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留学生通信 

◆主催展 

 「漆×絵画のハーモニー 蓮福美術館中国漆画展」を終えて 

 
《日中友好会館美術館》 

◆主催展｢金山農民画展 中国のレトロ＆ポップ｣ 

◆貸美術館催事「画説経典 何㬢作品展」「3 名の美術評論家が推す 

2019 注目作家展～第 5 回美の視点」 

《日中友好後楽会》 

◆5 月談話会・交流夕食会 ◆新規会員ご紹介 

 

◆第 28 回観桜会 ◆後楽寮生が春のお花見に参加 

◆千代田区日中友好協会主催 花見交流会 

◆｢JENESYS2018｣中国青年公益事業交流団 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2018 年度中国大学生訪日団第 2 陣 

 
◆留学随想  
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● 特 集 ● 
 

 
 

 

日中友好会館美術館では 1月 24日から 2月 19日の会期で、主催展「漆×絵画のハーモニー 

蓮福美術館蔵中国漆画展」を開催、会期中 1,300名を超えるお客様にご来場いただきました。 

今回の展示作品はすべて、中国国内で初めて誕生した漆画専門美術館である「蓮福美術館」(福

建省厦門市)のコレクションです。中国国内の美術展受賞作家の作品を中心に、今まさに活躍し

ている作家の作品 41点を選び、展示しました。 

1月 24日に行われたオープニングイベントでは、出展画家の周榕清氏、中国美術家協会漆画

芸術委員会 湯志義副主任やその他ご来賓の方々にお越しいただき、開幕式とギャラリートーク

を実施。来場者アンケートでも、9割以上の方にご満足いただきました。 

 
 

◆独特な質感の｢漆｣ならではの魅力 

「漆画」は、主に工芸作品に用いられてきた漆芸の技法が絵画に応用され、1984 年に中国で

新たな絵画ジャンルとして確立されました。貝殻、卵殻、金銀錫の粉、彩漆など、多様な素材

を自由に巧みに用い制作し、漆ならではの表現と絵画の組み合わせから生まれるハーモニーが

魅力です。中国では重要な芸術表現の方法として発展していますが、日本ではまだあまり知ら

れていません。出展作品は風景画、人物画、抽象画など題材が広

く、どれも緻密で重厚感があり、来場者は珍しい作品群に見入っ

ていました。 

今回の試みとしては、多彩な漆画作品をじっくり見ていただく

ため、作品の人気投票を行いました。投票のために何度も作品を

見返す来場者も多く、好評でした。 卵殻の象嵌
ぞうがん
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◆さまざまなイベント 

会期中は 1月 25日に出展画家の周榕清氏による漆絵体験教室、2月 7日には古琴奏者の高欲

生氏を招いてのミュージアムコンサート、2月 14日には中国茶芸師の鄭燕氏を招いての中国茶

芸講座を開催し、どのイベントも満員御礼となりました。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆来場者の声 
・初めて見た絵画で細密さに驚いた。スケールの大きさに圧倒された。 

・漆を使用した現代的絵画を見たのは初めて。大変良かった。 

・制作過程を見て、大変な苦労があると知った。卵殻を使った漆画 

の絵の表情が良かった。 

・日本の漆器は知っているが、漆画は初めて知った。わざわざ見に 

来た甲斐があった。 

・多くの日本人に知ってほしいので、さらなる PRを期待する。 

・若いアーティストが高技量で感服した。漆画にますます興味がわいた。 

・人気投票が楽しかった。お気に入りを見つけることができた。 
 

 

文化事業部では、今後も魅力的な中国文化を幅広くご紹介して 

いきます。どうぞご期待下さい！ 

お茶の香りに癒された飲み比べ体験 

中国茶の奥深さに感動！ 

古琴と尺八のコラボ。日中の伝統楽器の生演奏

に会場は大いに盛り上がりました！ 

1位 葛長華「静寂」 2位 蘇国偉「秋の帰牧」 3位 蔡伝銷「夕暮れの帰路」 

講師の手元を真剣に見つめる参加者 

-オリジナル小皿を制作- 

お気に入りの作品は見つかりましたか？ 

ミュージアム

コンサート♪ 

中国 

茶芸 

漆絵体験

教室 

漆画は重い！ 

何度も漆を塗り重ねる

漆画の厚みが、ポスター

やパンフレット上ではう

まく伝わらず、苦労しま

した。 

重い作品を支えるた

め、普段は 2 本で吊るし

ているワイヤーを 4 本に

して展示するなど、色々

な工夫が必要でした。  

（文化事業部 G） 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆主催展｢金山農民画展 中国のレ

トロ＆ポップ」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本展では、ホッとするレトロな懐かしさと、

カラフルでポップな新しさが共存する上海市

金山区の農民画を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本展の見どころ＞  
 

｢中国三大農民画の郷｣のひとつ、金山農民画

70点を展示 

中国には大小 60 以上の農民画の郷があり、

金山農民画は陝西省戸県農民画、山東省日照

農民画と並び、「中国三大農民画の郷」のひと

つに数えられています。金山の刺繍や剪紙、

藍染め等から自然と身に付けた美的センスを

生かし、大胆な構図や自由な発想で、江南地

方特有の文化・風習を描いています。 

本展では金山農民画を代表する作家・朱永

金、曹秀文、陸永忠をはじめ 30名の作家によ

る農民画 70点を一堂に展示します。 

 

老若男女を問わず楽しめる、明るく開放的な

モダンアート 

金山では昔から絵を描くことが好きな農民

たちが、余暇の時間に絵を描いていました。 

明るく開放的な画風で、絵の隅々まで細か

く描かれたストーリーは、見れば見るほど面

白い発見があり、子どもから大人まで楽しめ

る作品です。「カワイイ!」魅力がつまった金

山農民画の世界を是非ご堪能ください。 

 展示以外にもさまざまなイベントを企画し

ております。皆さまのお越しをお待ちしてお

ります。 

会 期：6月 6日㈭～ 6月 26日㈬ 

＊月曜日休館 
 

時 間：10:00～17:00 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、

金山区人民政府、解放日報社 
 

協 力：株式会社四季彩社、上海市金

山農民画院、解放報業(上海)

文化伝播有限公司 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使

館、上海市人民政府新聞弁公

室、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 
 

入場料：無料 
 

※開催概要は変更の可能性もございます。 

お出掛けの前に会館 HPをご確認下さい。 

陸永忠「よりよい都市、よりよい生活」 

張婉英「花刺繍の女」 

張婉英「花刺繍の女」 
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◆美術館イベント 
 

①農民画制作実演（観覧自由） 

日時：6月 6日㈭ 14:00～15:00 本展出展作家の陸学英氏による制作実演を行います。 
 

②親子で観よう！こどものための鑑賞会（参加無料、事前申込制） 

日時：6月 8日㈯ ※各 10組 

[午前の部] 10:30～12:00 「0歳からの鑑賞会」参加対象 0歳～3歳 

[午後の部] 14:00～15:30 「こども鑑賞会」参加対象 4歳～小学生 

講師：冨田めぐみ（NPO法人赤ちゃんからのｱｰﾄﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ協会代表理事） 

こどものための鑑賞会を多数手掛ける講師によるガイダンスのあと、本展を一緒に鑑賞しま

す。鑑賞後は農民画のプラバンを作ります。ご家族で参加いただけます。 
 

③農民画ワークショップ（参加費 500円、事前申込制） 

日時：6月 15日㈯ 14:00～16:00 ※定員 10名 

講師：森安剛志（金山農民画師） 15cm四方の農民画を完成させます。 
 

④揚琴演奏会（参加無料、事前申込制） 

日時：6月 19日㈬ 14:00～（約 40分）※席数 50、立ち見は申込不要。 

出演：張林（チャン・リン） 

140本の弦が張られた中国の伝統的な打弦楽器です。 
 

※上記②③④について、いずれも申込多数の場合は先着順とさせていただ 

きますので、ご了承ください。 

 

[会期中開催のイベント] ※参加無料、申込不要 

●会期中毎日  

・顔出しパネルを設置します！ 

金山農民画で最も有名な作品の一つ、金山農民画のモナリザこと『薬草を採る  

娘』の顔出しパネルで撮影した写真を、ぜひ SNS に投稿して下さい！ 

会場にて先着 100名様に本展グッズをプレゼントします。 

・ぬりえコーナー 

・クイズチャレンジイベント 

●毎週日曜日 10:00～12:00 

・プラバンづくり 

農民画の下絵を使い、オリジナルプラバンを作ります。どなたでも簡単に 

作れますので、本展観覧の記念にぜひどうぞ。 

 

 

≪上記②③④の各イベントのお申込み方法≫ 

下記、日中友好会館へお電話、E-mail のいずれかにて、参加を希望されるイベント名・お名

前・電話番号を添えてお申込みください。 

 

【申込み・問合せ】文化事業部（平日 9:00～17:00） 

電話：03-3815-5085  E-mail: bunka@jcfc.or.jp 
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◆貸美術館催事 

「画説経典 何㬢作品展」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

現代中国画壇を代表する画家 何㬢の日本

初個展を開催します。何㬢は中国古典の『詩

経』、唐詩、宋詞などの詩文をテーマに絵画作

品を創作し、古典文学を絵の形で再現します。

何㬢は中国古典文学と伝統絵画の深い融合を

実現し、絵を使って日

本の多くの観衆に中国

文化の内面的な精神と

美意識を共有させてく

れます。是非、何㬢の

独創的な絵画世界をご

堪能ください。 

 

 

【問合せ】 

何㬢作品展事務局（株式会社四季彩社） 

電話：03-5369-2521 

 

 

◆貸美術館催事 

「3名の美術評論家が推す 2019 

注目作家展～第 5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 青木

伸一氏の 3 名がそれぞれ推薦するアーティス

トによる第 5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 
 

◆5 月談話会・交流夕食会  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5 月の談話会は、現在後楽寮生で華南師範

大学図書館(広東省広州市)館長、立教大学文

学部客員教授の高波さんを講師に迎え、中国

の大学図書館の新たな取り組みについてお話

しいただきます。 

 

 

近年、大学図書館は学生にとって必要な情

報の習得や日々の学習のみならず、情報化時

代の新たな交流と教育の｢場」になっています。

高さんが館長を務める華南師範大学の 3 つの

キャンパスの図書館の総建築面積は 8.2 万㎡、

テーマ：「中国 新時代の図書館 ‐新たな 

空間とサービスについて‐」 
 

日  時：5月 31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。 

会 期：5月 9日㈭～5月 13日㈪ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 10:30より開幕式 

主 催：上海市美術家協会中国画芸術委

員会 

入場料：無料 

会 期：5月 17日㈮～5月 20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 

華南師範大学図書館(大学城キャンパス) 
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蔵書は計 396 万冊、電子書籍 1,132 万冊、電

子ジャーナル 3.9万種を超え、2016年の改装

後、さまざまなサービスを提供し、現在非常

に多くの利用者が来館する大人気の図書館と

なりました。 

今回の談話会では華南師範大学図書館の事

例を交えながら、中国の大学図書館について

ご紹介いただきます。談話会後は、館内にて

懇親夕食会を予定です。たくさんの皆様のご

参加をお待ちしています。 

 

◆新規会員ご紹介  
 

2019年 4月ご入会 

和田 学さん 

和田 丹さん 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 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。 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 

  週 2 回で半年、週 1 回で 1 年程度中国語を

学習した方を対象。 
 

① 6月 14日㈮ 18:45～20:45（入門） 

② 6月 22日㈯ 13:00～15:00（入門、基礎） 
 

 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

      https://www.rizhong.org/ 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆第 28回観桜会 
 

3 月 28 日に第 28 回となる観桜会を開催し

ました。例年利用している小石川後楽園内の

「涵徳亭」が工事で使用できず、会館内のレ

ストランでの実施となりましたが、中国大使

館政治部、商務部、領事部、友好交流部、教

育処よりご参加いただいたほか、会館理事、

評議員、後楽会会員、後楽寮寮生委員など合

わせて 74名が集まりました。 
 

 
 
 

 

冒頭に、荒井理事長から開会の挨拶があり、

続けて古屋範子評議員と中国大使館政治部 

張亜強参事官より乾杯のご発声をいただきま

した。今年は桜を愛でながらの歓談は叶いま

せんでしたが、近況や今年の交流について語

り合うなど大いに盛り上がり、盛況の中、幕

を閉じました。     （後楽会事務局） 

 

 

◆後楽寮生が春のお花見に参加 
 

柔らかな日差しのふりそそぐ 3月 24日、後

楽寮寮生委員会主催の「春のお花見」が東京

渋谷区にある代々木公園にて開催されました。

桜はまだ三分咲きでしたが、平成最後のお花

見ということもあり、後楽寮生約 70名と留学

生事業部職員も参加しました。 

当日は、寮生委員を班長にしたいくつかの

グループに分かれて出発、各グループには入

寮したばかりの参加者もいましたので、互い

荒井理事長による開会挨拶 
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に出身地や専門分野などを紹介しあいました。

寮のコックさんが作ったお弁当を食べながら、

いろいろな話題で盛り上がり、さらに交流が

進みました。 

寮生委員会では、合わせて詩歌・撮影コン

テストを企画しました。寮生たちは、応募の

ために詩を作ったり、美しい花の姿を撮影し

たり、それぞれの春を表現しました。 

 

 
  

元後楽寮生が作詞・作曲した「後楽寮之歌」

の中に「私たちは桜の国にやって来た」とい

う歌詞があります。その歌の通り、日本に留

学へ来た者同士、同じときと場所を共有し、

たくさんの友人を作り、春の良き思い出を作

ったことと思います。  （留学生事業部） 

 

 

◆千代田区日中友好協会主催 花見

交流会 
 

 3月 31日、千代田区日中友好協会主催の花

見交流会が行われ、後楽寮生 15名が参加しま

した。参加者の感想を紹介します。 

○このような貴重

な機会をいただき、

千代田区日中友好

協会の皆さまに感

謝申し上げます。

船に乗って鑑賞す

る桜というのは、

岸から見るそれと

全く異なる感覚で、

大変素晴らしいものでした。それと同時に、

船の上ではガイドの方が橋ごとの歴史、橋が

架かる両岸の歴史について詳しく解説してく

れました。おかげで隅田川、神田川に架かる

橋にとても詳しくなりました。また東京につ

いても更に深い理解ができたと思います。も

し友人が遊びに来たら、東京の橋の歴史につ

いて、私も解説ができるでしょうし、解説し

てあげたいと思います。     (黄暁旭) 
  

○千代田区日中友好協会のお花見クルーズに

参加でき、とても光栄です。ちょうど天気も

良く、桜は満開で、とても幸運でした。日本

に来てから、既に何カ所かで桜を鑑賞したこ

とがあります。でも船に乗って桜を見るのは

生まれて初めてで、とても忘れられない思い

出になりました。なぜなら、今回は普段見ら

れない角度からのお花見ですし、ガイドさん

が日本の過去から今までの橋と発展の歴史を

紹介してくれたからです。これは本から学ぶ

ことが難しい方面の知識です。日本発展の特

色を更に深く知ることができました。（王妍） 
  

○水路から桜を鑑賞するのは初めてで、普段

めったに見られない景色を見られました。東

京の歴史と文化についても深く理解すること

ができました。 

今回、最も重要な景観は橋でしょう。普段

の生活では気にも留めない光景で、東京にこ

れほどたくさんの橋があることに気づきませ

んでした。日本飛躍の象徴である日本橋など、

どの橋にも独特の歴史と功能があります。私

が興味を持ったのは両国橋です。もともとは

別の管轄区である両国が、橋を通じて日に日

に繁栄し、現在では隅田川の両側を美しく形

作っています。中日の間の友好交流もまた、

各地の共同努力によって、途切れることなく

新しい「橋」が建設されています。私たちの

将来もきっと、中国と日本の間に、今日見た

桜の花のように美しい風景を創り出す機会が

あると思います。        (王珺暁） 

桜の花の下で楽しくお弁当 

船上での一コマ 
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◆｢JENESYS2018｣中国青年公益事業 

交流団が来日 
 

2019 年 2 月 25 日から 3 月 3 日までの 7 日

間、中国青年公益事業交流団一行 32 名(団

長：井頓泉 中国宋慶齢基金会 副主席)が来日

した。本団は中国の政府機関や企業で公益事

業・ボランティアに従事する青年等で構成さ

れ、東京・奈良・京都にて、日本の公益事業

やボランティア関係機関などを訪問・視察し、

関係者と交流したほか、各地で政治・社会・

歴史・文化に関する参観を通し、包括的な対

日理解を深めた。 

 

日本のボランティア活動や環境保護・防災面

での取り組みを中心に学ぶ 
 

東京では、「日本のボランティア活動」をテ

ーマに、東京ボランティア・市民活動センタ

ーによる講義を受け、日本のボランティア活

動概況について学んだ。また、墨田区向島地

域住民の自主防災組織「一寺言問を防災のま

ちにする会（通称：一言会）」を訪問し、住民

自らが行っている防災の取り組みについて話

を聞き、町中に設置された防災設備や防災に

強いまちづくりの成果を視察した。 

奈良では、吉野郡川上村にある森と水の源

流館を訪れ、地域の水源や豊かな自然を教材

とし、子供たちの環境保護意識を育む具体的

な手法・活動例や館内の展示施設の紹介を受

けた。続いて川上村立川上小学校では、学校

現場で環境保護や防災教育がどのように行わ

れているか見聞きし、理解を深めた。また、

飛鳥地域でホームステイを行い、日本の一般

家庭の雰囲気を味わい、ホストファミリーと

交流した。 

 

河野外務大臣、程永華中国駐日大使を表敬訪問 
 

さらに、東京では河野太郎外務大臣と程永

華中国駐日大使にそれぞれ団員全員で表敬訪

問し、奈良では荒井正吾奈良県知事と団幹部

が交流した。どの会談でも、日中青少年の交

流に対する意気込みや期待が述べられ、貴重

な経験となった。 
 

 

 
 

そのほか一行は、東京では皇居二重橋・東

京タワー、奈良では東大寺、京都では平等院

鳳凰堂を参観し、日本の社会・文化・歴史に

親しみ、日本の魅力に触れることができた。 

団員からは、「日本では日本の社会的課題に

あった多様なボランティア活動が行われてお

り、具体的な活動例を聞くことができて勉強

になった」「住民自らが居住地域の災害面での

弱点をきちんと把握し、防災対策に取り組ん

でいる。災害時に地域住民が助け合える素地

作りは非常に大事であり見習いたい」「子ども

たちの環境保護意識を育むために、地域の豊

かな自然を守ることを教材とした源流館の取

り組みは参考になった」「小学校では授業だけ

でなく、普段の校内清掃やゴミの分別などを

通じ、生活の中で身近にできる環境保護活動

が自然と子どもたちに身についている。中国

も取り入れるべきだ」「日本の学校は防災教育

が徹底されている。防災備蓄や定期的な防災

訓練だけでなく、訓練や実際の避難時に発覚

した課題や改善方法についてもフィードバッ

クし、子どもたちに教えることの重要性にも

気づかされた」「ホームステイではホストファ

ミリーと一緒に夕食を作り、家族の一員にな

れた。言葉は通じなくとも、それが壁になる

ことはなかった」など思い思いの感想が聞か

れた。 
 

7 日間の短い訪日活動ではあったが、それ

ぞれが今回の訪日で得た成果を今後の職務や

河野太郎外務大臣(前列中央)表敬訪問 
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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。 

 

 
 

本団の受け入れにご協力くださった関係機

関・関係者の皆様に、この場を借りて厚く御

礼申し上げたい。     （総合交流部） 

 
 

 

◆「日中植林･植樹国際連帯事業」

2018 年度中国大学生訪日団第 2

陣が来日 
 

2019年 3月 10日から 3月 17日までの 8日

間、2018年度中国大学生訪日団第 2陣（団長：

王占起 中国日本友好協会 副秘書長）計 120

名が来日した。本団は天津市、河北省、上海

市、四川省の大学生・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・鹿児島・宮崎で、防災に

関するセミナーや環境・防災関連施設の視察、

植樹活動を行い、日本への多面的な理解を深

めた。また、大学への訪問、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

市民と交流した。 

 

日本の環境・防災の取り組みを学ぶ 
 

訪日団は、国立研究開発法人防災科学技術

研究所 気象災害軽減イノベーションセンタ

ー長 島村誠氏より「防災技術の社会実装―鉄

道林の歴史と施業技術―」というテーマで講

義を受け、研究所の概要、鉄道林の機能、防

災技術の活用等について説明を受けた。 

また、第 1 分団（天津市、河北省）はしな

がわ防災体験館、第 2分団（上海市、四川省）

は東京都環境公社埋立処分場、宮崎東諸県広

域防災センターを視察した。東京都環境公社

埋立処分場では大都市におけるごみ処理のし

くみについて学んだほか、宮崎東諸県広域防

災センターの視察では、消火訓練、起震車で

の地震体験、濃煙体験等を行い、日本で行わ

れている防災教育についても理解を深めた。 

 

東京・鹿児島で大学訪問・交流 
 

第 1 分団は上智大学を訪問。環境政策とケ

ーススタディをテーマに模擬授業を受講した

ほか、同大学生の案内でキャンパスツアーを

実施した。また、鹿児島では鹿児島大学を訪

問し、森林環境と防災をテーマに模擬授業を

受講したほか、キャンパスツアーを実施し、

学生と交流した。 

第 2 分団は法政大学を訪問。日本の自然と

生物多様性の保全をテーマに模擬授業を受講

したほか、日中学生の交流会、キャンパスツ

アーに参加し日本の大学の雰囲気を味わった。 
 

 

 
 

 

鹿児島・宮崎でホームステイ体験、ホストフ

ァミリーと一緒に植樹活動 
 

第 1 分団は鹿児島県出水市で、第 2 分団は

宮崎県小林市でホームステイを実施した。団

員はピザ作りやミカン狩り、家事の手伝い、

周辺観光など、普段の学生生活では味わえな

宮崎東諸県広域防災センター視察（宮崎市） 

川上村立川上小学校訪問 
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い貴重な体験をしながら、各家庭の温かい雰

囲気の中ホストファミリーと交流し、日本人

の生活について理解を深めた。 

また、両分団ともホストファミリーと一緒

に植樹活動に参加した。第 1 分団は出水駅前

で陽光サクラ 2 本を植樹した。第 2 分団は小

林市緑ヶ丘公園でコナラ 1 本、ヤマモモ 1 本

を植樹した。 

そのほか、東京の日本科学未来館、お台場、

パナソニックセンター東京、皇居・二重橋、

東京タワー、浅草寺等の参観や、鹿児島での

出水麓武家屋敷群、仙巌園・尚古集成館の参

観、宮崎での青島、鵜戸神宮の参観等を通し

て、先進技術や日本各地の文化、歴史に触れ、

多面的な対日理解を深めた。 
 

 

 
 

団員からは、「ホストファミリーと一緒に植

えた樹が日中友好の証になることを期待した

い」「日本の学生との交流やホームステイを通

して、より深く日本の社会、環境、風俗習慣

等を知り、理解することができた。日本で知

り合った友人たちと連絡を取り続けていこう

と思う」「日本人の環境保護・防災意識の高さ

を、帰国後、周りの人々に伝えていきたい」

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） 

 

 

留学生通信 

 

留学随想 
 

東京大学大学院博士課程 

（農学生命科学研究科生物材料科学専攻）

曽 旭 

2016 年秋、夢と期待を

乗せて日本に降り立ちま

した。日本に来て強く印象

にあるのは、空港職員のま

じめで責任感のある勤務

態度です。空港到着時、預

けていた私のスーツケー

スが破損していることに気づきました。する

と職員は私に何度も弁償が必要かどうかを確

認しました。私が「弁償は必要ありません」

と申し出た後でも、まだ私に付き添って空港

の外まで送ってくれました。日本で既に 2 年

半の留学生活が過ぎましたが、この思い出は

私の頭の中でますます強くなっていきます。 

もう一つ感動し、満足していることは清潔

に整えられた街道と、澄み渡った青い空です。

日本の街は比較的窮屈な印象を与えますが、

もの静かな公園であっても、賑やかな商店街

でも放置されたゴミは見つかりません。ある

のは春ならピンク色の桜の花弁、秋なら黄金

色の銀杏の葉です。それらは、漆黒の舗装道

路と相まって完璧な景観を作り出しています。 

国連が公表した世界国民の民度・道徳レベ

ルランキングでは、30年以上にわたり日本が

第 1 位を獲得しています。これは大変立派な

ことです。 

月日が過ぎるのは早いもので、私は残され

た留学期間に、より多くの日本文化や習俗を

体験したいと思います。それと同時に、中国

の文化や伝統を日本の友人に伝えていきたい

と思います。 

ホストファミリーと団らん(出水市) 
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＊今月の表紙＊ 
 

『お買い物かご』  作者：朱永金                   

主催展「金山農民画展 中国のレトロ＆ポップ」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 


