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《第 29回 中国文化之日》 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 

 展覧会｢雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展｣ 

 公演｢雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演｣ 

《日中友好会館美術館》 

◆貸美術館催事｢光陰荏苒〈孫本長日中友好会館大賞受賞 30 周年 

記念〉孫本長、李勇逸、康継祥師徒展」 

《日中友好後楽会》 

◆9 月談話会・交流夕食会 ◆秋季友好バスハイク 

 
◆岸本奨学金授与式 ◆長野県ホームステイ感想 

◆後楽寮生が日中友好ボウリング大会に参加  

◆後楽寮生が納涼盆踊り大会に参加 

◆｢JENESYS2019｣日本青年研究者訪中団 

 
◆ガンプラと共に燃え上がれ！ ◆若いうちに外の世界を見たい 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム「盲人摸象」 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

 

  第 29 回 中国文化之日 
 

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、おかげさまで第 29 回を迎え

ます。いよいよ今月末に開催が迫り、より詳しいご案内を皆さまにお届けします。 

 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 
今年の中国文化之日は「孔雀の舞う楽園」

と題し、中国雲南省シーサンパンナ(西双版

納)・タイ族自治州に暮らす少数民族の衣食

住展と歌舞公演を開催します。 

 シーサンパンナ・タイ族自治州は、ラ

オス・ミャンマーと国境を接する中国雲

南省最南端に位置し、中国唯一の熱帯雨

林を有するなど州面積の約 80％が森林に覆われる自然豊

かな楽園です。また、州人口の 70％以上を占める 13 の少

数民族が、古くからそれぞれの文化を尊重しつつ生活して

きました。東南アジアの雰囲気漂う、異国情緒あふれるシ

ーサンパンナ・タイ族自治州。本催事がみなさまの「新た

な発見」となれば幸いです。 
 

 

主 催：公益財団法人日中友好会館、雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州文化と旅遊局 

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)日中友好協会、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 
 

 

 

 

≪展覧会「雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展」≫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本展ではタイ族、ハニ族、ヤオ族、ラフ族、プーラン族、ジノー族の、シックで瀟洒な民族

衣装や豪華な宮廷衣装等約 20セットを展示します。その他、中国無形文化遺産に登録されてい

るタイ族織物、貝葉経、タイ族陶器をはじめ、少数民族の住居模型、伝統楽器、食器、装飾品

等を展示し、シーサンパンナで暮らす少数民族の衣食住について幅広く紹介します。 

 

会 期：9月 27日㈮～10月 20日㈰ ＊月曜休館 

会 場：日中友好会館美術館 

時 間：10:00～17:00 

 (10月 18日、19日は公演終了時まで開館) 

入場料：無料 
 

 

(上)ジノー族 伝統楽器｢奇科｣ 
 

(左)タイ族 陶器 
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その他、美術館内にはタイ族宮廷衣装の冠や、

ハニ族の素敵な頭飾りをかぶって記念撮影ができ

るフォトスポット、少数民族の伝統

楽器の体験コーナーをご用意。世代

を問わず、楽しみながら少数民族の

暮らしを体感できる企画となって

おります。 

 
  

≪公演「雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演」≫ 
  

古くから水と共に暮らすタイ族は一説に｢水のように柔ら

かい民族｣といわれています。タイ族女性のやわらかく上品

な踊りは、水の如く滑らかで美しく、観る者を惹きつけます。 

本公演では、孔雀の舞、黄金に輝く宮廷舞踊、タイ族語の

唱「章哈(zhang ha)」、象脚鼓舞等タイ族の歌舞を中心に、

ハニ族、プーラン族等の歌舞、民族衣装のファッションショ

ーを披露します。ぜひご来場下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

●中国物産展  10月 16日㈬～20日㈰ 11:00～17:00 ＊公演期間中は公演終了時まで 

地下 1階第一会議室にて、中国の食料品・工芸品などを中心に販売します。 
  

●期間限定 雲南料理 9月 27日㈮～10月 20日㈰ 11:00～21:00 不定休 

1階美術館向かいのレストラン「馥(ふく）」に、雲南料理の定番メニュー「米線(ミーシエン）」 

が登場します。ぜひこの機会にご賞味ください！ 

 

【催事・チケット問合せ】文化事業部 

 電話：03-3815-5085（平日 10時～17時） E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

日 時：10月 18日㈮ 18:30～   ＊初回公演は開会挨拶あり 

19日㈯ 13:30～／17:30～   

20日㈰ 13:30～      全 4回公演(各回 30分前に開場、上演時間約 60分） 

出 演：シーサンパンナ・タイ族自治州民族歌舞団 

会 場：日中友好会館 地下 1階大ホール 

入場券：全席指定、前売り 1,000円 (空席があれば当日券 1,200円を販売) 

後楽会会員には優待席を別途ご用意します。 
 

【チケット取扱い】 

① イープラス ▶http://eplus.jp/（PC＆携帯） 

② ファミリーマート ▶チケット購入機 

③ 日中友好会館事務局 文京区後楽 1-5-3地下 2階（平日 10:00～17:00） 

＊①と②はしーさんぱんなで検索！ 

タイ族 高床式住居模型   タイ族 貝葉経 

チケット 

好評発売中！ 
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日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

｢光陰荏苒〈孫本長日中友好会館 

大賞受賞 30 周年記念〉孫本長､李

勇逸､康継祥師徒展｣ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

天津出身の画家 孫本長先生没後 15 年、及

び孫本長日中友好会館大賞受賞 30 周年を記

念し、孫本長先生、弟子の李勇逸先生、康継

祥先生の作品展を開催します。 

本展を通し、中国の山水画の表現形式を再

認識し、孫先生の弟子たちの長年に亘る研鑽

の成果を発表します。 

 

 

 

 

【問合せ】 

李振彦 

電話：080-1348-7584 

 

 

 
 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆9 月談話会･交流夕食会  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生で東京大

学東洋文化研究所にて訪問研究員として無形

文化遺産を研究する劉洋さんを講師に迎え、

「中日無形文化遺産保護・伝承の比較研究」

をテーマにお話しいただきます。 

日本と中国の無形文化遺産保護・伝承制度

の変遷のほか、日本の文化財保護制度が中国

のみならず世界に与えた影響について、ご紹

介いただきます。講師の研究分野である日本

の村歌舞伎や中国の伝統演芸を例に挙げ、お

話しいただく予定です。 

談話会後は、館内にて交流夕食会を予定し

ております。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

 

◆秋季友好バスハイク  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

秋の友好バスハイクは神奈川県小田原市を

訪問し、神奈川県立生命の星・地球博物館と

小田原城の見学、寄木細工体験を行います。 

神奈川県立生命の星・地球博物館は巨大な

恐竜の化石や隕石、豆粒ほどの昆虫まで１万

 

会 期：9月 6日㈮～ 9月 9日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より開幕式 

最終日は 15:00まで 
 

共 催：一般社団法人国際工筆画会、

天津老年倶楽部  
 

入場料：無料 

 

孫本長「河原嫁女」 

 

日 時：10月 29日㈫ 8:30 

    後楽賓館前集合（予定） 
 

行 先：神奈川県立生命の星･地球博物館、 

小田原城、寄木細工体験（神奈川

県小田原市方面） 
 

参加費：6,000円／人（バス、昼食費込） 

 

 

テーマ：「中日無形文化遺産保護・伝承の 

比較研究」 
 

日 時：9月 18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せ下さい。 
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点にのぼる実物標本が展示されており、地球

の誕生から現在までの 46 億年にわたる地球

の歴史と生命の多様性について理解を深める

ことができます。 
 

 

 
 

 

 

 

小田原城は戦国時代から江戸時代にかけて

北条氏の拠点となった難攻不落の名城で「日

本 100 名城」、「日本の歴史公園 100 城」にも

選出されています。また、箱根の名産品であ

る寄木細工の工房でコースターの製作体験を

行います。 

後楽寮生と一緒に、楽しんでご参加いただ

けたらと思います。10 月 22 日㈫まで参加者

を募集しています。皆様のご参加をお待ちし

ております。 
 

 
 

 

 

【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 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆岸本奨学金授与式 
 

7月 10日、日中友好会館大ホールにて第 34

回岸本奨学金授与式を行いました。1986年に

始まった岸本奨学金は、一般社団法人岸本倶

楽部より委託された奨学金を、後楽寮運営へ

の貢献が顕著な後楽寮生に授与するものです。

今年は寮生 32名が対象でした。 
 

 
 

 

 

 

授与式では、岸本倶楽部を代表して岸本將

裕理事よりご挨拶と奨学金の授与が行われま

した。ご挨拶では、令和第一回目の記念すべ

き授賞式であることや寮生活でできた仲間は

財産であることなど、将来への期待を述べら

れました。次に後楽寮寮生委員会 姜駿委員長

は、松尾芭蕉の句「花と実と 一度に瓜の 盛

りかな」を引用し「果実の種」である私たち

奨学生は留学で身につけた「花」の盛りを迎

えるべく努力し続けたいと感謝と決意を述べ

ました。さらに会館を代表し荒井理事長より、

岸本倶楽部からのご厚意に感謝を申し上げ、

34年間継続して授与されているのは留学生皆

さんへの温かい関心と将来への希望であると

激励の言葉を述べました。 

続いて会場を「中国茶芸苑 馥」に移し、懇

親会が始まりました。寮生はそれぞれ岸本倶

楽部の方たちと互いに交流し、楽しいひと時

を過ごしました。改めまして岸本倶楽部の皆

様に感謝申し上げます。  （留学生事業部） 

岸本將裕理事より奨学金の授与 

中国山東省で発見･命名されたﾁﾝﾀｵｻｳﾙｽがお出迎え 

（神奈川県立生命の星・地球博物館） 

小田原城天守閣 
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◆長野県ホームステイ感想 
 

長野県日中友好協会のご協力のもと、7 月

23 日～25 日の日程で、後楽寮生 22 名がホー

ムステイを体験しました。各グループに分か

れ、長野県内各地域の日中友好協会（軽井沢、

上田、小布施、須坂、信濃町、飯綱町、岡谷、

伊那、飯田）の皆さまにお世話になりました。

参加者から寄せられた感想をご紹介します。 
 

＜軽井沢町訪問＞ 

軽井沢の中山お父さん、石村さんと軽井沢

日中友好協会の皆様に温かく歓待されて、非

常に良い体験をしました。日中友好協会のメ

ンバーには小説家、町議員、不動産屋などい

ろいろな分野の方がいて、皆様と歓談しなが

ら、軽井沢の歴史と町民の生活についての理

解を深めました。 

軽井沢では地元の人々との交流のチャンス

もあって、軽井沢の教育、福祉政策などにつ

いて社会実践を通じて勉強しました。中山お

父さんや石村さんと一緒にいる 3 日間は本当

に充実していて、楽しかったです。皆さまの

おかげで、人生の中でも印象に残るほどの楽

しい時間を送りました。感謝の気持ちでいっ

ぱいです。軽井沢

での体験を生か

して、今後の日中

間交流の架け橋

になっていこう

と思います。 

（張天恩） 

 

 
 

＜須坂市訪問＞ 

受け入れ家庭の山崎さんご夫婦に大変感謝

します。この 3 日間、山崎さんたちの歓待に

私たちの不安や緊張はしだいに解け、とても

リラックスして過ごすことができました。私

たちはまず 1998 年冬季オリンピックの会場

を見学しました。長野市の発展の歴史や冬季

オリンピックの各種目について、関連知識を

学びました。そして 1 日目は歓迎会、2 日目

は市長訪問があり、須坂市が長年にわたり中

日友好交流に積極的に取り組んでいる様子を

知ることができました。須坂市は吉林省四平

県と友好都市の締結をしており、毎年双方が

頻繁に交流しているそうです。 

また今回の長野ホームステイを通じて、日

本人の生活習慣や風習など、また一歩理解が

深まりました。山崎さんのお宅は何十年前に

建てられたものだそうですが、伝統的な畳の

部屋で、座って食事をするのは初めての体験

でした。本場日本の家庭料理をいただけたの

も良い思い出です。ありがとうございました。 

（楊博旭） 
 

 

 

 
 

 

＜伊那市訪問＞ 

伊那市に着くと伊那市日中友好協会小原茂

幸会長と会員の皆さんから出迎えを受け、伊

那市のいろいろな場所を案内してもらいまし

た。歴史を感じさせるお寺や丁寧に作られた

田畑を私はとても気に入りました。ホームス

テイ先の黒河内お母さんは、伊那市日中友好

協会の女性部長でもあります。黒河内お母さ

んが準備してくれたおやつを食べながら、生

活の様々なことや国際問題、恋愛結婚観に至

るまで、いろいろなおしゃべりをしました。

この交流で、彼女の人生観や国際的視野を知

ることができました。そして夜は古民家に宿

泊し、伝統的な暮らしを体験しました。ホー

通学路に立ち、児童見守り隊の  

活動を体験（軽井沢町） 

上田市役所を表敬訪問 

土屋陽一市長(左 4)と記念撮影 

） 

通学路に立ち、児童見守り隊 

の活動を体験（軽井沢町） 
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ムステイの間、伊那市役所を訪問したり、ケ

ーブルテレビから取材を受けたりしました。

伊那市は中国留学生のホームステイ活動を非

常に重視していることがわかりました。 

3 日間は短

くもありま

したが、今回

のホームス

テイで伊那

市とのご縁

ができ、会員 

の皆さんの深 

い情愛にふれました。別れのとき、黒河内お

母さんが涙を浮かべて「今度はいつ会えるか

わからないから」と、駅のホームまで来て私

たちを見送ってくれました。国際交流の基本

は民間にあります。中国留学生を受け入れて

下さった長野県日中友好協会の皆さんに感謝

致します。そして、私たちのためにご尽力く

ださったことにとても感動しました。皆さん

がいる限り、もう中日関係の将来に不安はあ

りません。今後も多くの中国留学生と日本の

一般家庭の人々とのご縁が、さらに広がるこ

とを祈念いたします。     （楊夢倩） 

 

 

◆後楽寮生が日中友好ボウリング

大会に参加（寮生の感想） 
 

7 月 27 日、公益社団法人 日本中国友好協

会、一般社団法人 東京華僑総会他主催のもと

「日中友好ボウリング大会」が開催されまし

た。日中青少年交流推進年を記念し、スポー

ツを通じた日本と中国の文化交流の促進を目

的とし、華僑、華人を含めた日中のボウリン

グ愛好家 130 名以上が渋谷ボウリングに集ま

りました。後楽寮からは寮生を代表し、廖高

宇、王暁琳、李万航、姚江鴻の 4 名が参加し

ました。 

試合は 4 人一組の男女混合で行われ、トー

ナメント方式の勝ち抜き戦でした。後楽寮代

表チームは、4 人全員で戦った第一戦目は勝

ちました。続いての第二戦目は得点の高かっ

た上位 2 名で戦いました。第二戦目の相手は

日本友人のチームでした。双方が挨拶と握手

をして試合が始まりました。相手の技術が素

晴らしく、私たちのチームは負けてしまいま

した。負けてからの時間は自由にボウリング

を楽しむことができました。 

日中友好ボウリング大会は数回開催されて

いるそうですが、日中双方のボウリング等ス

ポーツ愛好者のとても良い交流機会となって

います。今回、私たちは初めての参加であり、

みな初心者に等しいレベルでしたが、他チー

ムの何人かは初めてボウリングをしたそうで、

とても喜んでいました。 

 

 

 
 

新しいスポーツに親しみ、楽しむことがで

きたと同時に、日本の方々と直接ふれあい、

交流できたことはとても良かったと思います。

日本の方々は体育や文化活動にとても関心が

高く、熱心に取り組んでいることもわかりま

した。今後は、もっと多くの寮生に参加して

もらいたいと思います。    （姚江鴻） 

 

 

 

伊那市 林俊宏副市長表敬の様子を 

テレビで放映 

日中のチームがスポーツ交流 

（右側 4名が後楽寮代表チーム） 



 

 会館だより 2019年 9月号 No.363  

 

- 7 - 

 

◆後楽寮生が納涼盆踊り大会に参加 
 

 夏本番の暑さが始まった 7月 30日、北区王

子町会自治会連合会主催による北区平和祈念

週間納涼盆踊り大会が北とぴあで行われ、後

楽寮生 11名と留学生事業部職員が参加しま

した。 

 

 

 

 中国留学生たちに日本の夏を体験してもら

おうと、北区日中友好協会よりお誘いを受け、

合わせてご厚意で北区役所総務課 国際交流

担当の方々に浴衣の着付けをしていただきま

した。寮生たちはそれぞれの浴衣姿の写真を

撮り合ったり、北区民の皆さんと一緒に踊り

の輪に入って、炭坑節などいろいろな曲を踊

ったりしました。 

参加した後楽寮生からは「日本語を学んで

10数年経ちますが、浴衣を着て盆踊りに参加

したのは初めてです」「2020年に開かれる東

京オリンピック音頭も学ぶことができ、とて

も嬉しかったです」「北区日中友好協会の皆さ

まから飲み物や軽食をいただき、また交流も

できて楽しかったです」などの感想が寄せら

れました。 

 中国留学生たちにとって、とても良い夏の

思い出になったことと思います。改めまして、

関係各所の皆さまに感謝申し上げます。 

（留学生事業部） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣日本青年研究者 

訪中団が北京、甘粛省で交流 
 

日本青年研究者訪中団（団長：丸川知雄 東

京大学社会科学研究所 教授）一行 10 名が、

7 月 1 日から 7 月 7 日の日程で訪中した。会

館では 2010年より、中国の哲学・社会科学の

最高機関である中国社会科学院の青年研究者

代表団の招聘を行っており、本団の派遣はそ

の相互交流の一環として、中国社会科学院日

本研究所の招待により初めて実施した。 

本団は、日本の大学・研究機関等に所属す

る青年研究者で構成され、「中国の経済発展と

日中協力」を交流テーマとして北京市、甘粛

省蘭州市、武威市、嘉峪関市を訪問し、青年

研究者及び関係者との交流や、地方の経済発

展、福祉等の視察を行い、中国の最新事情や

日中関係の現状について理解を深めた。 

 

 

 
 

北京市では受入機関である中国社会科学院

日本研究所を訪問。中国側 5 名、日本側は 8

名の研究者が研究内容や成果について発表し、

自由に質問を行った。双方とも経済、社会、

文化などさまざまな内容で、参加者それぞれ

が自身の専門分野以外の観点からも日中関係

を考える機会となった。中国外交部と中国共

産党中央対外連絡部では、中国側から最近の

日中関係の現状や人的交流の重要性などが語

られ、団員は踏み込んだ質問を投げかけ、忌

中国社会科学院日本研究所で 

双方の研究内容を発表 

北区民の皆さんと一緒に盆踊りを楽しむ 
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憚のない意見交換を行うことができた。また、

高齢者総合福祉施設の燕達金色年華養護健康

センターでは、医療、看護、リハビリ施設の

ほか、住居スペースや文化施設を視察。医療

レベルの高さや規模の大きさ、サービス内容

の豊富さに驚くとともに、生き生きと過ごす

居住者との交流を楽しんだ。 

 

内陸部の経済建設や砂漠化防止を理解 
 

地方訪問は「一帯一路」のルート上で注目

される甘粛省を訪れた。甘粛省社会科学院で

は、甘粛省の砂漠化防止や、経済、シルクロ

ードの国際協力プロジェクトなど、5 つの分

野の研究発表を聞いた後、活発な質疑応答が

なされた。ほとんどの団員は初めて甘粛省を

訪れ、中国内陸部の経済状況や文化保護、対

外文化交流など、地方の視点から中国を知る

有意義な時間となった。武威市民勤県では、

甘粛省が行っている砂漠化防止プロジェクト

や脱貧困の取り組みについての現状を見聞す

るため、現代農業産業パーク、貯水池、防沙

治沙記念館、防沙治沙モデルエリアを視察し

た。年間降水量が 110 ミリだという乾燥地域

ならではの新しい農業スタイルや環境保全の

方法など、新たな発見を得ることができた。

嘉峪関市にある酒鋼集団訪問では、同集団が

運営しているワイン工場と酒泉鉄鋼公司展覧

館を視察した。自社栽培の葡萄を使って生産

しているワインの工場内や、アジア最大のワ

イン貯蔵室、酒鋼集団の主要事業である鉄鋼、

アルミ、輸送業について説明を受けた。交流

や視察を通し、全国で最も経済発展が遅れて

いるという甘粛省の実状を多角的に理解する

ことができた。 

このほか一行は、中国国家博物館と甘粛省

内で黄河流域、嘉峪関関城、雷台を参観し、

悠久の歴史やシルクロードの雰囲気を感じと

ることができた。団員からは、「中国が想像以

上に成長を遂げていることを体感できた」「都

市部と農村部の大きな経済格差を認識できた

と同時に、これからどの分野で日中協力がで

きるか、改めて考えるきっかけとなった」「今

回の経験で培った人脈を役立てるとともに、

今後も連絡を取り続けたい」「移動は大変だっ

たが、雄大な中国に触れることができた」「ど

の訪問先でも熱烈歓迎していただき感動した」

といった感想が聞かれ、訪中を通して大きな

成果を得られたことがうかがえた。 

 

 

 

最後に、今回の訪中にあたり、ご指導ご協

力いただいた関係者の皆様に厚くお礼申し上

げたい。          （総合交流部） 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

中国語無料公開講座 
 

★入門コース「あいさつ表現で学ぶ中国語」 

  これから中国語を始めたい方を対象、発音

と簡単な表現を学習します。 
 

① 9月 14日㈯ 13:00～15:00 

② 9月 20日㈮ 18:45～20:45 

③ 9月 26日㈭ 18:45～20:45 
 

 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

      HP：www.rizhong.org 
 

 

砂漠化防止プロジェクトの成功エリアを視察 

（甘粛省武威市民勤県） 
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留学生通信 

 

 

 

ガンプラと共に燃え上がれ！ 
 

東京大学大学院博士課程 

（教育学研究科総合教育科学専攻）唐 剣明 
 

皆さん｢ガンプラ｣を

ご存知ですか。機動戦士

ガンダムのプラモデル

の略称です。 

国家留学基金を申請

し、東京に留学して約半

年、だいぶ東京の生活に

も慣れました。しかし研究生活のストレスも

溜まっています。幸いに私にはいつも傍にガ

ンプラがあります。おかげで海外・独居・研

究のストレス三連撃から解放されるのです。 

きっかけは去年 8 月、ある友人がガンプラ

の特売会に誘ってくれたことです。そのとき

に買ったガンダム F90 の 1/100 ものというモ

デルは、初心者向けではありましたが、十分

私を楽しませてくれました。それ以来、私の

ガンプラ生活が始まったのです。 

来年は｢機動戦士ガンダム 40 周年プロジェ

クト｣の一環として、さまざまなコラボレーシ

ョン・ガンプラの発売が決定し、私はとても

わくわくしています。ガンプラによって楽し

かった少年時代の思い出や当時の夢が蘇るか

らです。 

1980年 7月の発売以降、累計 4億 5,900万

個以上を販売しているガンプラは、国境を越

え、世代を越えて知られるクール・ジャパン

の産物でしょう。私はこれからも、ガンプラ

とともに東アジアの互いの和解・協力に力を

尽くしたいと思います。 

 

 

若いうちに外の世界を見たい 
 

東京大学大学院博士課程 

（総合文化研究科超域文化科学専攻） 

滕 束君 

思いがけず、日本に留

学して 6 年になります。

20～30 歳の大半の時間

と思い出は日本にあり

ます。来たばかりの頃は、

言葉の壁に悩み、自身の

研究や将来の職業につ

いても明確な目標がありませんでした。しか

し、ただ一つ「若いうちにたくさん外へ出て、

この世界を見たい、高い所に立ってこの世界

を見渡してみたい」という強い信念があった

のです。 

早くに立志して勉学に励む人たちに比べ、

私は多くの選択肢の中から自分の初心に従い、

ゆっくりと自分の道を進んできました。出国

前、音楽の勉強やピアノ教師をした経験から、

中国国内の音楽教育は技術を重視し、感性教

育を軽視することに疑問をもっていました。

また、社会一般では西洋音楽を重んじ、中国

の伝統音楽を軽んじているようです。 

東京大学総合文化研究科では、豊富な人文

社会科学の環境や教授陣の細やかな指導によ

り、私の視野は開拓されました。日本の教育

方法の多くは中国とは異なり、常に学生の立

場から出発し、各人の独立した思考能力を養

います。 
 

修士論文では、広大な歴史社会の背景中に

ある音楽と関係のある事象について思考でき、

更には現代性の問題についても論じました。

今は自分の研究がますます好きになり、修士

論文で解決しきれなかった問題を博士課程で

解き明かしています。祖国に報いるため、そ

してもしできれば、中日間の文化交流のため

に、貢献していきたいと思います。 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

 

半瓶醋        盲人摸象 
 

理事長のコラム  
 

 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

7月 1日～7日まで、中国社会科学院日本研究所（楊伯江所長/元後楽寮生 1992年在寮）によ

る初めての招待により「日本青年研究者訪中団」（団長：丸川知雄 東京大学社会科学研究所教

授、研究者 8 名＋事務局 2 名）が北京市、蘭州市、武威市、嘉峪関市などを訪問して無事に帰

国した。 
 

7月 14日の毎日新聞「世界の見方」には、この受け入れを行った中国社会科学院日本研究所

所長、楊伯江氏の記事が掲載され、「中日は隣国であるがゆえに、短期間で解決できない問題も

抱える。解決が難しいからこそ、関係発展への意思を強くしていかなければならないと思う。

そのためにも人的往来をさらに促進していくべきだ。」と述べている。楊所長も日中友好会館が

派遣元となった「日本青年研究者訪中団」の訪中に手ごたえを感じたのでは無いだろうか。 

出発前日のオリエンテーションに集まっていただいた訪中団のみなさまには、中国側との交

流や議論を楽しんでもらいたい気持ちで「盲人摸象」の話をさせていただいた。 
 

何人かの盲人が、「なにか」に触れ、それぞれが自分の触れた「なにか」をアーデモナイ、コ

ーデモナイと言って議論をしている。しかし、自分たちの触れているものは何なのかよくわか

らず、埒があかないという情況を言っている。そのうちに、みんなが触れているものは同じも

のの異なる部分であることがわかってくると、アーデモナイ、コーデモナイから、これはアー

デモアリ、コーデモアルと理解がすすむことになる。自分の意見を出すだけでは理解が進まな

いのは、われわれがよく体験することでもあるが、やはり大事なことは多くの人がいろいろな

意見を出し、それを他人の意見とあわせて考えることで、同じ土台に立てるところまで話し合

うことが大事であると「群盲」は教えている。目が開いていても「群盲」となってしまうこと

は間々あることだが、共通の土台を探し出すために欠かせないのは「問答」ということになり

そうだ。アーデモナイ、コーデモナイからアーデモアル、コーデモアルにたどり着くまでの議

論の過程を大事にすることが相互理解の基本といってもよい。その意味で議論をせずに放置し

ておく「問答無用」は相互理解のための一番の障害物ということになる。 
 

今回の訪中団は、おそらくこの議論を楽しんだことであろうと考えているが、次の訪中団を

中国社会科学院が招聘してくれることになれば、双方ともに「議論を楽しんだ」ことになるの

ではないだろうか。 
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＊今月の表紙＊ 
 

プーラン族の歌曲 

第 29回 中国文化之日「孔雀の舞う楽園」～雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演より 
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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 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 


