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コ ラ ム 

《日中友好会館美術館》 

◆貸美術館催事「真広法師中國畫作品展」「上海ビジュアル芸術大学 

ファッション学院優秀作品展」 

《日中友好後楽会》 

◆談話会について ◆新規会員ご紹介 

 

◆日中友好促進懇談会 ◆千葉県佐倉市日中友好協会が後楽寮を見学 

◆後楽寮生がゴミ拾い活動に参加 

◆後楽寮春季撮影大会、作詩コンテストを実施 

◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院青年研究者代表団第 1 陣 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2019 年度中国大学生訪日団第 1 陣 

◆応急手当講習を実施 

 
◆日本華道を学んで ◆子どもの頃の夢 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム「王道と覇道」 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

｢真広法師中國畫作品展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

真広法師は 1972年、中国河北省徐水県大因

村生まれ、号は、佛光山人、雲上人です。1990

年、中国安徽省九華山佛学院を卒業、中国の

禅宗五家である潙仰宗、臨済宗、曹洞宗の後

継者であり、中興觀音寺、大慈閣住持も務め

ていました。 

本展では真広法師の

山水風景画、書道作品、

花鳥画などを展示しま

す。作品には中国のみな

らず、世界に通じる要素

も大いにあり、言語や国

籍を超えて理解してい

ただけると思います。禅

義に通じる作品たちを

ぜひご鑑賞ください。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

王志倫 

電話：090-7479-1234 

◆貸美術館催事 

｢上海ビジュアル芸術大学ファッ

ション学院優秀作品展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

上海ビジュアル芸術大学は 2013 年に創立

した中国トップレベルの芸術系教育機構です。

前身は上海の名門大学である復旦大学の芸術

系学部です。ファッション学院をはじめ、ニ

ューメディアアート、美術など 9 つの学院が

あり、上海唯一のアートデザイン総合専門大

学となっています。 

本展では陶芸・ガラスアート・ジュエリー

デザインの 3 コースからなるファッション学

院工芸美術学部の学生 30 名とその教授たち

の作品を約 40点展示します。若いクリエータ

ーたちの感性や素材・材質へのこだわり、試

みのつまった作品をぜひお楽しみください。 

 

 
 

 

 

【問合せ】 

株式会社 XIV 担当：郷海 

電話：03-5817-4575 

 

 
 

 

会 期：7月 17日㈬～ 7月 22日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より開幕式 

     最終日は 14:00まで 
 

主 催：溢鑫(上海)文化發展有限公司 
 

入場料：無料 

秦嶺「cloudsⅢ」 

 

会 期：7月 25日㈭～ 7月 30日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より開幕式 

最終日は 14:00まで 
 

主 催：上海ビジュアル芸術大学 

ファッション学院 
 

入場料：無料 

「山水」 
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  日中友好後楽会 
 

◆談話会について  
 

7、8月の談話会は、中国旅行と夏休みのた

め、お休みします。次回にご期待ください。 

毎日蒸し暑い日が続きますが、皆さまお身

体ご自愛の上、お元気にお過ごしください。 
 

＊ おわび ＊ 

先般、5月 31日㈮日中友好会館大ホールに

て開催を予定しておりました 5 月談話会「中

国新時代の図書館-新たな空間とサービスに

ついて-」は、講師の都合により開催を延期い

たしました。 心待ちにされていた皆様には大

変ご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申

し上げますと共に、何とぞご理解・ご了承の

程、宜しくお願い申し上げます。 

なお、代替の日程につきましては日程が決

まり次第改めてご案内させていただきます。 

 

◆新規会員ご紹介  
 

2019年 5月ご入会 

石井 妙子さん 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆日中友好促進懇談会 
 

5月 11日、北区日中友好協会主催による日

中友好促進懇談会が北とぴあで行われ、後楽

寮生 7 名と留学生事業部職員が参加しました。 
 

 

 

 

開会に先立ち、日中両国の国歌が流れまし

た。まず北区長でもある花川與惣太会長の主

催者挨拶、高木啓衆議院議員、大松あきら東

京都議会議員、東京都日中友好協会栗山眞之

理事長の祝辞がありました。そして来賓紹介

の後、北区日中友好議員連盟の戸枝大幸会長

の乾杯の発声で懇親会が始まりました。 

懇親会で後楽寮生達は北区議員、同協会の

会員や北区在住の留学生達と食事をしながら

和やかに交流しました。会の中盤には、寮生

の劉陽さんが中国唐代と漢代の舞踊「半壺紗」

を披露しました。綺麗な衣装に身を包んだ劉

さんの踊りに出席者の皆さんは魅了された様

子で、パフォーマンス終了後は劉さんに話し

かけたり、写真を撮ったり大人気でした。 

最後に、日中の出席者がステージに上がり、

「大海啊故郷」を大合唱し、大崎美代子副会

長の挨拶で閉会しました。日中友好交流の輪

がさらに広がりを見せ、大変有意義な一日と

なりました。      （留学生事業部） 

 

 

 

「山水」 

出席者の皆さんと交流する寮生たち 
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◆千葉県佐倉市日中友好協会が 

後楽寮を見学 
 

5月 17日、長谷川稔会長をはじめとする佐

倉市日中友好協会 53 名が後楽寮を見学しま

した。2017年 5月にも千葉県日中友好協会一

行にお越しいただいたことがありますが、今

回はほとんどの方が初めての来訪でした。 

到着後、まず地下一階の食堂にて歓迎式を

行いました。荒井理事長は、民間の立場から

日中友好に取り組んでおられる佐倉市日中友

好協会の皆さまに敬意を表するとともに、会

館設立の歴史や後楽寮について紹介しました。

鄭中国代表理事は、日中共同事業である会館

組織について説明したのち、今後の日中関係

についての期待を述べました。また長谷川会

長からは、佐倉市日中友好協会の活動状況や

来訪の目的などをお話しいただきました。 
 

 

 

 

その後、後楽寮内を見学。「都内の一等地に

手ごろな価格で住めるのは、素晴らしい」と

いった声や「寮生たちは卒業後、どのような

進路に進むか」など、各方面についての積極

的な質問が寄せられました。 

見学後は日中友好会館美術館で開催中の展

覧会を鑑賞。今回の見学を通し、日中相互理

解の増進に少しでもお役に立てたと思います。

今後も引き続き、会館事業と後楽寮のアピー

ルに努めたいと思います。 （留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮生がゴミ拾い活動に参加 
（寮生の感想） 

 

5月 19日、後楽寮生が初めての社会公益活

動に参加しました。今回の目的は、地球環境

に優しい行動を自らの手で行い、さらに世界

に広めることです。現在、全世界で環境に優

しい生活スタイルの必要性が叫ばれています。

私たちの行動をきっかけにして、積極的に環

境改善に取り組みたいと思いました。 
 

 
 
 

 

きっかけは以前、後楽講堂(後楽寮寮生委員

会主催の学術サロン)で知り合った一般社団

法人おせっかい協会の高橋恵会長の言葉です。

こちらの団体では、毎週日曜日「おせっかい

ゴミ拾い＠中野」を開催しています。「今すぐ

自分にできる真心のこもったおせっかい」に

後楽寮寮生委員会が興味をもち、さっそく参

加希望者を募り、後楽寮生 25名が公益小分隊

として組織されました。 

 

 
 

ゴミ拾いの活動では、東京都中野区にある

各商店街を歩き、路上にポイ捨てされたゴミ

荒井理事長よりご挨拶 

街頭にてゴミを拾う 

ゴミ袋を持ち、中野区の商店街を歩く 
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を拾います。拾ったゴミはペットボトル、吸

い殻、ビニール袋、廃棄物など、たくさんの

種類があり、一つの商店街で大ゴミ袋 3 袋も

集まりました。参加した寮生たちは各自で積

極的に取り組み、地面に半分埋まってしまっ

ているゴミでも掘り出して回収しました。 

私たちが留学生だということに関わらず、

人間が生活する環境は、良ければ良いほどい

いでしょう。後楽寮は公益性のある組織とし

て、中日友好の橋を架けるという新時代の重

要な使命を担っています。世界がより清潔で

美しくあるよう、今後も引き続き身をもって

広めていきたいと思います。 

（後楽寮生 郭建麗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後楽寮春季撮影大会、作詩コンテ

ストを実施 
 

後楽寮寮生委員会が春をテーマに撮影大会、

作詩コンテストを企画・実施しました。寮生

による投票の結果、入賞作品が決定し、5月 3

日の表彰式で各部門の入賞者に賞状と副賞の

後楽寮グッズが贈られました。入賞作品の一

部をご紹介します。 
 

≪撮影大会≫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪作詩コンテスト≫ 
 

胡耀飞「东京代代木公园赏樱」  
 

非是梅花非是桃，刹那芳华春来早 

呼朋引伴且寻欢，携妻带子可踏草 

先忧故作急行军，后乐乃成漫游寮 

蓝天白云古木下，去国之愁一时销 
 

 

 

 

寮生委員会では、寮生の皆さんが豊かな留

学生活を送れるよう、一年を通じて様々な活

動を企画・実施しています。留学生事業部で

も引き続き、皆さんの活動を応援していきた

いと思います。     （留学生事業部） 一等賞 金翼 

（千鳥ヶ淵で撮影） 

二等賞 肖邵斌 

（目黒川で撮影） 

寮生委員会と留学生事業部より表彰状を授与 

（右 2：作詩コンテスト受賞者 胡耀飛さん） 

三等賞 姜淼 

「翘首以盼春」 さまざまなメディアで紹介 
 

今回の活動は、日本新華僑報 http://jp.jnocnews.jp/

中文導報 http://www.chubun.com/で取り上げられ、

話題になりました。新たな活動も企画中ですので、

どこかの街で後楽寮生を見かけましたら、ぜひ励ま

しの言葉をお願い致します。   （留学生事業部 N） 
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◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院 

青年研究者代表団第１陣が来日 
 

5 月 12 日から 5 月 19 日までの 8 日間、

｢JENESYS2019｣中国社会科学院青年研究者代

表団第 1 陣一行 23 名（団長：何徳旭 中国社

会科学院財経戦略研究院 院長）が来日した。

本団は、中国社会科学院に所属する青年で構

成され、「生態環境保護」を訪日テーマとし、

東京・徳島にて訪問・視察を行い関係者と交

流したほか、産業・歴史・文化・自然の参観

など、さまざまなプログラムを通じて包括的

な対日理解を深めた。 

 

東京と徳島で廃棄物・ゴミ処理や環境教育に

ついて学ぶ  
 

東京で、環境省による生態環境保護に関す

る取り組みについてブリーフを受け、廃棄物

処理システムや工業汚染対策、環境教育の推

進などの方策について理解を深めた。早稲田

大学社会科学総合学術院では相互発表を行い、

持続可能性の経済理論を理解するとともに、

中国の大気汚染対策の現状を紹介し、双方、

研究内容について活発な意見交換をすること

ができた。東京都環境公社より東京スーパー

エコタウンの事業説明を受けた後、東京スー

パーエコタウン施設の J&T 環境株式会社と中

央防波堤埋立処分場を視察し、東京の廃棄物

問題や先進的技術について学んだ。 
 

 

 

 

徳島では、大塚製薬株式会社徳島板野工場

を訪問し、環境に配慮した工場経営や地域の

小中学校への環境教育の取り組みの紹介を受

け、企業の社会的役割を新たに認識すること

ができた。また、徳島県上勝町を訪問し、町

で取り組んでいるゼロ・ウェイスト、彩事業、

木質バイオマス事業について説明を受け、現

場視察を行った。小さな町でも持続可能な社

会を目指し、さまざまな取り組みを行い、成

果をあげていることを知った。徳島大学では、

総合科学部の眞弓浩三教授より国際的視点か

らのエネルギー分析などのブリーフを受けた。

各訪問先で活発に交流や質疑応答が行われ、

日本の廃棄物・ゴミ処理や環境教育の重要性

など、生態環境保護について多面的に学ぶこ

とができ、実り多い訪問となった。 

 

 

 

このほか、浅草寺、阿波踊り会館、大鳴門

橋遊歩道渦の道等を参観し、日本の多彩な魅

力に触れることができた。 

8日間の訪日活動を通し、団員からは、「日

本社会の環境保護に対する意識の高さは、教

育や日本の伝統文化によるものだと感じた。

中国でも伝統文化が環境問題の解決に結びつ

くか研究を深めたい」「日本ではゴミを細かく

分類し、リデュース・リユース・リサイクル

活動を広く行っていることを知った。帰国し

たら今回学んだことを周りの人に伝え、自分

もゴミを減らすことから始めたい」「自然環境

を活かした経済向上の取り組みは、地域活性

早稲田大学社会科学総合学術院で団員が 

研究内容を発表 

 

徳島県上勝町で細かなゴミ分別による 

環境保護を学ぶ 
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化や高齢化社会の問題を解決させる参考にな

った」「今回の訪日活動で知りあった方々と今

後も連絡を取り合い、学術交流を深めたい」

など思い思いの感想が聞かれた。それぞれが

今回の訪日で得た成果を今後の研究や生活に

生かしていこうと強く意識する貴重な機会と

なったと思われる。 

本団の受け入れにご協力下さった関係機

関・関係者の皆様に、厚く御礼申し上げたい。 

（総合交流部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣ 

2019年度中国大学生訪日団 

第１陣が来日 
 

 5月 19日から 5月 26日までの 8日間、2019

年度中国大学生訪日団第１陣（団長：程海波 

中国日本友好協会 副秘書長）計 150名が来

日した。本団は北京市・吉林省・重慶市・山

西省の大学生・大学院生・引率で構成され、

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。 

訪日団は、東京・徳島・石川にて、環境・

防災に関するセミナーや関連施設の視察・ブ

リーフを通じ、日本への多面的な理解を深め

た。また、大学への訪問、植樹活動、ホーム

ステイ等のプログラムを通じ、同世代の大学

生や一般市民との交流・親睦を深めた。 

 

日本の防災･減災、環境保護の取り組みを学ぶ 
  

訪日団は、一般社団法人グリーンインフラ

総研代表理事の木田幸男氏より「グリーンイ

ンフラと環境・防災」というテーマで講義を

受け、防災、まちづくり、雨水活用など、大

きな可能性をもった都市基盤として発展して

いくグリーンインフラの概念と、欧米での取

り組み、技術やメリット、日本での実用例に

ついて学んだ。また、このセミナーテーマに

関連し、東京都内で緑地整備や屋上緑化など

グリーンインフラを活用し自然と共生するま

ちづくりを実践している Think Park Forest、

東京ミッドタウン・ガーデンを散策した。 

そのほか分団ごとに、東京の芝浦水再生セ

ンターでは循環型都市づくりに貢献する再生

水利用を、金沢市西部環境エネルギーセンタ

ーではごみ焼却で発生する熱を利用した廃棄

物発電など再生可能エネルギーの活用につい

て理解を深めた。しながわ防災体験館、東京

都北区防災センターの視察では、災害の模擬

体験を行い、災害の恐ろしさを実感した。 

 

東京･徳島･石川で大学訪問･交流やホームス

テイ 
  

第 1分団（北京市、吉林省）は中央大学を

訪問。環境、社会、ガバナンスに関する講義

を受けたのち、日中学生がそれぞれのテーマ

に沿って英語でプレゼンテーションを行った。

徳島では徳島大学を訪問。四川大地震を例に、

防災取り組みから見た日中交流の重要性につ

いて講義を受けたのち、学生有志の案内でキ

ャンパスを散策したほか、阿波踊り会館で一

緒に阿波踊りを踊るなどして交流を深めた。 
  

 

 
 

日中大学生による英語でのプレゼンテーション 

（中央大学） 

“踊る阿呆”になりきれず！ 
 

徳島県の阿波踊り会館では、阿波踊りを観て楽しみ

ました。最後に観客も舞台に上がり、踊り手たちと

一緒に踊る体験があるのですが、真面目でシャイな

研究者の皆さんはそれには参加せず、盛り上がる会

場を“見る阿呆”でした。      (総合交流部 N) 
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第 2分団（重慶市、山西省）は工学院大学

を訪問。水処理の先端技術について講義を受

けたほか、各研究室で学生の研究活動の発表

を聞いてディスカッションを行い、同世代間

の親睦を深めた。石川では金沢大学を訪問、

国際的に活躍できる環境技術者の育成を目的

とするコースやさまざまな研究活動の紹介を

受けたほか、学生からポスター発表を聞き、

自然に囲まれたキャンパスを散策した。どち

らも充実した研究施設と、日本の大学生の優

れた研究実践能力に深く感銘を受けたようだ

った。 

 

 

 
  

このほか、第 1 分団は徳島県美馬市、第 2

分団は石川県鳳珠郡能登町でホームステイを

実施した。団員は地域の木材を使った写真立

て作りや流しそうめん体験、輪島塗のお膳を

使った夕食準備の手伝い、囲炉裏での食事等、

各家庭で日常の学生生活では味わえない貴重

な体験をしながら、ホストファミリーと交流

した。 

また、第 1分団は徳島県美馬市より「吉野

川の洪水と人々の暮らし」というテーマでブ

リーフを受け、吉野川に複数ある中洲の成り

立ち、洪水対策から発展した独特の景観や藍

栽培の歴史について学んだほか、ソメイヨシ

ノ 15本を植樹した。第 2 分団は能登町の山中

に訪日団全員でアカマツ 60本を植樹し、地域

の里山保全活動に貢献し、一人一人が環境保

護について考えることができた。 

そのほか、東京の江戸東京博物館、日本科

学未来館、東京タワー、浅草寺等の参観や、

徳島でのうずしお観潮船乗船、徳島県立阿波

十郎兵衛屋敷、石川でのひがし茶屋街、兼六

園、金沢城公園、輪島キリコ会館の参観等を

通して、日本への多面的な理解を深めた。 

団員からは、「日本の大学生は熱意を持って

実践的な研究に取り組み、日々研鑽を積んで

いる。帰国したら自身も研究に打ち込みたい」

「植樹活動の楽しさを味わえた。私たちが植

えた桜は、現地の人々に美しい景色をもたら

すだろう」「日本人の環境保護・防災に対する

自制心と共助意識を体感し、今回の活動を通

じ自らの環境保護意識が高まった」「一緒に夕

食を作ることでホストファミリーとの距離が

縮まり、中日両国の違いについて話しお互い

に学ぶところがあると感じた」などさまざま

な感想が聞かれた。 

本プログラムを通じて、団員一人一人の防

災、環境保護に対する意識が向上するととも

に、団員が日中友好の架け橋になることを期

待したい。本団の受け入れにご協力くださっ

たご関係の皆様に、この場を借りて厚く御礼

申し上げたい。       （総合交流部） 

 

 

◆応急手当講習を実施 
 

5 月 22 日、日中友好会館(後楽国際ビルデ

ィング)第 1会議室にて、応急手当講習として

AED 模擬及び体験訓練を実施しました。初め

ての試みとなる今回は、後楽国際ビルディン

グ各階テナントの皆さまの防災・共助意識向

上のため、三井不動産ビルマネジメント株式

会社、協和警備保障株式会社のご協力のもと、

共同での訓練となりました。 

講習では、昨年、ニュースで大きく取り上

げられた大相撲巡業開催時の京都府舞鶴市長

救命事例を挙げ、初動での応急手当てが高い

緑豊かな学内でキャンパスツアー 

（金沢大学） 
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救命効果をもたらし、その後の社会復帰にま

で影響が及ぶことなどを学びました。そして

講師のデモンストレーションを参考に、心肺

蘇生の手順を体験しました。 
 

 

 

 

テナントの参加者からは「いざという時、

落ち着いてできるかどうか心配だが、今後は

人命救助に抵抗なく関われそうな気がした」

「知っているつもりだった AED だが、実際に

体験してみると認識不足に気付いた。参加し

て良かった」などの感想があり、今回の講座

をきっかけに、危機意識を高めてもらえたよ

うです。 

 後楽国際ビルディングでは 1 階ロビーに

AED を設置しております。資産管理部としま

しても、「万が一」の事態に備え、引き続き皆

さまの安心、安全を守るための取り組みを進

めてまいります。      （資産管理部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

特別講座 中国茶を味わい楽しむ 
 

土曜午後のひと時、ゆったりとした時間

の中で中国茶の世界をのぞいてみません

か！ 

中国滞在中の 5 年間、中国茶を学んだ講

師が毎回とびきりの中国茶をお出しします。

楽しく学びましょう。 

毎回淹れ方の実践があります！お申込み

の上、お気軽にご参加ください。 
 

 

日 時：2019年 7月 20日㈯から(全 5回) 

16:00～18:00 
 

① 7月 20日㈯   茶器について 

② 7月 27日㈯   茶葉について 

③ 8月 3日㈯    温度について 

④ 8月 24日㈯   時間について 

⑤ 8月 31日㈯   工夫茶について 
  

  受講料：18,500円（入学金なし） 

  材料費：1回 500円 

  定 員：15名 

  教 材：オリジナルプリント 

  講 師：安田薫子 
 

 

 

【申込み・問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

         https://www.rizhong.org/ 

 

 

講師の指導の下、訓練に臨む 
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留学生通信 

 

 

日本華道を学んで 
 

早稲田大学大学院博士課程 

(人間科学研究科社会学専攻)郄 汀潔 
 

私は趣味で日本と中

国の茶道を学んでいま

す。日本茶道の世界では

お茶に関することだけ

ではなく、華道、香道、

書道などのさまざまな

伝統文化も含まれます。

茶会での一般的なルールは、お茶を飲む前に、

床で飾っている生け花、掛け軸、香木を鑑賞

します。これがきっかけで、私にとって華道

はとても興味深いものになりました。 
 

今回の留学期間、さらに華道を理解するた

め、半年ほど池坊華道をお稽古しました。生

け花を始めたら、これまで何となく見てきた

一本の枝、一輪の花にも様々な表情があり、

美しさがあることを発見できました。そして

自分の手で一生懸命にいけた一本の枝が、お

稽古によってわずかに直されただけで、突然

生き生きとしてきて、素晴らしい作品に生ま

れ変わることに気づきます。 

「すばらしい」と心から感動したときの、

その気持ちがお稽古の第一歩であり、その感

動を持ち続けることが何よりも大切だと思い

ます。生け花は一見難しそうですが、どんど

ん練習して基本技術を身につければ、楽しい

気持ちがいつの間にかそばにやって来ます。 

日本華道は百年以上の伝統がありますが、

伝統を守りながらも、それぞれの時代の流行

を取り入れ、臨機応変に発展してきました。

現在では、暮らしの中の文化になっています。

中国に戻ってから、日本で学んだことをたく

さんの人に伝えていきたいと思います。 

 

子どもの頃の夢 
 

東京大学大学院博士課程 

(新領域創成科学研究科ﾒﾃﾞｨｶﾙ情報生命専攻) 

喩 婕 

小学生のとき、偶

然に同級生から DVD

を借りる機会があ

りました。中国語吹

替版だったので、日

本で制作されたことを知りませんでした。ま

だ幼かった私は、ただただその動画のおもし

ろさに魅了されてしまいました。 

中学生になり、友人の勧めで日本語オリジ

ナル版の映画を見ることができました。それ

は｢名探偵コナン劇場版 時計仕掛けの摩天

楼｣です。何年か経ち、自分の進路を決めると

きに、かつて動画を見て熟知している、でも

全く知らない日本の街を歩いてみたいと思い

ました。 

日本への留学を申請すると決め、改めて私

と日本とのご縁は、もう長いものであると気

づきました。留学先を東京大学にしたのは、

漫画｢デス・ノート｣に登場し、最高学府とし

て名高いうえに、特別な憧れのある大学だっ

たからです。 

毎日、大学と宿舎との往復で 2 年半の月日

が過ぎました。思い返してみると、初めて入

学許可書をもらったときの感動、初めて秋葉

原駅に行き電気街改札口のきらびやかな看板

を見たときの興奮、初めて映画館で「名探偵

コナン劇場版」を見たときの感情、これらは

今でも忘れられません。 

子どもの頃の夢が、今では日常となり、か

つて見た動画の中の風景もまた、見慣れたも

のになりました。今は、かつて見た動画の中

の景色に私の生活を重ね合せ、その夢を叶え

ているところです。 
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● コ ラ ム ● 
 

 

半瓶醋        王道と覇道 
 

理事長のコラム  
 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

日本の新元号制定が進行中であったのを機に『易経』上・下(岩波文庫)を開いてみた。その

中にあった周易序卦伝では、｢乾(けん)｣から始まり｢未濟(びせい)｣で終わる 64個の卦のつなが

りが物語風に説明されている。｢一陰一陽、之を道と謂う｣(易・繋辞上)を訳者の高田真治は｢天

地の間に、あるいは陰となり、あるいは陽となって変化し万古に已まざる作用をなすものが道

である｣と解説している。難しいので、その｢道｣のはたらきについて宋代の哲学者邵康節の学説

を安岡正篤が図解したものを王道と覇道の視点から分かりやすく紹介したものが『佐藤慎一郎

選集』(平成 6年発行・非売品)のなかにあるので短くまとめてみた。 
 

①道をもって民を教化すると民は自然に受け入れ教化されたことす    

ら意識しない。そのように民を無為にして教化して自然と道に同 

化させていくことのできる人を聖人とよび、この聖人が治者とな 

ると皇とよぶ。 

②徳は道が人に体得されている姿だ。徳の作用は人に範を垂れ、教 

え導いていくことである。徳を持った人が人々を教えて善導していくと人々は互いに譲り

合う謙譲の人となる。謙譲は徳の根本的行動となる。そのような徳行が身につき才智の明

らかな人を賢人とよぶ。そのような賢人が治者になると帝とよぶ。 

③社会生活なり、国家の運営を円滑にしていくため政治だとか経済だとか、教育、芸術など

いろいろな文化を作り上げ万民を利していくことを功という。 

功は私心なく人々にこうしたら、ああしたらと勧めていく。それで人々は各々その所を

得て治まることになる。そのような事のできる人を才人とよび、それが治者となると王と

よぶ。王者とは天地に私心がないのと同じである。 

④力は人間の筋に象った文字。筋は本体で力はその作用である。道・徳・功のように自然に

化していく力とは違う強制的な力である。相手の意思にかかわらず率いていく作用がある。

しかし、その命令が民の心に反していれば従う格好はするが心の中に反抗心(争う心)を持

つ。それを反抗させないように権謀術数を弄して民を率いていく。こうした人を術者とい

う。そうした術者が治者となるとこれを覇者とよぶ。覇とは新月に薄くほの白く月の全輪

郭が浮かんで見えるその白い部分を覇という。太陽の力があって初めて光り輝くことがで

きるのに自分自身で輝いているとふんぞり返っているのが覇だ。 
 

これが佐藤慎一郎先生(注)の解説の要旨だが、自国の利益を前面に押しだした力の政治を眼

にするときにこそ、このような視点から世界の政治に物申す政治家がでてくるのを期待したい

ものだ。 

（注）佐藤慎一郎(1905～1999)：孫文による革命に尽力した山田良政、純三郎兄弟は伯父にあたる。 

本人は 1925 年から 1945 年まで満州国総務庁や建国大学研究院などで勤務。1947 年死刑判決か

ら無罪となり帰国。1959年から 1976年まで拓殖大学教授。 

自 

①道→化→然→聖→皇 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

②徳→教→譲→賢→帝 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

③功→勧→治→才→王 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

④力→率→争→術→覇 
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＊今月の表紙＊ 
 

『投網』  作者：張 美玲 

6月実施 主催展「金山農民画展 中国のレトロ＆ポップ」より（6月 26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 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     (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 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。 
 

【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 


