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「中華街での龍舞（横浜・日本）」 撮影：満柏 

主催展「歓楽春節 世界同楽 写真展」より 
 

2017年 3月 7日㈫～3 月 16 日㈭の会期で開催しております。 

詳しくは本誌 2 ページにて。 

－1－ 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆主催展 

「歓楽春節 世界同楽 写真展」 
 

世界各国での春節（中国のお正月）をお祝

いする様子の写真を展示します。 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

【問合せ】 文化事業部 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail : bunka@jcfc.or.jp 

◆貸美術館催事 

「第二回 聴雨楼美術館東京芸術

展―中国民族書画芸術展」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国家一級美術師の王复舜氏の水墨画な

ど 60点を展示します。 

 

【問合せ】 

聴雨楼美術館東京芸術展・日本窓口 

担当：王永恒 電話：080-3136-4645 

 

 

◆貸美術館催事 

「日中国交正常化 45 周年記念･

佟育智絵画展」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中国交回復 45 周年にあたり、この 45 年

来、絶えずに行って来た日中間文化交流を更に

促進し、特に美術芸術の分野での理解を更に深

めるために企画したものです。 
 

会 期：3月 7日㈫～3月 16日㈭  

開館時間：10:00～17:00  

休館日：土曜日・日曜日   

入場料：無料 

主 催：(公財)日中友好会館 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、

中国文化センター 

中国風衣装を着る少女（リスボン・ポルトガル） 

撮影：王偉 

獅子舞（バリ・インドネシア） 

撮影：Tjandra Hutama K 

日 時：3月 22日㈬～3月 24日㈮ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より 

最終日は 12:00まで 
 

主 催：北京永瑞聴雨楼美術館、全日本中

国貿易促進協会 
 

入場料：無料 

日 時：3月 28日㈫～4月 3日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より 

最終日は 15:00まで 
 

主 催：(一社)日中協会、北京工業大学芸

術設計学院 
 

入場料：無料 
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今回展示する佟育智の作品は、しっかりした

技法で描かれた西洋絵画がある一方で滑らか

な筆運びによる中国水墨画や書道もあります。

中国の画界においては同氏のように西洋画と

中国画及び書道を自在に操る芸術家が極めて

少ないのです。 
 

これらの優秀な作品を展示して、日本の芸術

家および一般大衆に、違う角度で中国の芸術家

を見て頂き、今後両国の芸術界の相互理解と民

間の文化交流の促進に寄与し、日中友好のため

に貢献したいと考えています。 

 

【問合せ】 

佟育智絵画展・東京事務局 

担当：佟大光 

電話：090-9387-9988 

 

 

 

 

日中学院  
 

中国語無料公開講座 
 

 中国語を始めようと考えている方や、少し

勉強した方を対象に中国語の楽しさを知って

いただくための体験講座です。お気軽にご参

加ください。 
 

☆入門コース「あいさつ表現で学ぶ中国語」 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 
 

開講日時：3月 17日 ㈮ 18:45～20:45 

3月 24日 ㈮ 18:45～20:45 

3月 25日 ㈯ 13:00～15:00 
 

＊ご希望のコースと開講日を明記の上、お申込

み下さい。当学院在校生や以前に参加された

方はご遠慮ください。 
 

【申込み・問合せ】 
 

日中学院 電話：03-3814-3591 

E-mail：info@rizhong.org 

http://www.rizhong.org 

 
 

 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆第 26 回観桜会 
 

 

 

 

 

 

 

本年も小石川後楽園のしだれ桜が満開の時

期に、後楽会会員の皆様、大使館関係者、寮

生ほか多くの方を招いて懇親会を開催いたし

ます。年に一度の大きな集まりですのでぜひ

ご参加ください（会員限定行事）。 
 

 

 

 

 

 

◆2017 年中国旅行 
 

本年の中国旅行は下記のように決定いたし

ました。 

 

 

 

 

 
 

 

今回の旅行は、江蘇省と山東省を巡る歴史

の旅です。 
 

遷都以来、10回中国の首都となり、「国父」

孫文の眠る場所として歴史の色濃い街、南京

期間：6月 29日㈭～7月 5日㈬ 

6泊 7日 

行先：南京・徐州・済寧・曲阜 

日 時：3月 23日㈭  

17:30より（受付 17:00～） 
 

会 場：小石川後楽園涵徳亭 
 

参加費：3,000円/人（会員） 

涵徳亭近くの通天橋もきれいになりました 

（東京都公園協会ホームページより） 

mailto:info@rizhong.org
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の数々の名跡や、仏教の名山牛首山、世界 7

大奇観の瑠璃塔がある大報恩寺遺跡公園、

4,500 点にも及ぶミニ兵馬俑がある徐州漢兵

馬俑博物館のほか、済寧では明代のイスラム

教寺院や水滸伝の舞台「梁山泊」、世界文化遺

産に認定された曲阜の「孔廟・孔府・孔林」

などを訪れます。 
 

日中国交正常化 45周年を記念し、日本とゆ

かりの深い都市を巡ります。ぜひ、ご参加く

ださい。 
 

日程、費用等の詳細は、決まり次第ご案内

いたします。 
 

 
 

 

 

 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail： kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

牛首山仏頂宮（南京） 

 

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、集会やイベントのスペースとし

て貸し出しており、主に会議やセミナー、展

示会等でご利用頂いております。 
 

料金や予約状況、お申し込みの方法などは、

当会館ホームページでご覧いただけますの

で、お気軽にご覧ください。 
 

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 

 

 

第一会議室 

 

【お問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 事務局  

TEL：03-3811-5317   

FAX：03-3811-5263   

孔廟（曲阜） 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆1月新春談話会 
 

後楽会の新春談話会は、1月 12日に開催さ

れました。会員・寮生合わせて約 30名が参加

し、新年に相応しい賑やかな交流会となりま

した。閉会前には、中国グッズが当たるビン

ゴ大会を催し、大変盛り上がりました。 

 
 

 

本年も日中の交流が更に深まる交流活動が

できればと思います。日中友好後楽会の活動

へのご参加ご理解よろしくお願いいたします。 
 

（後楽会事務局） 

 

 

◆各友好団体の新年会・春節行事に

後楽寮生が参加 
 

今年は新年と春節が比較的近かったことも

あり、今年も各友好団体の行事に寮生や留学

生事業部職員が参加しました。 
 

1月 7日には東京華僑総会の新年会があり、

12名の寮生と職員が参加しました。中国国歌

斉唱のあと、林斯福会長と中国大使館の郭寧

公使の挨拶があり、立食パーティーとなりま

した。寮生達は後楽寮の大先輩たちと交流し

ながら京劇や歌などのパフォーマンスを楽し

んでいました。 
 

1月 13日には中国大使館教育部で「中日教

育交流新年会」が行われ、荒井理事長と留学

生事業部職員が参加し、胡志平公使参事官を

はじめ教育部の職員の方や教育関係の方達と

交流しました。途中、後楽寮生が変面とどじ

ょうすくいのパフォーマンスを披露し、参加

者に拍手喝采を浴びていました。 
 

1月 29日は北区日中友好協会主催の「春節

餃子パーティー」に 10名の寮生と職員が参加

しました。午前中から餃子作りをはじめ、寮

生は北区の方達に餃子の作り方をレクチャー

しながら交流をしました。12時からは茹で上

がった餃子などを食べながらパーティーが始

まり、ビンゴゲームやじゃんけん大会などで

盛り上がりました。ここでも寮生が笛の演奏

を披露しました。 
 

これから 2 月にかけても各友好団体の様々

な行事が行われる予定です。留学生事業部で

も積極的に協力、参加していきたいと思って

います。 

 
 

 

 

 

（留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寮生と一緒に楽しんだビンゴ大会 

ビンゴで当たった景品を手に 

 

中国人は餃子作りが苦手 !? 

 一般的に中国の南方では春節に餃子を食

べる習慣がないので作れる人が少ないと言

われていますが、器用に作っている寮生がい

ました。聞いたところ、母親が東北出身で小

さい頃よく作っていたそうです。 

(留学生事業部 Ｔ) 
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◆後楽寮春節祝賀会、大晦日餃子パ

ーティー 
 

1月 21日、日中友好会館大ホールにて第 42

期寮生委員会主催の春節祝賀会が行われ、日

頃お世話になっている友好団体やホームステ

イのホストファミリーなど約 200名が寮生と

ともに少し早い春節を祝いました。 
 

まず宮本雄二副会長の挨拶があり、寮生を

代表して周詳寮生委員長の挨拶の後、寮生の

パフォーマンスがスタートしました。かわい

らしい女性たちの踊り「紅灯籠」、ピアノとバ

イオリン、笛の合奏「我的祖国」、黄梅劇「天

仙配」、ファッションショーなど盛りだくさん

の演目がありました。そして「どじょうすく

い」。これは昨夏、埼玉県加須市へホームステ

イをした際にすっかり魅了され、それ以来、

衣裳や道具などを買い揃え、マスターしたも

のです。今回はアレンジを加え、6名で披露

しました。そして最後は「後楽寮の歌」と「Let 

it go」を合唱し、第 1部が終了しました。 
 

 

 
 

第 2部は会場を後楽寮食堂に移し、中国外

交部より派遣された調理師が何日も前から準

備した料理を味わいながら交流しました。途

中、中国大使館教育部の方達も来られ、胡志

平公使参事官がご挨拶されました。ここでも

寮生のパフォーマンスが行われ、ゲームや抽

選会でも盛り上がりました。 
 

そして 1月 27日は大晦日である“除夕”。

寮生や会館職員など約 100 名で夕方から賑や

かに餃子作りをし、茹で上がった餃子を食べ

ました。その後、中国のテレビ番組「春節聯

歓晩会」を見ながら大晦日の夜を過ごしまし

た。時差の関係で日本時間の深夜 1時に爆竹

の代わりにクラッカーを鳴らし、新年を迎え

ました。 
 

寮生達は寮生委員を中心に、昨年末から勉

強の合間に準備や練習を始め、無事祝賀会や

大晦日を迎えることができました。留学先の

日本で楽しく春節を過ごすことができ、寮生

達にとって良い思い出になれば幸いです。 
 

 
 

 

 

（留学生事業部） 

 

 

◆第 4回『日中友好岸関子賞』授賞

式を終えて 
 

『日中友好岸関子賞』は、中国の東北地方

出身の人文社会学系修士課程留学生を対象に

した奨学金です。今回は第 4回の選考となり、

以下 2点の論文が受賞しました。 
 

最優秀賞（賞状・副賞 20 万円） 

李笑然 遼寧省出身（日本女子大学人間社会

研究科） 

｢現代中国都市部(大連)における若者のジェ

ンダー意識とそれが今後の

出生率に与える影響｣ 
 

 

＜論文要約＞ 

本論文は、低出生率が生み

出されるメカニズムに関す

どじょうすくい 

 

みんなで餃子作り 

 

李笑然さん 
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る理論に基づき、現代中国の都市部における

女性の「二重労働」の問題と家庭内における

男女間の不平等問題に着目し、中国の高学歴

男女がどの程度強いジェンダー規範に影響を

受けているのか考察した。具体的には、都市

部（大連）の大学生を対象としたジェンダー

規範に関するアンケートの調査結果を利用し、

今後、中国社会が直面する女性労働問題や少

子高齢化問題などを検討した。 
 

奨励賞（賞状・副賞 10万円） 

李紹楠 黒竜江省出身（法政大学大学院人文

科学研究科） 

「現代日本時代小説における吉原像の展開 

―1958年以降の短編小説を中心に」 
 

＜論文要約＞ 

本論文は、短編小説集『代

表作時代小説』と、吉原に

関わる時代小説のアンソロ

ジー『吉原花魁』を研究対

象として、二つの視点から時代小説に描かれ

ている吉原像を分析した。一つの視点は、時

代の変化と小説における吉原像の変化との関

連性、もう一つは作者の性別と吉原の表象の

関連性である。 
 

 

 

 

◆受賞者からの感想 
 

 この度、日中友好岸関子賞を受賞させてい

ただき大変に光栄です。誠にありがとうござ

いました。選考委員の先生方に有益なコメン

トをいただき、より高いレベルから自分の研

究不足を思い知らされ、大変勉強になりまし

た。今回は日中両国の歴史的なつながりを再

認識し、一時期の政治的衝突にもかかわらず

続く民間の友好交流の重要性をさらに深く感

じました。これからの留学生活や研究の中で

一層の努力を重ね、将来日中両国の友好関係

に役立ちたいと思っております。本当にあり

がとうございました（李笑然）。 
 

この度、第 4 回日中友好岸関子賞奨励賞を

いただき、大変光栄です。修士課程の研究成

果が評価されたことによって、これからの研

究に対して自信を持てるようになりました。

また、選考委員の先生方からたくさん貴重な

コメントをいただき、本当に感謝しています

（李紹楠）。 

 

 
 

授賞式後に行われた祝賀会では、受賞者の

お二人から今後の研究の展開などについてお

話をうかがいました。お二人のますますのご

活躍が期待されます。当会館では今後も引き

続き、中国からの留学生を支援する事業を進

めていきたいと考えております。 
 

※なお、2017 年第 5 回『日中友好岸関子賞』

論文募集要項を本誌 13ページに掲載して

おります。こちらも合わせてご参照くださ

い。 
 

（日中友好岸関子賞事務局） 

 

 

2016年 11月 15日 最終選考会 

 

2017年 1月 7日 授賞式  受賞者を囲んで 

李紹楠さん 
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◆「JENESYS2.0」2016 年度中国高校

生訪日団第 4陣が来日 
 

Ａコース茨城･福岡･島根･神奈川･

京都で交流 
 

2016 年 12 月 6 日から 12 月 14 日までの 9

日間、2016 年度中国高校生訪日団第 4 陣(団

長＝劉江義 河北省教育庁 国際合作・交流処

副処長)が来日した。本団は、河北省・内蒙古

自治区・江蘇省・甘粛省から選抜された高校

生と引率の計 247 名で、外務省が実施する

「JENESYS2.0」の一環として招聘した。A コ

ース 123名を当財団が、B コース 124名を（公

社）青年海外協力協会が受け入れ実施した。 
 

A コースは河北省と内蒙古自治区の高校生

で構成され、東京都をはじめ、4 つの分団に

分かれて茨城県・福岡県・島根県・神奈川県・

京都府を訪問し、「クールジャパン」を含め、

さまざまな分野における日本の魅力・強みを

体感したほか、高校や大学の訪問・交流を通

じて、同世代の青少年同士の友好交流と相互

理解を深めた。 

 

日本の社会貢献・ボランティアについて多方

面から学ぶ 
 

本団のテーマは社会貢献・ボランティアで、

NPO法人グリーンバードの横尾俊成代表より、

「ゴミ拾いを通じたまちづくり、社会貢献活

動」と題したセミナーを受けた。「どうしたら

ポイ捨てをする人を減らすことができるか」

ということを念頭に置いた同法人の活動概要

の紹介を受け、次世代を担う若者のボランテ

ィアやまちづくりへの関わり方について考え

る機会となった。また、中高生の居場所作り

としての役割を果たしている、杉並区立児童

青少年センター（ゆう杉並）を訪問した。中

高校生が主体となって施設の運営に携わり、

さまざまな自主企画を実施しているという説

明を聞いた上で施設を見学し、団員は強い興

味を示していた。 

 
 

 

各地で高校生活を体験、サッカー交流も 
 

訪日のメイン活動の一つとなる学校交流は、

茨城県 1 校、福岡県 3 校、島根県 1 校、神奈

川県 1 校、京都府で 1 校を訪問した。各校と

も多彩なプログラムが準備されており、日本

高校生と一緒に英語・中国語・数学・化学・

体育・書道・音楽等の授業に参加したほか、

歓迎会や交流会では、日中の高校生がパフォ

ーマンスを披露したり、学生生活について紹

介したりした。最初はお互いに緊張していた

が、英語や筆談、ジェスチャーを交えながら

交流し、次第に話が弾み、笑顔と笑い声にあ

ふれていた。部活動参加では柔道・剣道など

の武道や茶道・華道・書道の伝統文化等に挑

戦したほか、第 1・2・4 分団はサッカー交流

を行うなど、貴重な体験をすることができた。

各校で温かい歓迎を受け、同世代の日本高校

生と親睦を深め、中国高校生にとって忘れが

たいひと時となった。 

 
 

 

また、全団揃って日本大学文理学部を訪問

セミナーで熱心に質問する団員 

 

サッカーを通じて友好を深める 

（東洋大学附属牛久高等学校） 
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した。大学の概要紹介のほか、日本人学生・

中国人留学生との交流会を実施し、日本の大

学を体感するとともに、交流を深めることが

できた。 
 

このほか一行は、分団毎に各地でクールジ

ャパンや世界遺産・歴史・科学技術・政治に

関する参観を行った。また、第 1・3・4 分団

は狂言体験、第 2 分団は紙漉き体験など、各

地で日本文化にも触れた。これらさまざまな

プログラムや視察・参観を通して、多方面に

わたり日本への理解を深めた。 
 

中国高校生からは、「社会に貢献する組織の

作り方や世界の環境保護問題への向き合い方

について学んだ」「日本には青少年自身に管理

を任せ、自主決定権を持たせるという発想が

あることを知った」「日本の学校や訪問先の

方々が温かく接してくれて嬉しかった」「サッ

カーの合同練習を通じ、日本高校生と深い友

情で結ばれた。サッカーに国境はないと感じ

た」「日本人の人に迷惑をかけない、他人を思

いやる姿勢には敬服した」「帰国後は“本当の

日本の姿”を家族や友人に伝えたい」「日中友

好の使者として私たちに課せらせた使命を果

たすべきだと強く感じた」など思い思いの感

想が聞かれた。 
 

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） 

 

 

◆「JENESYS2.0」中国大学生訪日団

第 29陣が来日 

一行 152名が東京・神奈川・奈良・

京都･滋賀を訪問 
 

2016年 12月 11日から 12月 18日までの日

程で、中国大学生訪日団第 29陣(団長＝程海

波 中国日本友好協会・副秘書長)が来日した。

本団は、教育、芸術(ダンス)を専攻する大学

生・大学院生と囲碁を嗜む大学生・大学院生

で構成された計 152名で、外務省が実施する

「JENESYS2.0」の一環として招聘した。 
 

訪日団は、東京、神奈川、奈良、京都、滋

賀を訪問し、日本の大学生との交流、専門分

野に関するセミナーや視察、ホームステイ等

を通じて、日本の同世代や一般市民との友好

交流と相互理解を深めたほか、世界遺産や「ク

ールジャパン」を体感できる施設を視察し、

さまざまなプログラムを通じ包括的な対日理

解を深めた。 
 

 

 

 
 

 

教育・芸術・囲碁をテーマに交流 
 

教育分団は神奈川で横浜国立大学を訪問し、

杉山久仁子教育人間科学部長より日本の教育

制度についてセミナーを受けた後、昼食交流

会とキャンパスツアーを行った。セミナーで

は日本の教育制度について様々な質問が出た。

また滋賀で立命館大学びわこ・くさつキャン

パスを訪問し、交流会とキャンパスツアーを

実施した。交流会では同大の学生とお互いに

関心のあることや、将来の目標など様々なテ

ーマで意見交換をした。芸術分団は東京で玉

川大学を訪問した。交流会では日中の学生が

それぞれパフォーマンスを披露し、一緒にな

って和太鼓を叩き、大いに盛り上がった。ま

た、京都で京都造形芸術大学を訪問し、演劇

のリハーサルを見学したほか、劇場などを見

学した。囲碁分団は神奈川で神奈川大学湘南

ひらつかキャンパスを訪問し、施設見学と囲

日本の教育制度についてのセミナー 

（教育分団：横浜国立大学） 
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碁交流を行った。囲碁交流には囲碁部の学生、

教職員に加え、平塚市民が多数参加し、熱戦

が繰り広げられた。 

 

専門分野の貴重な視察と体験 
 

芸術分団は東京で新国立劇場と松山バレエ

団を訪問した。新国立劇場では概要説明を受

けた後、オペラ劇場を視察した。普段見るこ

とのできない舞台の裏側を見ることができ、

貴重な体験となった。松山バレエ団では森下

洋子団長自らによる「白毛女」を鑑賞し、バ

レエ団員との交流会を行い、バレエ団の熱烈

歓迎に皆、感動した様子だった。囲碁分団は

東京で日本棋院を訪問し、プロ棋士による囲

碁指導や囲碁交流を行った。また、京都で関

西学生囲碁連盟に所属する関西の大学生と囲

碁交流を行った。いずれの囲碁交流も白熱し

た勝負が展開された。 
 

 

 
 

 

 

そのほか一行は、美しい自然と遺跡に囲ま

れた奈良県明日香村で、農村体験とホームス

テイを行った。ホームステイでは、家事の手

伝いをしたり、遺跡見学に出かけたり、それ

ぞれ楽しい時間を過ごし、日本人の生活、文

化、歴史を体験することができた。別れの際

はいつまでも手を振り見送るホストファミリ

ーの姿に、団員は目頭を熱くしていた。 
 

そのほか、東京では皇居二重橋、東京タワ

ー、関西では世界遺産の東大寺、金閣寺、清

水寺を参観したほか、京都で能楽体験を行い、

伝統文化・歴史に触れた。8日間の充実した

日程で、日本の文化や社会について見聞を広

め、日本に対する理解や関心を高めるきっか

けとなった。 
 

団員からは、各訪問先での交流を通じ、「日

本の教育制度や教育現場の問題点を知ること

ができ、学ぶことが多かった（教育分団）」「各

訪問先での芸術に対する姿勢と情熱が素晴ら

しく、自分も努力し続けなければと感じた（芸

術分団）」「日本の囲碁愛好者は皆、囲碁に真

摯に向き合っていて、その気持ちは見習わな

ければと思った（囲碁分団）」「ホームステイ

はとても緊張したが、家族同様に接してくれ

て感動した」などの感想が聞かれた。今回の

交流を通じて日本に対する印象が変わったと

いう声も多く聞かれた。 
 

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） 

 

 

◆「JENESYS2.0」香港・澳門高校生

訪日団が来日 
 

2016年 12月 13日から 12月 21日までの 9

日間、香港・澳門高校生訪日団（香港団団長：

戴德正 聖公会鄧肇堅中学 校長、澳門団団

長：劉麗妹 化地瑪聖母女子学校 校長）が来

日した。本団は、香港と澳門から選抜された

高校生と引率の計 101名（香港団 71名、澳門

団 30名）で、外務省が実施する「JENESYS2.0」

の一環として招聘した。 
 

 訪日団は、東京都をはじめ、京都府・滋賀

県・愛知県・三重県・静岡県を訪問し、「クー

ルジャパン」を含め、さまざまな分野におけ

る日本の魅力・強みを体感したほか、高校や

大学の訪問・交流やホームステイを通じて、

同世代の青少年や一般市民との友好交流と相

互理解を深めた。 
 

日本の学生と一緒に和太鼓を演奏 

（芸術分団：玉川大学） 

セミナーで日本の教育制度について質問を

する団員 

（教育分団：横浜国立大学） 
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 訪日団は東京で、武蔵野学院大学国際コミ

ュニケーション学部の佐々木隆教授より、「マ

ンガ/アニメから見た日本文化とは」というテ

ーマで講義を受けた。香港・澳門高校生にも

日本のマンガ・アニメは人気があり、団員は

熱心に話を聞き、質問をした。歓迎会では、

東京都立杉並総合高校・吹奏楽部の生徒が参

加し、金管楽器五重奏を披露する一方、香港・

澳門高校生も合唱や踊りを披露し、歓談時は

高校生同士、賑やかに交流した。また、上智

大学を訪問し、概要説明やキャンパスツアー

を通じて、日本の大学の雰囲気を体感した。 

 

高校訪問やホームステイで交流 
 

高校での学校交流は、前半は京都府・滋賀

県・三重県の各 1校、後半は愛知県 2校・静

岡県 1校を訪問し、各校で温かい歓迎を受け

た。英語・音楽・体育・調理実習・数学等の

さまざまな授業に参加したほか、着物着付け

体験、茶道体験、歓迎会や交流会、部活動見

学等、多彩なプログラムに参加した。香港・

澳門と日本の高校生たちは英語・筆談・ジェ

スチャーを活用し、互いの日常生活や興味の

あることなど、同世代共通の話題で盛り上が

った。 
 

 
 

 

 

 

 

 また、香港高校生は滋賀県日野町、澳門高

校生は奈良県明日香村にてホームステイを行

った。食事作り等のお手伝い、餅つき体験、

夜空の星を見に行くなど、各家庭でホストフ

ァミリーと一緒に思い出深いひと時を過ごし

た。別れの際は涙ながらに抱き合い、最後ま

で名残を惜しんでいた。 
 

 そのほか一行は、東京都では先端技術館

TEPIA、京都府では金閣寺・伏見稲荷大社・清

水寺、滋賀県では比叡山延暦寺・近江八幡重

要伝統的建造物保存地域・彦根城、愛知では

トヨタ産業技術記念館、奈良では奈良公園・

東大寺・奈良国立博物館を参観した。 
 

 

 
  

香港・澳門高校生からは、「学校交流では一

緒に授業を受け、休み時間に遊び、多くの日

本高校生と仲良くなった。言葉の壁は問題に

はならなかった」「日本の高校生は苦手なもの

にも積極的に挑戦し、自分の知識を活かして

新しい何かを得ようとする冒険心があること

に敬服した」「学校に入ってからは勉強しなさ

いと言われるばかりで、お手伝いをさせても

らえなかった。今回、日本のお父さん・お母

さんと一緒に夕食を作ったり、布団を敷いた

りと、久しぶりにお手伝いをすることができ、

嬉しかった」など思い思いの感想が聞かれた。     

（総合交流部） 

 

英語の授業で日本の高校生と新聞紙タワー作り 

（静岡県立三島北高等学校） 

餅つきに挑戦（滋賀県日野町ホームステイ） 

香港・澳門の高校生はのんびり屋さん 

 香港・澳門の高校生たちは、のんびり気質。

食事もゆっくり楽しみます。そのため、学校

交流中、日本の高校の昼食時間内(30 分強)

に食べ終わらず、昼食終了のチャイムに大慌

て。日本の高校生はお喋りしながらも食事が

早い！と驚嘆していました。(総合交流部 Ｔ) 
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● ご 挨 拶 ● 
 

◆中国外交部より 

後楽寮の調理師が来日 
 

中国外交部から後楽寮の調理師として、 

曹玉華さんをお迎えしました。 

 

 

 

私は中国外交部から派遣されました曹玉華

と申します。 
 

以前は東京の中国大使館やイタリアのミラ

ノ総領事館、スーダン大使館、そしてオース

トラリアのシドニー総領事館で勤務したこと

があります。 
 

今回再び日本へ赴任し、日中友好会館の後

楽寮で勤務することになりました。私の趣味

は旅行や名所めぐり、玉石、花や鳥の観賞、

そしてグルメです。 
 

在職中は皆さんと一緒に日本の名所や風土

習慣、自然観賞などの体験を通して、日中友

好に尽力したいと思っています。 
 

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

三菱東京 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。 
 

【連絡先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部 

   担当：英(はなぶさ)、松島 

電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

E-mail：hanabusa@jcfc.or.jp 

 

後楽寮 
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● お 知 ら せ ● 
 

◆第 5回『日中友好岸関子賞』論文募集要項 
 

(公財)日中友好会館は日本と中国の学術交流に貢献する人材育成のため、故岸関子氏の遺志

のもと『日中友好岸関子賞』を設立いたしました。岸関子氏は「満洲国」の日本人官僚の妻と

して激動の歴史を生きぬき、自らの体験から正しい歴史認識を伝えていくことの大切さ、「日中

友好」の重要性を痛感し、自ら実践しただけでなく、その志を若い世代が継いでくれることを

願っていました。 

 そこで没後の 2013年より当賞を設立、毎年一回、日本の大学あるいは研究機関で

学ぶ中華人民共和国東北三省出身の留学生を対象に、彼らが日本で提出した修士論

文の中から優秀なもの 1点あるいは 2点を選んで表彰し、奨励金 20万円を授与して

います。本年も以下の要領で実施いたしますので、どうぞふるってご応募ください。 
 

第 5回『日中友好岸関子賞』選考委員会 

西原春夫 早稲田大学名誉教授・元 総長（刑法） ※審査委員長 

山田辰雄 慶應義塾大学名誉教授（中国近代史） 

劉 建輝 国際日本文化研究センター教授（日中比較文学・比較文化） 

阿南惟茂 国際交流基金日中交流センター所長（国際問題・外交） 

板谷正德 元 野村ホールディングス(株)取締役（経済学） 

岸 陽子 早稲田大学名誉教授（中国文学） 

齊藤泰治 早稲田大学政治経済学術院教授（中国近現代思想史） 

武田勝年 日中友好会館 顧問 

荒井克之 日中友好会館 理事長  
 

(1)応募資格  中華人民共和国 東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）出身の留学生。 

(2)審査対象 

2016年～2017年 3月の間に日本の大学院の修士論文学位審査に合格した人文・社会科学系の論文。 

(3)提出する書類（以下は返却いたしません） 

①修士論文コピー2部（大学院修了年月を明記）   ②論文要約 1,500字以内      

③指導教授の推薦状  ④パスポートコピー（東北三省出身がわかるページ）   

⑤在留カードコピー  ⑥住所、Eメールアドレス等の連絡先   ※②と③は任意の書式・A4 

(4)応募の締め切り  2017 年 5 月 31日 ㈬ （当日消印有効） 

(5)郵送先/お問い合わせ  

公益財団法人 日中友好会館  第 5回『日中友好岸関子賞』選考委員会事務局 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3  

Tel：03－3814－1261   Eメール：kourakuryo-k@jcfc.or.jp   担当：沼﨑 

(6)選考スケジュール 

第一次選考：2017年 7月頃  最終選考：2017年 10月頃  表彰式：2017年 12月頃(予定) 
 

※ 選考の結果は本人宛に郵送で通知いたします。 

詳細は日中友好会館ホームページ： http://www.jcfc.or.jp/をご参照ください。 

岸関子氏 

mailto:kourakuryo-k@jcfc.or.jp
http://www.jcfc.or.jp/
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半瓶醋 
理事長のコラム               古典から学ぶべきこと 

 

 

(公財)日中友好会館  理事長  荒井 克之 

 

 

実態、理想、秩序が相互に絡み合いながら、既成秩序は常に新興勢力の挑戦を受けて来たの

は歴史の事実ですが、人間の理想にもさまざまな考えがあることを痛烈に教えてくれるのが、

「荘子」にある盗跖の話です。 
 

孔子の友人、柳下季の弟に盗跖と呼ばれた手下 9 千人を従える大盗賊がいました。孔子は柳

下季が無駄だからやめたほうがいいと言うのを聞き入れず、何とか友人の弟を正道に戻そうと

考え、顔回と子貢を従え盗跖に会いに出かけました。ようやく盗跖の前に通された孔子は、盗

跖に向かって「天下の三徳」つまり、上徳―生来の偉丈夫、中徳―知識と実行力、下徳―勇猛

がすべて備わっているので善政を行う王侯の位に就くことができると説得を試みます。しかし、

反って盗跖からは「面と向かって人を誉める輩は裏に回ると悪口を言うものだ。幾多の歴史的

忠臣と言われた人物も天下の笑いものになったではないか」と攻められる始末。孔子は魂が抜

かれたように落ち込み盗跖の前から逃げ帰りました。 
 

盗跖は自分の手下たちから、盗賊にも守るべき徳はあるかと問われ、盗賊と言えども徳が必

要ではないなどと言うことはありえない。聖徳―狙いをつけたら外さない、勇徳―先頭を切っ

て押し入る、義徳―最後に現場を離れる、智徳―ころあいの良し悪しをわきまえる、仁徳―分

け前を公平にする。この五つの徳が必要だ。この五徳を持たずに大盗賊になったものはいない

と答えています。 
 

これは荘子のなかの虚構の物語ではありますが、人の世はどんな著名な人物をしても一つの

組織の最高責任者の考えを変えようとすることは難しいことを示しているように思えます。 
 

折りしも 2 月の日米首脳会談の終了にあわせるかのようにミサイルが発射され日本海に落下

しました。現在の社会では、盗跖のような存在は許されないことは自明だとは思いつつも、こ

の孔子と盗跖の話は、どのような撹乱・不安定要素に対してもしっかりと準備し、冷静に対応

できるように万全を尽くす他に方法はないという教訓にはなりそうです。 
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会館行事と人の動き 1/1～31    
 

 

● 会館行事 
 

 

1/ 5後楽会気功教室 

1/ 7第 4回日中友好岸関子賞表彰式 

（荒井理事長、武田顧問、第 4回日中友好岸関子賞選考委員会） 

1/12後楽会中国画教室、後楽会新春談話会 

1/15～1/22「JENESYS2.0」中国社会科学院青年研究者代表団第 2陣 来日 

（1/16同団歓迎会、1/21歓送報告会） 

1/17～1/24「JENESYS2.0」北京社会管理職業学院日中交流代表団 来日 ※他団体実施 

（1/18同団歓迎会） 

1/18～2/12主催催事「上海歴史建築巡り写真展」 

（1/18開幕式、ギャラリートーク、1/27王明君 笛子･洞簫ミュージアムミニコンサート） 

1/19後楽会気功・中国画教室 

1/21後楽寮春節祝賀会 

1/27後楽寮大晦日餃子パーティー 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

1/16上海市歴史博物館代表団 来館（荒井理事長、鄭理事） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

1/ 7東京華僑総会新年会（留学生事業部、後楽寮生） 

1/9、1/11、1/12東京ドーム「ふるさと祭り東京 2017」見学会（留学生事業部、後楽寮生） 

1/13中国大使館教育処 中日教育交流新年会（荒井理事長、留学生事業部） 

1/19留団協定例会（於：高山国際教育財団） 

1/20中国文化センター「上海旧校場木版年画展」（荒井理事長） 

中国大使館 2017年留日学人新春招待会（留学生事業部、後楽寮生） 

1/22東京ドーム「第 16回東京国際キルトフェスティバル」見学会（後楽寮生） 

1/24日中友好協会新年会（江田会長、荒井理事長、鄭理事他） 

1/29北区日中友好協会 春節餃子パーティー（留学生事業部、後楽寮生） 

1/30東京ドーム「テーブルウェア・フェスティバル 2017」見学（後楽寮生） 
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