）

のお振込みに関するご案内を、4 月中に会員

の皆様へ郵送させていただく予定です。 

万が一、案内が届かない場合やご不明なこ

とがございましたら、お手数ですが事務局ま

でお知らせください。 

今年度も引き続き、会員の皆様と後楽寮生

の交流機会を増やし、中国への理解が更に深

まるよう尽力いたしますので、何卒よろしく

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● お 知 ら せ ●  
 

◆総合交流部 郭寧部長 離任 
 

 中国日本友好協会より派遣された総合交流

部の郭寧部長が 2021年 2月に離任いたしまし

た。 

 在任期間：2017年 5月～2021年 2月 

      （3年 9か月） 

 帰国後は、再び中国日本友好協会の仕事に

従事されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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、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 

 

4月 2日㈮ 18:45～20:45 (入門） 

4月 3日㈯ 13:00～15:00 (入門、基礎） 

4月 5日㈪ 13:00～15:00 (入門） 

 

＊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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● 活 動 記 録 ●  
 

◆2021年日中友好会館後楽寮 

 春節演出 
 

 2 月 4 日、春節を前に日中友好会館本館地

下一階大ホールにて、2021 年日中友好会館後

楽寮春節演出(パフォーマンス)の撮影を行い

ました。今回の演出は、中国留学生としての

ふさわしい行動を示し、新しい一年を迎える

ために、そして祖国の家族たちにお祝いの気

持ちを届けたいと思い、企画しました。演者

をはじめボランティアメンバー一人一人が誠

意を込めて準備を重ね、大成功の演出となり

ました。 
 

 

 
 

 2020年を振り返ってみると、特異な一年だ

ったと言わざるを得ません。例年は招待した

お客さまで会場がいっぱいになるところです

が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

お客様を呼ばず、しっかりと感染防止対策を

行い、演者、ボランティア全員の健康状態を

チェックするなどして、安全に行いました。 

 演出では、独唱・古典舞踊・ピアノ独奏・

相声（漫才）・ハーモニカ演奏・太極拳・合唱

などを披露しました。遠い異国にあり祖国や

家族と離れていても、初心を忘れることなく、

後楽寮の温かい大家庭の中で、私たちは夢の

実現のため、祖国の繁栄のために、努力・奮

闘しています。 

 新型コロナウイルスが世界中で猛威をふる

うなか、中日両国の間で「山川異域、風月同

天」（中国と日本には同じ山川はない。しかし

ながら、風も月も同じものだ）という漢詩の

もと、互いに手を取り合いながら、この困難

に立ち向かっています。未来への道は中日の

私たちが着実に歩んでいくことでしょう。 

 

 

 

 最後に私たちの活動に関心をもっていただ

いている中日両国の友好人士の皆さまに改め

て感謝の意を表したいと思います。 

 今回の演出の模様は、インターネットから

視聴可能です。哔哩哔哩 bilibili 

トップページからもタイトルで

検索できます。 

https://www.bilibili.com/ 
 

 （第 46期後楽寮寮生委員会） 

 

 

◆後楽寮春聯大会 
 

 春節が近づく 2 月 7 日、コロナ禍は依然と

して緊迫しています。異国他郷にある中国留

学生たちがこの春節を楽しく過ごせるよう、

後楽寮寮生委員会が「後楽寮春聯大会」を企

画・実施しました。 

 春聯は、赤い紙に各種縁起の良い対句を書

いたもので、家の入

口や窓に貼るもので

す。一年に一度、新

しいものに張り替え

るその光景は、中国

春節の風物詩となっ

ています。 

 今回、寮生委員会

出演者とボランティアで記念撮影 

前列中央は佐藤理事長 

できあがった春聯を披露 

12 月に入寮したばかりの寮生も舞台へ 
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の声掛けのもと、書道の得意な寮生を中心に、

オリジナル春聯作りにチャレンジしました。

応募期間を設け集まった春聯は、寮内共用部

や各自の部屋のドアに飾られています。伝統

的な韻をふんだ漢詩形式のものや、ユーモア

に溢れたもの、機知に富んだものなど、大変

豊富な内容です。 

 ある春聯には「天天有完美 DATA，年年发好

多 PAPER」(常に完全なデータを使って、毎年

たくさんの論文を発表できますように）、「顺

利毕业」(順調に修了できますように)と、留

学生ならではの願いが込められています。 

 また、食堂に貼られた春聯には「干饭人干

饭魂干饭之人当用盆，该吃吃该喝喝烦事别往

心里搁」（たくさんご飯を食べる人は元気いっ

ぱいで、大きなお盆を使う。そして、食べる

ときに食べて飲むときに飲む、煩わしいこと

は心の中に溜めないで）と書かれています。

中国の方言や口

語を巧みに配置

し、さらにコロ

ナ禍で不安を抱

える留学生たち

へ向けてのメッ

セージの意味も

あるそうです。 

 “中国紅”は人を元気にする色でしょう。

華やかな赤い紙で彩られた寮内は、にわかに

活気づき、日本にいながらにして中国の春節

気分を味わうことができました。  

  (留学生事業部) 

 

 

 

◆後楽寮に餃子のプレゼント 
 

 2 月 11 日夜は旧暦の大晦日にあたります。

中国の習慣ではこの日、家族が集まって過ご

すのが一般的です。コロナ禍にあって、後楽

寮の留学生たちが寂しい思いをしないよう、

中国大使館から餃子のプレゼントがありまし

た。 

  

 

 

 例年ですと後楽寮ではこの日、在寮生たち

が食堂に集まり、全員で餃子を作ります。そ

して、寮生委員会主催のイベントが賑やかに

行われ、楽しく過ごします。ですが、今年は

集まって餃子を作ることができないため、食

堂でゆでた餃子を一人 30 個ずつ配布しまし

た。会館からは果物(ミカン・バナナ)がプレ

ゼントされました。 

 後楽寮生たちは、食堂でもらった食べ物を

食べたり、中国にいる家族とインターネット

を通じて会話したり、

中国の歌番組を見た

り、それぞれ楽しく

過ごしました。来年

の春節は賑やかに後

楽大家族で過ごせる

ことを祈っています。 

 最後に、いつも後楽寮生に心を寄せていた

だいている中国大使館に感謝申し上げます。 

(留学生事業部) 

ゆであがった餃子と果物をもらう寮生たち 

2 月 11 日夜の食堂 

食堂入口に貼られた春聯 
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◆｢JENESYS2019｣香港･澳門高校生 

 訪日団 フォローアップ  

 オンライン交流を開催 
 

「JENESYS2019」香港・澳門高校生訪日団の

フォローアップとして、2021 年 1 月 30 日に

澳門団、2 月 4 日に香港団のオンライン交流

を開催した。 

2019 年 12 月に対日理解促進交流プログラ

ム「JENESYS2019」で招聘した香港・澳門高校

生訪日団は、香港団と澳門団で構成され、香

港団は奈良県飛鳥地域、澳門団は三重県大紀

町で 1 泊 2 日のホームステイを行った。今回

のオンライン交流には、香港団の学生 4 名と

奈良県飛鳥地域のホストファミリー4 家庭 6

名、澳門団の学生 11名と三重県大紀町のホス

トファミリー5 家庭 8 名が参加し、それぞれ

交流を行った。 

 

 
 

学生たちの発表では「ホストファミリーが

家族のように温かく迎えてくれ、一緒に晩御

飯を作ったことが、とても嬉しく、忘れられ

ない」「紅葉を見に連れて行ってもらい、その

時拾った落ち葉を大切にしまっている。その

落ち葉を見ると日本での思い出がよみがえり、

自然と笑顔になる」「日本の大学へ留学を考え

ている。もし留学することができたら、また

会いましょう」「帰国後、日本語の勉強を始め

たので、いつかホストファミリーに会いに行

き、日本語でお喋りしたい」といった、ホー

ムステイ体験の感想や将来の目標などが述べ

られた。 

ホストファミリーからは「コロナ禍で大変

だが、元気にしている。みんなの元気な顔を

見ることができて嬉しい」「コロナウイルスは、

人間に与えられた試練。人間の免疫力は食物

から得られるもので、これは自然と共に生き

るということ。自然を大切にし、人類が力を

合わせることが大切だ」「将来の目標に向かっ

て頑張ってほしい」「これからメールなどで連

絡を取り合いましょう」など、さまざまな感

想や意見が伝えられた。 
 

 

 
 

オンラインではあるが、お互いに元気な姿

を見ることができ、再会をとても喜んでいた。 

オンライン交流参加後、学生からは「ホス

トファミリーにまた会うことができて、とて

も感激した。現在の様子を知ることができて

良かった」「ホストファミリーに会って、日本

を再訪する決心が固まった」「日本のコロナウ

イルス感染症に対する対策や考え方も知るこ

とができ、とても意義があった」、ホストファ

ミリーからは「1 年前高校生だった学生が大

学生になり、高校 2 年生が 3 年生にと、すっ

かり変わった現在の彼らと話すことができ、

感激した。子供たちとは目を見て話したい。

その日が来るまで待っている」「学生達がとて

も素晴らしい希望をもって頑張っていること

を知り、ホームステイの貴重な体験が生きて

いることを感じた」「一緒に過ごした楽しかっ

たこと、そしてまた来たいなどの話を聞き嬉

しく思った」といった感想が聞かれた。今回

の交流を通じて、日中双方の参加者が、ホー

ムステイの楽しかった体験を思い出すことで、

将来の目標ややりがいを再認識できたことが

うかがえた。        （総合交流部） 

澳門高校生とホストファミリーで記念撮影 

香港高校生とホストファミリーが笑顔で交流 
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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 4 回) 
 

日中青少年交流事業の過去の参加者の方に

「その後」のストーリーをうかがう当企画。

今回は、2014年の中国大学生訪日団に参加し、

日本との関わりを深めるようになった王瑞さ

んのインタビューを、一部抜粋してご紹介し

ます。 

インタビュー内容の全文は日

中友好会館ホームページ(右記

QR コードよりアクセス可)に掲

載しておりますので、ぜひご覧

ください。 
 

 

― 訪日団の一員として来日する前は日本の

どこに興味がありましたか？ 
 

王：訪日前は、大学の同級生（今は日本で仕

事をしている）がアニメ・漫画が好きだっ

たので、一緒に見ているうちに私自身もア

ニメ・漫画が好きになっていきました。そ

れで、日本について少しは理解していまし

たが、大学卒業間近になって、訪日団の一

員に選ばれるとは思ってもみませんでした。 
 

― 訪日団に参加して最も印象に残ったこと

を教えてください。 
 

王：日本人がとりわけ時間を遵守し、礼儀正

しいということです。日本でのある朝、私

と級友は 6 時半に起き、写真を撮りに行こ

うと道路を渡っていました。後ろで自転車

が停まる音が聞こえたので、ふと振りかえ

ると、学生と分かる服装で中高生くらいの

人がいました。その時、道路には私たち 3

人以外には誰もいなかったのですが、信号

を待っていると、彼は礼儀正しく私たちに

「おはよう」と言いました。私と級友は互

いに目を合わせた後、「おはよう」と返しま

した。日本人は本当に礼儀正しいです！ 
 

― 訪日団参加後、日本への見方や印象に変化

はありましたか？ 
 

王：日本の人々の生活などの面で大きく見方

が変わりました。以前はネットや歴史の教

科書のみで日本のことを学んでいましたが、

この時自分の肌で日本を感じてみて、日本

人の慎み深い態度に驚きました。私たちは

互いに学ぶべきことが多くあります。この

訪日で、日本の人々は私たちと同じように、

より多くの、より友好的な交流を歓迎して

いるのだと思いました。 
 

― 訪日期間中に日本人の友人はできました

か？今も連絡を取っていますか？ 
 

王：帰国し

てかなり

経ちます

が、私たち

のバスの

通訳者だ

った方と

ずっと連

絡をとっています。訪日から 6 年が経ちま

したが、時とともに私たちの関係もますま

すよいものになっています。 
 

― 王さんは 2018 年に東京にいらしたそうで

すね。 
 

王：2018 年 2 月、中国の大晦日に、2 回目の

王瑞さん プロフィール 

安徽師範大学数学コンピューター科学学院に

在籍していた 2014 年 (大学 4 年時 )、

「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第 11 陣に参

加。帰国後、訪日団に随行した通訳者との親

交を深めたり、プライベートで日本を旅行す

るなど、日本との関わりを持ち続けている。 

現在は、中国で公務員として働いている。 

訪日団の歓送報告会で、 

団員代表として感想を発表 
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来日をしました。東京の小金井に滞在し、

本物の日本の人々の生活を体験しました。

幸いなことに、お忙しい前述の通訳さんと

ご飯をご一緒することもできました。4 年

会っていませんでしたが、古くからの友達

のように、たくさんお話をして、一緒に写

真を撮りました。2018年の日本行きは、旅

行と友達を訪ねることが目的だったので、

お台場に行ったり、東京タワーに登ったり

しました。あと、富士山の山麓へ行ったの

ですが、本当に美しかったです。 
 

― 現在どのようなお仕事をされています

か？ 
 

王：現在は公務員で、主に統計に関する仕事

を行っています。 
 

― 現在計画していることや将来の目標を教

えてください。 
 

王：いますべき仕事をしっかりこなすことで

す。今後また日中友好会館とご一緒できる

機会があれば幸いです。 
 

― 国際交流に参加したことがない日中青少

年に向けてメッセージをお願いします。 
 

王：色々な視点やレベルから中国と日本を理

解し、客観的な認識を持ってほしいと思い

ます。また、今はネ

ット技術がとても

発達しているので、

より多くの交流プ

ラットフォームで

互いのことを分か

ち合い、ともに勉強

してほしいと思い

ます。 

(総合交流部) 

 

 

 

 
 

 

 

貸ホール・会議室のご案内 
 

日中友好会館地下 1 階にある大ホールと第 

 一会議室は、主に会議やセミナー、各種イベ 

ント、展示会等でご利用頂いております。 

料金や予約状況、申込み方法等の詳細は、 

当会館ホームページをご覧ください。 

皆様のご利用をお待ちしております。 
 

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

 
 

 

大ホール 

（286 ㎡/168 名収容） 

 

 
 

第一会議室 

（66 ㎡/24 名収容） 

 
※ご利用日の 6 カ月前の月の 1 日よりお申し 

込みが可能です。 
 

 

【申込み・問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 事務局 

(土･日･祝を除く平日 9:30～17:30) 
 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3  

電話：03-3868-0571 

FAX：03-3811-5263 

E-mail：hall@jcfc.or.jp 
 

(使用申込書送付の FAX 番号は、旧 FAX 番号 

03-5802-7141 より、上記に変更になって 

おりますので、ご注意ください。) 
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留学生通信 

 

 

 

後楽寮との出会い、成長 
 

 東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科先端学際工学専攻)孫 小寧 
  

 研究能力を磨くため

に博士号を取ろうと 3

年前日本へ来ました。

来日当初から今日まで

を振り返ると、研究生

活は本当に山あり谷あ

りです。それに生活と

研究のいずれにしても、

すべての成長は後楽寮

という心強い存在無くしては決して成り立ち

ませんでした。来日当初から温かく見守って

くれている後楽寮は、大変居心地の良い住居

で、私たちが快適な寮生活を送るために様々

なサービスを提供してくれています。それと

同時に、寮生たちがなるべく早く新しい日本

での環境に慣れて、集団生活に溶け込めるよ

うに色々と協力し、助けてくれました。 

 後楽寮には何から何までお世話になってい

て感謝の気持ちでいっぱいの私は、何か自分

のできることで恩返ししなければと、ボラン

ティアに応募しました。その後、国慶節イベ

ント、春節パーティー等の準備や演出のリハ

ーサル、寮生委員会の経理業務まで幅広く担

当しました。とにかく与えられた仕事一つ一

つに丁寧に向き合って、微力ながら自分なり

に努めてきました。 

 そして後楽寮という場所に出会えたからこ

そ、心優しくて優秀な友人たちと知り合う機

会に恵まれました。自らを律する自己管理能

力、根気強さ、責任感などなど、気高い品性

の持ち主である彼らから影響を受け、学ぶと

ころが多くありました。3月末の退寮を控え、

この場を借りて皆さまに御礼申し上げます。 

 

この世は舞台、人はみな役者だ 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科マテリアル工学専攻)鄧 玉斌 
 

 「私の専門は工学

です。映画監督の勉

強をしているわけ

ではありません」周

りの人から同じこ

とをよく聞かれる

ので、いつの間にか

私の口癖になって

しまいました。 

 なぜそのような質問が多いのか、よくよく

考えてみると理由は二つあるようです。 

 その一つは、私のモットー「この世は舞台、

人はみな役者だ」にあります。もう一つは後

楽寮の生活で得られたものがあります。私は

寮の活動に熱心に取り組んできました。そし

て寮内のボランティアの活動の実績が認めら

れ、2019年度には寮生委員会の文芸担当に選

ばれました。イベントや舞台の演出を行う責

任者として、務めを全うしました。 

 初めての舞台演出でトークショーをやった

時、日本語のギャグを入れたところ、すごく

うけました。そこに満足感と自信が生まれま

した。今思えば、私の才能を開花させるきっ

かけでした。 

 混乱する「コロナ禍」の 2 年目ですが、感

染の拡大もあり、現在はイベントをしている

どころではない状況です。不安、焦りの毎日

ですが、先生方や寮生委員会の仲間、ボラン

ティアのおかげで、昨年 10月には、国慶節オ

ンラインイベントを無事に開催することがで

きました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

 博士課程 3 年目に入り、研究だけの世界で

は面白くないと実感しています。これからも

自分自身の新しい可能性を信じて、楽しんで

いきたいです。人生という舞台は自分で作る

ものですから！ 
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心優しい𠮷田パパさんへの思い 
 

早稲田大学大学院博士課程 

(先進理工学研究科応用化学専攻)黄 暁旭 
 

 2019年 8月、

「日中友好加

須市民会議宿

泊交流」に参加

させていただ

き、𠮷田さん家

族の心温まる歓待を受けました。この日本家

庭での生活体験は私の留学の中で最も美しい

思い出となりました。 

 𠮷田パパさんは定年退職した中学校の校長

先生であり、また書道家でもあります。そし

て、とても温和で心優しい、話好きな性格で

す。昔のことを振り返って、よく私達と自分

のストーリーを分かち合いました。𠮷田ママ

さんも慈愛深い人であり、たくさん美味しい

和食を作ってくれました。活動が終わったと

き、𠮷田パパさんは自分の書いた書道作品を

私にくれました。この作品は今も私の寮の部

屋の壁に飾っています。𠮷田ママさんは「東

京へ持ち帰って下さい」と言って、手作りの

お菓子をくれました。 

 加須市から東京に戻った当日の午後、𠮷田

ママさんからお電話をいただきました。「ごめ

んなさいね、忙し過ぎて、皆さんを駅まで送

れなかったのですが、黄さんのことを心配し

ています。もう東京に着きましたか？体に気

をつけて、頑張って下さいね！」と気遣って

くれました。そのとき、私も下手な日本語で

「ありがとうございます。日本で楽しく過ご

します。頑張って日本語を勉強し、再会のと

き、上手くコミュニケーションができるよう

に」と返事をしました。電話が終わった後、

感動して目が潤んでしまいました。何か優し

いものに触れて心を動かされたような、とて

も温かく感じました。 

 それから、𠮷田パパさんが健康診断で東京

に来たとき、またお会いしました。これは 2

回目の再会でした。その時、𠮷田パパさんは

「今度、一緒に温泉へ行こう」と誘ってくれ

ました。𠮷田パパさんはお茶が好きなので、

私も中国から持ってきたお茶を彼に贈りまし

た。「次回、後楽寮の国慶節招待会にはお二人

で是非来て下さいね、私の演出(コーラス)を

ぜひ見に来て下さい」と 2人に言いました。 

 後楽寮の国慶節招待会の日、2 人は約束通

り来てくれました。これは𠮷田パパさんとの

3 回目の再会でした。後になって思えば、こ

れが最後でした。𠮷田パパさんと𠮷田ママさ

んは舞台の下で私の演出を見ながら、たくさ

ん写真を撮ってくれました。自分の家族のよ

うに私の晴れ姿を見てくれたので、凄く感動

しました。 

 2019年の暮れに、𠮷田パパさんのご訃報を

知りました。心の中は悲しみでいっぱいでし

た。その日、部屋に戻ってから、壁に掛かっ

ている𠮷田パパさんの書道作品を見て、心が

詰まり、辛くて苦しい気持ちになりました。

今でもその文字を見ると、𠮷田さん家族の心

の優しさが思い出されます。 

 将来、卒業したら、この書道作品を中国に

持って帰りたいと思います。なぜかというと、

この日本人ご夫妻が中国の留学生への友好・

激励を表したものだからです。 

 

 この文章は、優しくして下さった日本人、 

――𠮷田パパさんに捧げます。 
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＊今月の表紙＊ 
 

丁春梅「金魚鉢」（道明竹工芸） 

 見た目の美しさだけでなく、丈夫で貯水性を兼ね備えた作品である。 
 

主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事」より 
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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 


