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● 行 事 案 内 ● 
 

 

  日中友好後楽会  

 

◆5 月談話会中止のお知らせ 
 

5 月の談話会は、最近の新型コロナウイル

スの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します。 

なお、6 月以降のイベント実施につきまし

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。 

 

 

◆中国旅行中止のお知らせ 
 

今年の中国旅行も昨年に引き続き、新型コ

ロナウイルスの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。 

  楽しみにされていた会員の皆さまもいらっ

しゃるかと思いますが、ご理解いただけます

ようお願い申し上げます。 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 活 動 記 録●  
 

◆後楽寮にマスクと消毒液の寄贈 
 

  新型コロナウイルス感染拡大でまだまだ予

断を許さない状況が続く中、3 月 12 日に NPO

法人全日本華人科学技術促進会から、後楽寮

生にマスク 300 枚と消毒液 300 本の寄贈があ

りました。 

 NPO法人全日本華人科学技術促進会（CASTJP）

は、在日中国人教師・学生により組織された

NPO法人で、毛偉理事長をはじめ、多くの元後

楽寮生が所属しており、様々な社会貢献活動

やシンポジウムなどを開催しています。 

 

 

 

 当日は、毛偉理事長（写真右から 4 番目）

自らが車で CASTJP メンバーと一緒に後楽寮

に届けてくださいました。そして寮生委員会

とボランティアの寮生が搬出と搬入を手伝い

ました。 

 寄贈いただいたマスクは、寮生がいつでも

使えるよう受付へ配置し、また消毒液は寮生

委員会とボランティアメンバーによって後楽

寮生一人一人に配布されました。 

 後楽寮を巣立った

後もなお、後楽寮を

慕ってくれる OB･OG

に胸が熱くなる思い

です。 

 CASTJPの皆さまに改めて感謝申し上げます。 

    （留学生事業部） 

CASTJP メンバー(右 1～4)と 

寮生委員会、ボランティアの寮生 
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◆後楽寮生にお菓子のプレゼント 
 

 桜の花が見頃を迎えた 3月下旬、「日中友好

後楽会」会員様より、後楽寮生にお菓子（ポテ

トチップ 120個、ビスケット 110袋）、日中友

好会館の役職員にはイチゴ 30 箱をいただき

ました。また、4月上旬には後楽寮生と役職員

へ甘栗 250袋をいただきました。 
 

 

 

 
 

 「日中友好後楽会」は、中国に興味・関心の

ある方々が集まる日中友好会館の賛助組織で

す。昨年から今年にかけては新型コロナウイ

ルスの影響であまり活動できませんでしたが、

後楽寮の留学生と交流を深めるための様々な

イベントを実施しています。いただいたお菓

子は、後日寮生委員会とボランティアメンバ

ーによって、後楽寮生一人一人に配布されま

した。お志に感謝申し上げます。 
 

 
 

 

※なお、寄贈者のお名前はご本人様の希望に

より、控えさせていただいております。         

（留学生事業部） 

◆第 3回日中大学生対話 

(オンライン交流)を開催 
 

 2021 年 3 月 17 日、第 3 回日中大学生対話

(オンライン交流)を開催した。日中大学生対

話は、当公益財団と中国日本友好協会の共催

で、日中学生交流連盟の協力、朝日新聞社の

後援を得て、2018年度から実施が始まり、毎

年、日中大学生が一堂に会してテーマに基づ

くディスカッションを行ってきた。3 回目と

なる今回は、対面での交流が難しい状況にあ

るためインターネットを使って実施した。 

 中国側は吉林省、雲南省、湖北省の大学生

12名、日本側は東京都、宮城県、京都府、大

阪府、兵庫県の大学生 12名が参加し、日中混

合の 3 グループに分かれて、それぞれのグル

ープテーマ「普及したオンラインコミュニケ

ーションで、私たちは何を生み出せるか」「日

中の若者の結婚観の相違点について」「情報が

あふれ、真偽の見分けにくいネット時代をど

う生きるか」について、率直かつ活発に議論

した。その後、各グループの代表者が懇談の

成果を発表し、それを受けて質疑応答と意見

交換を行った。最後に中国日本友好協会の王

占起 副秘書長が感想・講評を述べた。 

  各グループの成果発表では「オンラインコ

ミュニケーションでは、公平な機会、ヒトと

ヒトとの新しいつながり方等が生み出された。

オンラインだと自分の考えを伝えやすい、家

族との連絡がしやすいというメリットがある

一方、オンライン授業では集中力が保てない

といったデメリットもある」「結婚相手の価値

観を重視するのは日中共通だが、日本では結

婚年齢を気にしないのに対し、中国では 30歳

までに結婚しないと周りからプレッシャーを

かけられる等、結婚相手に対する要求や結婚

の条件には共通点と相違点がある」「ネット時

代においては、情報を受け取る前に疑問を抱

き、自分自身で考える力を身につけることが

必要で、そのために日中交流の機会を増やし、

寮生委員会とボランティアメンバー 

山盛りのお菓子を前に 

在寮生名簿と照らし合わせながら配布 
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継続してくことが重要」等の意見が上がった。 

 参加した中国の大学生からは「日本の大学

生と一緒に討論し、視点や意見が異なること

が分かり視野が広がった。今後もグループの

メンバーと連絡を取り合い、国際的視野を持

ち続け、中日交流に貢献したい」「交流中は心

の距離が縮まり、国境が消えて仲の良い友達

と話している気がした」「グループディスカッ

ションが終わりに近づいた時、みんな名残惜

しそうな顔をしていた。でもこの交流の終わ

りは、中日交流の終わりではなくスタートだ」

と、日本の大学生からは「どのテーマも今の

時代を生きる私たちには身近な存在であり、

考えるべきことでもあるので、日中両国の視

点から意見交換ができ、いい経験になった」

「中国の学生の文化の違いや、結婚観の違い

について知ることができ、両国への理解を深

めることができた」「国は違えど、同じ大学生

という立場で交流を深め、お互いの国に行っ

た時には会う約束をし、オンライン交流が終

わった今でもやりとりをする等、友達になれ

たことを嬉しく思う」との感想が聞かれた。 

  

 

 

今回の交流を通じて、日中の大学生が互い

に、相手国への理解を深め、同年代の考え方

を知り、多くのことを学び、刺激を受けたこ

とがうかがえた。今回生まれた友情が末永く

続くことを願っている。   (総合交流部) 

 

 

 

◆中国大使館主催｢未来へつなげ、 

  震災で結ばれた若き絆｣中日青年 

  オンライン交流会を後援 
 

 2021年 3月 7日、中華人民共和国駐日本国

大使館主催による中日青年オンライン交流会

が開催された。本交流は「未来へつなげ、震災

で結ばれた若き絆」と題し、東日本大震災か

ら 10年の節目に、震災を機に結ばれた日中の

若者の絆をさらに強固なものとし、両国の若

き世代の交流と相互交流を深め、次代を担う

日中友好の継承者を育成すべく企画された。

当公益財団は後援団体として日本側参加者へ

の呼びかけを行い、宮本雄二会長代行がビデ

オメッセージを寄せた。 
 

 

 

 

 メインプログラムである青年交流会には、

震災直後に当公益財団が実施した「平成 23年

度日本高校生訪中代表団第 3陣」と「平成 24

年度東日本高校生訪中代表団」の日本側参加

者 5 名が出席し、同訪中団の学校交流やホー

ムステイ等で交流した中国側参加者 5 名と、

当時の思い出や 10 年の歩みをたどりながら、

現在の仕事や将来の展望、震災や友好への思

いを分かち合った。 

 震災当時、高校生だった参加者の多くは社

会人となった。交流当時、日本側参加者は岩

手県、宮城県からの参加で、中国側は陝西省、

上海市で訪中団を受け入れた。日本側参加者

の報告によれば、それぞれが被災経験や中国

との“出会い”をバネに進路を選び、地元の復

「加油（ジャーヨウ）！」の掛け声で、 

拳を上げて記念撮影 

 

グループ全員で成果発表資料を作成 
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興発展や得意の分野で活躍している。中国側

参加者にとっても、日本との“出会い”はかけ

がえのない思い出となっており、お互いの存

在を未来を拓く拠り所にしてきたことが存分

にうかがえた。 

 仕事の都合で出席できなかった日本側参加

者 2 名からも、動画やプレゼンテーション資

料によるメッセージが届けられた。そのうち

の一人は、当時、ホームステイ先でほとんど

英語を話せなかったことから、一念奮起して

英語を習得したという。「もう一度、彼に会っ

て語り合いたい」との強い思いを受け、中国

大使館がその友人を探し当て、連絡先を交換

するという喜ばしい後日談も生まれた。 

 宮本雄二会長代行はメッセージの中で

「2008年に四川大地震、2011年に東日本大震

災が起きた時、日本と中国が相互に助け合い、

心を近づけた」事実を振り返るとともに「こ

の交流をきっかけに、防災分野における今後

の日中協力にも期待する。さらにアジア、世

界への協力へと繋がっていくと思う。防災は

感染症同様、人類社会が共に手を携えて闘わ

なければならない相手だからである」と日中

協力が世界の協力への布石ともなる重要性を

述べた。青年参加者がこの先 10 年、また 10

年も日中友好を牽引し、ひいては世界の人々

をつなぐ役割を担ってくれることを願ってや

まない。                  （総合交流部） 

 

 

◆日中青少年交流事業 参加者のそ

の後のストーリー(第 5 回) 
 

 日中青少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、2017年の中国大学生訪日団に参加し、

その後日本の大学院に進学した毛宇さんのイ

ンタビューをご紹介します。 

インタビュー内容の全文は日中友好会館ホ

ームページに掲載しておりますので、ぜひご

覧ください。(ホームページに

は右記 QRコードよりアクセス

できます。) 
 
 

 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

毛：日本側が主催した各種セミナーや参観・

体験等の活動を通して、日本における環境

保護や防災関連の成果や、参考になる理念

を深く学ぶことができたことです。また日

本の学生との交流活動では、中日双方の学

生から、お互いにとってプラスとなる中日

友好に対する期待と情熱が感じられました。 
 

― 訪日中に見聞きしたことはその後の生活、

学業、就職、仕事の方向性を決めるのに役立

ちましたか？ 
 

毛：大学卒業後に海外で学ぶという学業面や、 

キャリアプランの方針を決める際の助け

にもなりました。さまざまな交流活動のお

かげで、日本の修士課程で学ぶ際にも学業

生活に早く慣れることができ、順調に医学

の修士学位を取得することができました。 

 訪日で最も印象に残ったことは、日本の 

環境の良さは決して｢天からの恵み｣など

ではないということです。高度経済成長期

の日本では環境が一旦ひどい状況になり、

何世代もの人々の健康を害してきました

(例：イタイイタイ病)。現在の日本の環境

毛宇さん プロフィール 

山西医科大学薬学院に在籍していた 2017 年

（大学 4 年時）、「日中植林・植樹国際連帯事

業」中国大学生友好交流訪日団第 3 陣（地方間

交流）に参加。その後、名古屋大学大学院 医

学系研究科 社会生命科学 環境労働衛生学に

進学し、修士学位を取得。現在は博士課程で勉

強を続けている。 
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が良いのは、人々の意識と努力の結果であ

り、また科学的、技術的なサポートによる

ものでもあります。このことにより、私は

科学研究の道で引き続き研鑽を積んでい

こうと決めました。 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

毛：日本で医学博士課程の勉強を続け、医療

関係の仕事に就き、医療分野における中日

協力を進める架け橋になりたいと思ってい

ます。将来の夢は、人々が劣悪な環境や災

害による病気・苦しみから離れ、楽しく健

康に人生を送るための助けとなることです。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 
 

毛：平和で友好的な環境は、偶然発生するも

のでも、運命づけられているものでもなく、

人々が友好と平和を追求し、奮闘してきた

結果です。        (総合交流部) 

 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣ 

 令和 2年度の助成が決定 
 

 日中友好会館は、日本の NGO等民間団体や地

方自治体が、中国及び第三国の現地団体と協

力して実施する植林に対する助成を行ってい

ます。令和 2年度助成事業の募集は、2020年

12 月 21 日～2021 年 1 月 22 日に行い、計 18

件の応募がありました。  

厳正な審査の結果、中国 12件、第三国 3件

の計 15件に対し、総額１億 2,075万 5,000円

の助成を決定しました。   

（助成決定一覧は会館ホームページに掲載）  

   （総合交流部） 

 

 

 

● お 知 ら せ ● 
 

◆日中学院 学院長交代 
 

 日中学院の学院長が 4 月 1 日付で交代しま

したので、お知らせいたします（3月 5日の理

事会にて承認）。 

 

  日中学院 学院長 

   （新任） 小松健次 

   （退任） 片寄浩紀 

 

 

◆後楽ガーデンホテルホームページ 

 リニューアル 
 

後楽ガーデンホテルは 2021年 4月より、ホ

ームページを全面リニューアルしましたので、

お知らせいたします。 
 

 
 

 今回のリニューアルでは、利用者の皆さま

によりわかりやすく、より快適にご利用いた

だけるようデザインを一新。パソコンやスマ

ートフォンから手軽にアクセスできるように

なりました。 

 また、宿泊プラン検索、空室情報など、お部

屋のご予約に関する手続きをすべてオンライ

ン上で完結できます。安心・安全のオンライ

ン決済サービス（クレジットカード）を導入

し、利便性が向上しました。 

さらにホームページ上にはトリップ AI コ

ンシェルジュを導入。フロントデスクに代わ

り 24時間、人工知能が皆さまからの質問にお
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答えします。 

 

 

 

今後はホームページ限定のお得なプランも

拡充させていく予定です。たくさんのお客様

にご満足いただけるよう、さらなるサービス

の充実に取り組んでまいります。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【問合せ】後楽ガーデンホテル 

 電話：03-3816-6130 

FAX ：03-3816-7448 

 E-mail：hotel@jcfc.or.jp 

 URL：https://korakugardenhotel.com/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学生通信 

 

 

 

 

新しい自分の発見 
   

 東京大学大学院博士課程 

 （総合文化研究科地域文化研究専攻） 

徐 莎莎 

 修士課程を

修了して 4年

くらい仕事を

した後、日本

へ戻り留学生

活を始めまし

た。この決心は単に学問の道を選ぶことでは

なく、今までの生活サイクルに敢えて逆行し、

新しい自分を発見する意味もありました。 

  最初の一年間は研究生として、入学試験を

控えたプレッシャーと、仲間のいない孤独感

とが重なり、精神的に辛い思いをしました。

ところがその後、後楽寮入寮のチャンスをい

ただき、人間味あふれる温かな環境で過ごす

ことができました。 

 社会人と、大学院生、特に博士たちの生活

は何が違うかというと｢常に自分の内面と向

き合う状態にある｣ことです。学問に向き合う

私たちにとって、人間同士のふれあいがより

一層大切です。私も入寮してから、研究活動

(内面)と人間関係(外部)の間で、ようやく精

神のバランスがとれたような気がします。 

 後楽寮では穏やかな生活を送りつつ、過去

にできなかったことに色々とチャレンジしま

した。初めてステージに立ち、司会を務め、歌

声を披露する――。自分の中に斬新な一面を

発見しつつ、他者・世界との関係性を捉える

新たな視野を獲得できた気がします。 

 振り返ってみれば、人生の分岐点で学問の

道へ戻った選択は正しかったのか、今はわか

りません。少なくとも新しい自分を発見でき

たのだと確信しています。 

宿泊プランの一例 

tel:0338166130
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＊今月の表紙＊ 
 

盧興瓊「龍仏毯」（閬中
ろうちゅう

シルク絨毯） 

 亀甲文地の上に蓮華、四方に双龍宝珠が描かれる。 
 

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（4月 11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。 

寄附額 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 


