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● 行 事 案 内 ●  

 

  日中友好後楽会 
 

◆第 29回観桜会中止のお知らせ 
 

3月 24日㈫に開催を予定しておりました観

桜会は、新型コロナウイルスの感染経路が不

明で沈静化の見通しが立たないことを鑑み、

中止とさせて頂きたく存じます。 

既にご出席のご連絡を頂いておりました皆

様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

いただけますようお願い申し上げます。 

 

 

◆中国旅行について 
 

夏頃に予定していました中国旅行につきま

しても、新型コロナウイルス感染拡大の状況

等を踏まえ、現在実施の可否を検討しており

ます。来月の会館だよりで改めてご連絡いた

しますので、ご理解いただけますようお願い

申し上げます。 

 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2020年 2月ご入会 

恵良 泰夫さん 

 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 堀口、緒方 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆新春談話会 
 

 後楽会の新春談話会は、1月 21日に開催さ

れ、会員・寮生合わせて約 40名が参加しまし

た。中国グッズが当たるビンゴ大会では、寮

生と一緒にペアになり大変盛り上がり、新年

に相応しい賑やかな交流会となりました。 
 

 

 
 

 

本年も日中の友好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・ご理解のほど、よろしくお願い

いたします。       （後楽会事務局） 

 

 

◆2月談話会 
 

2 月 6 日、現在後楽寮生で早稲田大学大学

院社会科学研究科にて政策科学企業論を学び、

東京中国舞踊サロンで講師を務める劉陽さん

を講師に迎え、「中国古典舞踊と中国民族民間

舞踊」というテーマで談話会を実施しました。 

講義では、中国古典舞踊と新古典舞踊の特

徴について紹介した後、中国民族民間舞踊と

してタイ族、モンゴル族、ウイグル族、朝鮮

族など、中国少数民族の舞踊を色鮮やかな写

真や動画を用いて解説いただきました。 

後半には、講師が「今まで紹介した舞踊の

中でどれが一番印象に残ったか、その理由は」

と参加者に質問し、参加者も自由な発想で答

え、コミュニケーションを深めながら感想を

共有することができました。受講者からは「少

佐藤常務理事による乾杯の挨拶 
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数民族民間舞踊は三千種類以上あるというが、

どう認定しているのか。基準はあるのか」な

どの質問が挙がりました。 

 

 

新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶま

れたものの、当日は会員と後楽寮生 24名が集

まり、談話会後の交流会も大いに盛り上がり

ました。ご参加いただいた皆様、誠にありが

とうございました。    （後楽会事務局） 

 

 

◆東京華僑総会新年聯歓会 
 

 1月 11日、(一社)東京華僑総会にて新年聯

歓会が行われ、後楽寮生 11名と留学生事業部

職員が参加しました。 

まず東京華僑婦女会のリードで中国国歌斉

唱の後、東京華僑総会の林斯福会長の挨拶と

中国大使館の詹孔朝参事官兼総領事の祝辞が

ありました。そして張雪瑛顧問による乾杯の

ご発声で懇談食事会が始まりました。 
 

 

寮生たちは歌や子供たちの朗読などのパフ

ォーマンスを見ながら参加者と交流したり、

きれいに盛り付けられた料理をカメラに収め

たりしていました。また、後楽寮の大先輩で

ある華僑総会の方々とも交流できたようです。

新旧寮生同士、とても有意義な時間を過ごす

ことができました。   （留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮生の春節行事 
 

〈後楽寮 2020年春節祝賀会〉 

1月 18日、後楽寮春節祝賀会が日中友好会

館大ホールで行われました。この会は日頃お

世話になっている関係各所の皆様や後楽寮生

の友人・知人らを会館にお招きし、おもてな

しする後楽寮の冬の恒例行事です。 

 まず会館を代表して荒井理事長からの挨拶、

中国大使館教育処より安載鶴一等書記官の挨

拶があり、後楽寮生を代表して呉啓寮生委員

長からも挨拶しました。また、日中友好団体

の皆様、会館の理事・評議員など、総勢 200

名を超える賑やかな会となりました。 

2020 年の春節を迎

えるにあたり、寮生

たちが華やかなパフ

ォーマンスを披露し

ました。影絵、グル

ープダンス、漫才、

空手の演武、中国古

典舞踊、京劇の一節

など、バラエティー

に富んだ内容で、会

場では大きな拍手を

いただきました。最後の演目は、後楽寮合唱

団による「ありのままで」「後楽寮の歌」の二

曲です。後楽寮オリジナル T シャツに身を包

んだ寮生たちは、ご来場の皆様への感謝を込

めて、力いっぱい歌いました。寮生たちは中

国の伝統文化を現代風にアレンジしたり、皆

参加者に質問する講師 

 

京劇の一節を披露 

林斯福会長(前列左 3)を囲んで 
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様に楽しんでいただけるような演出で工夫し

たりして、無事に成功をおさめることができ

ました。 

 

 

出演者とご来賓による記念撮影の後は、後

楽寮の地下一階食堂に会場を移し、第 2 部の

懇親祝賀会が行われました。後楽寮調理師た

ちの手作り料理を堪能しながら、参加者同士

の交流を楽しみました。 

 新しい寮生委員会で臨んだ今回は、不慣れ

なところもありましたが、後楽寮生同士の絆

がさらに深まり、より良い経験になったこと

と思います。お力添えをいただきました関係

各所の皆様に感謝申し上げます。 
 

〈後楽寮餃子パーティ〉 

1月 24日は旧暦の大晦日「除夕」にあたり、

後楽寮食堂では後楽寮生や会館職員など約

100 名が集まり、春節餃子パーティが行われ

ました。夕方 5 時から餃子作りを開始、事前

に食堂の調理師たちが準備した餃子の具材を

使い、寮生たちは麺棒を片手にどんどん皮を

のばしていき、手際よく具を詰めていました。

餃子にはいろいろな形があり、それぞれの地

域や家庭での特色が垣間見えました。上手な

のはやはり中国東北地方出身の寮生でしたが、

包み方を教えあったりそれぞれ見比べたりし

ながら、あっという間に厨房に並べきれない

くらいのたくさんの餃子ができあがりました。 

 茹でたての餃子を皆で交流しながらおいし

くいただき、その後、食堂のプロジェクター

画面では、中国の「紅白歌合戦」にあたる恒

例番組「春節聯歓晩会」を映し、さらに春節

の雰囲気を盛り上げました。 

そして中国時間の深夜 0時(日本時間深夜 1

時)には、爆竹の代わりにクラッカーを鳴らし、

年越しをみんなで祝いました。 

 春節期間で一時帰国する寮生もいましたが、

留学先で迎える春節を後楽寮という大家庭で

過ごす体験は、また違った楽しみがあり、寮

生にとって思い出が増えたことでしょう。 

 

 

（留学生事業部） 

 

 

◆第7回｢日中友好岸関子賞｣授賞式

を終えて 
 

「日中友好岸関子賞」では、中国東北地方

出身の人文・社会科学系修士課程留学生の修

士論文より、優れた研究に賞状と副賞（奨励

金）を授与しています。第 7 回を迎えた今回

は、例年に比べ多くの応募があり、また力作

ぞろいでした。2019 年 12 月 7 日に行われた

最終選考会では、活発な意見交換がなされ、

その結果、以下の 3名が入賞となりました。 

 

最優秀賞（副賞 20万円） 

関日昇 黒竜江省出身 

(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) 

「国家、豪紳と匪賊―北満農村政治秩序の変

容に関する研究」 

後楽寮合唱団による合唱 

みんなで餃子作り 
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選考理由：北満地域の村落社会の権力構造

が国家権力との相互作用のもとで変容してい

く過程を、1910年代から戦後内戦期までの長

期にわたって、文献資料と実地調査を結合さ

せつつ詳細に分析した。とくに「満洲国」期

に関する考察は、地域社会の自律的文脈と植

民地権力との相関関係を描き出した秀逸なも

のであり、最優秀賞にふさわしい。 

 

奨励賞（副賞 10万円 2点） 

金雪梅 遼寧省出身 

(東京外国語大学大学院総合国際学研究院) 

「尹東柱の詩における故郷―地理、民族、理

想の視点から考察する」 

選考理由：日本統治下の北間島出身の朝鮮

人詩人、尹東柱を取り上げ、これまで主に「故

郷の喪失」という視点から読まれてきた彼の

作品を、身体的な記憶と政治的な想像、そし

て宗教的な救済への希求が結びついた「故郷

の再構築」という視点から捉えなおした。帝

国日本における朝鮮人知識人の思想形成の深

層に迫る、優れた論考である。 
 

 
 

 
 

孫安祺 遼寧省出身 

(東京大学大学院総合文化研究科) 

「陳舜臣初期作品研究―『枯草の根』、『怒り

の菩薩』、「青玉獅子香炉」を中心に―」 

選考理由：「陳舜臣」の初期作品より三点を

取り上げ、歴史的背景を照らし合わせながら、

新しい解釈を試みた。1960～70年代から推理

小説家として名を知られるようになった陳舜

臣だが、この論文は作品分析にとどまらず、

作家性の高さを明らかにした研究として評価

される。 
 

また 2020 年 1 月 11 日には、日中友好会館

会長室にて授賞式を行いました。式では、選

考委員会の西原春夫審査委員長より受賞者 3

人に賞状と副賞（奨励金）が授与されたのち、

日中友好会館荒井理事長がお祝いの言葉を述

べました。授賞式後の祝賀会では和やかな雰

囲気の中、選考委員との交流を通じて、研究

に対する助言や励ましをいただきました。 
 

 

 

 
 

関日昇さん感想…この度、名誉ある岸関子賞

を受賞いただき、光栄に存じます。まず、日

中友好会館の皆様と西原先生をはじめ、私の

研究にご意見をくださった諸先生方に心より

お礼申し上げます。また、先生方との交流は

私にとって、大変貴重なチャンスでございま

す。最後に、この度の受賞を機に、また新し

い課題に挑戦し、自分の研究に一層励んでい

きたいと思います。 

 

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、2020 年第 8回「日中友好

岸関子賞」論文募集を本誌 9 頁に掲載してお

ります。こちらも合わせてご参照下さい。 

（日中友好岸関子賞事務局） 

 

 

  

最終選考会(2019年 12月 7日)での討議 

第 7回授賞式(2020 年 1月 11日)にて  

受賞者と選考委員 
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◆｢JENESYS2019｣香港･澳門高校生

訪日団が来日 

東京･大阪･奈良･愛媛･三重･愛知

で交流 
 

2019 年 12 月 10 日から 12 月 18 日までの 9

日間、香港・澳門高校生訪日団(香港団団長：

林日豊 獅子会中学 校長、澳門団団長：曾紀

川 鏡平学校 副校長)が来日した。本団は、香

港・澳門から選抜された高校生と引率の計 75

名(香港団 50 名、澳門団 25 名)で、外務省が

推進する｢JENESYS2019｣の一環として招聘し

た。訪日団は、東京都をはじめ、大阪府･奈良

県･愛媛県･三重県･愛知県を訪問し、社会、文

化、歴史、科学技術等、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

訪問や一般家庭でのホームステイでの交流を

通じて、友好交流と相互理解を深めた。 

 

日本のものづくりについて学ぶ 
 

訪日団は、大正大学地域構想研究所 北條規

教授より、｢Made in JAPAN に息づく日本文化

と精神性｣というテーマで講義を受けた。講師

は日本のものづくりの特徴や精神性について

説明し、質疑応答では多くの質問があがった。

また、香港団はパナソニックミュージアムを、

澳門団はトヨタ産業技術記念館を視察、日本

を代表する企業のものづくりについて学んだ。 
 

 

 

 

また、香港団は吹田市資源リサイクルセン

ターとしながわ防災体験館を、澳門団は名古

屋港防災センターと葛西水再生センターを視

察した。防災施設では消火訓練や AED の使用

方法を学んだほか、環境施設ではごみの分別

やリサイクル方法、環境保全について理解を

深めた。 

 

高校生交流やホームステイを体験 
 

学校交流は、前半は大阪府・三重県の高校

3 校、後半は愛媛県・愛知県の高校 3 校を訪

問し、各校で温かい歓迎を受けた。英語・体

育・古典・書道・音楽など、さまざまな授業

に参加したほか、かるた・剣道・弓道・茶道

などの部活動を見学・体験した。交流会では

パフォーマンスを披露したり、一緒にゲーム

をするなど、多彩なプログラムに参加した。

高校生たちは、英語やジェスチャーのほか、

筆談、スマートフォンの翻訳アプリも活用し

て交流し、バディとなった生徒と連絡先を交

換するなど、密度の濃い時間を過ごした。 

 

 

 
 

また香港団は奈良県飛鳥地区、澳門団は三

重県大紀町を訪問し、1 泊 2 日のホームステ

イを体験した。各家庭で料理の手伝いをした

り、遺跡巡りや、和服の着付け体験など香港

や澳門ではできない体験をしたりして、日本

人の生活、文化について理解を深めた。 

滞在を通して香港・澳門高校生からは、「学

トヨタ産業技術記念館視察 

日本高校生に教わりながら弓道を体験 

（愛媛県立松山東高等学校） 
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校交流で日本の高校生と一緒に授業を受けた

り、部活動体験をすることができ、とても嬉

しかった」「ホームステイでは夕食作りや家事

手伝いをして、家族の一員として迎えられた

ことに感動した」「セミナーを受講し、日本の

ものづくりにおける強みや精神性について理

解を深めることができた」「帰国後は SNSなど

で今回の経験を家族や友達に共有したい」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） 

 

 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業」 

中国メディア訪日団一行 14 名が

来日 
 

12月 16日から 20日までの日程で、中国メ

ディア訪日団(団長：廉徳瑰 上海外国語大学

教授、日本研究センター主任)が来日した。本

団は、中国のメディア関係者および研究者で

構成された計 14 名で、外務省が推進する｢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・京都にて、日中メデ

ィア対話会の参加や報道機関でのメディア関

係者との交流、大学訪問を行い、日本の関係

者や市民と親睦を深めたほか、植樹活動をは

じめ、今回の訪日テーマである「防災・環境」

分野の関連施設等を視察し、日本への多面的

な理解を深めた。 

 

日中メディア対話会やメディア訪問で関係者

と交流 
 

訪日団は両国の新聞・通信、テレビなどメ

ディア関係者・研究者による日中メディア対

話会に参加し、対話会のテーマである「デジ

タル時代の日中メディアの役割」に基づき、

日中各 5 名の発表者が“香港問題に関する日

中メディアの報道の違い、ニューメディア社

会の日中関係、映画というソフトパワーの影

響力、所属メディアでの相手国の報道”等に

ついて問題提起した。その後の自由討論では

忌憚のない意見交換が行われ、「小異を残して

大同につき、メディア関係者は日中相互理解

に寄与していくべき」ことを再認識した。ま

た、日本経済新聞社を訪れ、電子版事業、放

送事業や中国語ネット事業等の紹介を聞き、

デジタル時代における新聞業界のビジネスモ

デルについて理解を深めた。どちらの交流も

日中のジャーナリストが率直に意見を交わす

貴重な議論の場となり、実り多い成果を得ら

れた。 

 

 
 

 

東京・京都で大学訪問と植樹活動、「環境・防

災」に関する視察 
 

京都では同志社大学法学部講演会に参加し、

「国際政治におけるデジタルメディアの役割」

というテーマで講義を聞き、団の代表者によ

る講演を行った後、日本の大学生から日中の

国民性の違いや中国国内の報道活動で注意す

る点について質問を受け、意見交換を行った。

平安女学院大学では造園「植治」十一代当主

の小川治兵衞客員教授や国際学部学生たちと

一緒に紅枝垂れ梅の植樹を行った。寒い冬を

耐え忍び、春になれば一番麗しく咲く紅梅を

日中関係に例え植樹活動の木に選定したとい

う大学の挨拶を受け、団員たちも日中友好の

未来を願い、心を込めて植樹した。また森ケ

日中メディア対話会で意見を述べる団員 
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崎水再生センター、京都市民防災センターの

視察では、日本の防災・減災、環境保護の取

り組みを学んだ。 
 

 

 

 

 

滞在を通して団員からは「率直で誠意があ

る交流はとても重要である。政治体制や価値

観などの違いは双方の交流には影響せず、今

後の中日友好のためにも『求同存異』でメデ

ィア自らが課題解決に取り組む報道を提案し

ていきたい」「新聞社の組織体制や経営状況、

新しい時代に向けた挑戦について学び、彼ら

の特色のある規則制度、公平中立な態度に大

いに感服した」「今回植えた樹は中日友好のシ

ンボルとなり、私たちの心に植えられ種とな

った。私たちはこの友好の種を持ち帰り、帰

国後、自身の仕事や生活に活かしていきたい」

「帰国後、隣国がいかに環境を重視している

か、効果的な設備と環境に配慮した行動を

人々にどう実践させているか、より多くの

人々へ発信していきたい」などの感想が聞か

れた。 

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、この場を借りて厚く御

礼申し上げたい。     （総合交流部） 

 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

中国語春期集中講座 

 

【3日間コース】 

3月 24日㈫、26日㈭、28日㈯ 
 

・お試し中国語（入門講座） 

レベル：中国語を初めて学習される方 

①(午前)10:00～12:00 花岡真寿美 

  ②(夜間)18:45～20:45 山本希和子 
 

・「本科研究科」の授業を初公開！！ 

  レベル：中国語検定 2級程度 

  ③(午前)10:00～12:00 松本智子(翻訳)･

張蕾(通訳)・胡興智(異文化交流) 
 

・「ピンイン一覧表」をしっかり読もう 

  レベル：中国語の発音を一通り学んだ方 

④(午前)10:00～12:00 小澤光恵 

  ⑤(夜間)18:45～20:45 高木美鳥 
 

・文法も楽しい！ 

  レベル：中国語検定 3級程度 

⑥(午前)10:00～12:00 小金井京子 

  ⑦(夜間)18:45～20:45 胡興智 
 

・リスニング力アップ 

レベル：中国語検定 3級以上の方 

⑧(午前)10:00～12:00 王淑娟 

  ⑨(夜間)18:45～20:45 張蕾 

 

各講座定員：15名 

受講料：11,700円（1講座につき） 

申込み：お電話、インターネットで受付 

支払い：窓口もしくは銀行振込 
 

*上記ほか、2日間コース等もございますので 

詳細はお問合せください。 

 
【申込み・問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

   HP：www.rizhong.org 

日本の大学生と一緒に記念植樹 

(平安女学院大学) 
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● 挨 拶 ●  
 

◆文化事業部に楊建興部長が着任 
 

みなさん、こんにち

は！文化事業部に新し

く着任した楊建興と申

します。39歳で中国吉

林省出身です。 

日本の「一休さん」

「聖闘士星矢」などの

アニメが大好きで日本

語を始めた私ですが、北京師範大学日本語学

部（国費研究留学生として東京学芸大学に留

学）を卒業して以来、中国高等教育出版社（4

年）、中国文化観光省（6 年）、中国駐日本国

大使館（4年）で働いてきました。この 14年

間、編集者、公務員、外交官として、それぞ

れの立場で日本の友人のみなさんのご協力と

ご支持をいただきながら、中日間の文化交流

に尽力してまいりました。 

中国大使館に勤務していたとき、展示会や

観桜会がきっかけで何度も日中友好会館に伺

ったことがあり大変お世話になりました。会

館の国民レベルの相互理解と友好増進のため

のいろいろな取り組みがとても印象的でした。

今回、日中友好会館の一員としてみなさんと

ともに働けることを光栄に思っています。 

少子高齢化、経済のグローバル化といった

共通課題に対処するために中日両国の安定で

緊密な協力関係が求められている中、国民同

士の相互理解と相互信頼がますます重要にな

ってきます。微力ながら中日双方の関連団体

と密に連携を取りながら両国間の文化交流を

さらに盛り上げていき、お互いの親近感の増

進のために努めてまいりたいと思います。引

き続き温かいご指導とご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

◆留学生事業部に張毅部長が着任 
 

中国教育部の派遣

で昨年末に着任した

張 毅(ZHANG YI)と申

します。日本語では

｢チョウ キ｣の発音を

使っています。人と人

との交流は、名前を正

しく読むことから始

まります。まず、皆様に私の名前を覚えてい

ただきたいと思います。 

日本人とのお付き合いは、留学生時代から

始まります。今までたくさんの方と出会って

きましたが、私にとって初めての最も印象深

い出来事をご紹介したいと思います。 

当時、私は日本語が全くできませんでした。

民間の賃貸アパートに住んでいましたが、近

所の人と会ってもただおじぎをするだけです。

ある晴れた日、掛布団を干したまま大学に行

きました。すると途中で激しい雨が降ってき

て、あの干したままの布団がとても心配にな

りました。でも半ば諦めて深夜にアパートへ

戻ると、隣のおばさんが私の布団を雨に濡れ

ないよう中に取り込んで、そしてそれを渡す

ために私の帰りを待っていてくれたのです。

そのときの私は、ただ｢ありがとう｣の一言し

か言えませんでした。今でもそのおばさんの

笑顔、ご夫婦で豆腐屋に立ち、働いている姿

が目に焼き付いて離れません。この温かい気

持ち、私にとっては永遠の記憶です。 

二十年余り経ち、日中両国関係に貢献する

ため、幾つかの仕事に就きました。振り返る

と、こうした心の交流が私を動かす原動力と

なっているのです。一つのご縁なのかもしれ

ません。この度、日中友好会館留学生事業部

に勤務でき、とても光栄に思います。皆様と

協力し、微力ながら業務に全力を尽くしたい

と思います。ご指導、ご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 
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● お 知 ら せ ● 

◆第 8 回「日中友好岸関子賞」論文募集 
 

(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 2013 年に「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。 

今年で 8回目の募集となり、優秀な論文 1～3点に賞状及び副賞(20万円)を授与します。中国

からの留学生の皆様、どうか奮ってご応募ください。 
 

(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。 

2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）、2019 年度（2019 年 4 月～2020 年 3 月）の間に日

本の大学院で、修士論文学位審査に合格していること。 

人文・社会科学系を専攻し、日本語で書いた論文であること。 

(2) 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 

(3) 選考スケジュール 

第一次選考：2020 年 6月頃 最終選考：2020年 10月頃 表彰式：2020 年 11月頃(予定) 

(4) 応募受付期間 

2020 年 3 月 2 日 ㈪ ～ 6 月 1 日 ㈪ （当日消印有効） 
 

 

 

         第 8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副所長・教授（日中比較文学・比較文化） 

阿南惟茂 元 駐中華人民共和国日本国大使（国際問題・外交） 

板谷正德 元 野村ホールディングス㈱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） 

荒井克之 日中友好会館 理事長  

       佐藤重和 日中友好会館 常務理事 

武田勝年 日中友好会館 顧問 
 

 

 

 

【郵送先/問合せ】 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3 第 8回『日中友好岸関子賞』選考委員会事務局 

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

※選考の結果は本人宛に郵送で通知いたします。日中友好会館ホームページも合わせてご参

照ください。URL: http://www.jcfc.or.jp/ 

岸関子氏 

mailto:kourakuryo-k@jcfc.or.jp
http://www.jcfc.or.jp/
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

 

半瓶醋       小康社会一考 
 

理事長のコラム  

 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

 

米中両国政府の貿易協議の「第一段階合意」を受けて 1月 15日のニューヨーク株式市場は最

高値を更新したとの報道があった。一方、1月 18日付け読売新聞朝刊は中国総局小川直樹特派

員の署名記事で、「中国国家統計局が 17 日に発表した 2019 年の国内総生産の速報値によると、

物価変動を除いた実質で前年比 6.1％増だった。政府目標は達成したものの 1990年以来、29年

ぶりの低水準となった」と伝えている。経済部中西梓氏は 3面で、「日本の企業などの今後の中

国経済への見方は分かれていて第一段階の合意のあとにくる構造的な問題が議題になるとの見

方で慎重姿勢を崩さないところもある」と伝えていた。接点が異なれば様々な見解があるのは

当然だろう。 
 

さて、記事の中で気になったのは「小康社会」の次のような説明だ。「小康社会とは中国語で

いくらかゆとりのある社会の意味で、国民の生活水準を底上げし富裕ではないが経済的に多少

余裕がある状態を指す」等の説明だ。この説明は中国側が説明したものなのか、あるいは日本

側がそのように解説したものなのか不明だが、下見隆雄著の「礼記」（中国古典新書・明徳出版

社）を参考に大同と小康について紹介してみたい。 
 

大道が行われると、世の中はすべての人が他人のためにも存在する。賢人や能力のある者が

選ばれ互いに信じあい睦まじくできる。すべての親子が互いに本当の親子のようになれる。老

いても生を全うし、働き盛りはどこでも働ける。幼い者は何事もなく成長していく。配偶者を

亡くした者、幼くして親を亡くした者、老いて子供のいない者、けが人や病人は皆で面倒を見

る。自分のことを第一に考える者はいない。そんな世であれば人を騙したりする者、盗人や悪

人もでない。これが大同だ。 
 

今や大道を行う者はいなくなった。「小康」は一家が基本となり何をするにも自分や身内のた

めにする。君主でさえ賢を選ばず、身内を充てる。私有財産も城や濠をめぐらし守ることにな

る。したがって時に争いごとも起こる。これを治めるのは強制力ではなく徳を持ち民衆を教化

し謙譲を教えられる私心なき有徳の帝王の役割が重要になる。このやり方を怠ればたとえ権勢

があっても去ることになる。民衆は災いが及ぶと考えるのだ。 
 

結局「小康」とは、私有財産を守ることは是とするがそこには謙譲や守るべき秩序が尊ばれ

なければならないということになろう。「いくらかゆとりのある社会」と説明されている「小康」

には金銭の富ばかりではなく、経世済民にあるべき秩序を与えていることに、もう少し力点を

置いて説明してもよいのではないだろうか。 
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＊今月の表紙＊ 
 

 陳 瑜「清 浄
しょうじょう

」 

「泥より出でて染まらず」と詠まれる白い蓮を配することで、女道士の清らかでけがれのない

様子を表現している。 
 

主催展「ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展」より（2月 8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 


