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《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｣ 

《日中友好後楽会》 

◆6 月談話会・交流夕食会 ◆新規会員ご紹介 

 

◆協力展「藍印花布の世界 祈りを込める藍の美」終了報告 

◆春季友好バスハイク ◆留学に関するフォーラムを終えて 

◆中野区日中友好協会 交流会に参加 

◆新入寮生説明会・懇親会 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣中国トイレ革命交流団 

◆日中青少年交流事業 第 11 回諮問委員会を開催 

 
◆充実した研究設備に感動 ◆日中就活の違い 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム「中国五四運動 100 年」 
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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｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国では農村に暮らす人々が描いた絵画の

ことを農民画と呼びます。もともとは農業の

閑散期などに絵画を楽しんでいましたが、

1950年代に陝西省戸県で始まった農業振興の

アートとして全国に広まりました。レトロな

懐かしさと、ポップな新しさが共存する農民

画は見る人の心を惹きつけてやみません。 

現在、中国には数十の農民画の郷が存在し

ており、上海市金山区は、陝西省戸県・山東

省日照市と並

び「中国三大

農民画の郷」

に数えられて

います。 

本展では、1970年代の金山農民画確立期か

ら活躍する作家をはじめ、30名の作家による

農民画 70点を展示します。 

梅雨のジメジメした空気を吹き飛ばす、カ

ラフルで楽しいモダンアートの世界をぜひお

楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：6月 6日㈭～ 6月 26日㈬ 

＊月曜休館 
 

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。 

懐 明富「花傘」 

朱 素珍「かごの中の猫」 

陸 学英「タナゴの王様」 
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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  

本展出展作家であり、金山区無形文化遺産伝承人でもある 

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。 
 

 

 [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 

陸 学英 1969年上海市金山区生まれ 

皆様にお会いでき

るのを楽しみにし

ています。 
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  日中友好後楽会 
 

◆6 月談話会・交流夕食会  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

6 月の談話会は、現在後楽寮生で東京大学

大学院教育学研究科にて生涯学習基盤経営を

学ぶ、唐剣明さんを講師に迎え、「先哲とアジ

ア意識‐400 年にわたる一本の糸」をテーマ

にお話しいただきます。  

講師が関心を持つ、江戸時代の朱子学派儒

学者である林羅山と、明治～昭和前期時代の

哲学者・文学博士である西田幾多郎を比較し、

400 年の時を超えた 2 人の先人のアジア意識

や西洋に対する考え方について、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し

ております。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 5月ご入会 

所﨑 操子さん 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆協力展「藍印花布の世界 祈りを

込める藍の美」終了報告 
 

日中友好会館協力展「藍印花布の世界 祈り

を込める藍の美」が 3月 6 日～3月 19日の会

期で開催され、14日間で 1,138人の方にご来

場いただきました。 

藍印花布は、中国の伝統的な藍染技法で染

められた型染布です。本展では、熱心な藍印

花布の蒐集家で、主催団体である｢東京自由が

丘 藍印花布わたなべ｣の先代、久保マサ氏が

蒐集した清代から 1970 年代頃の作品に加え、

現代作品や型紙など約 100 点を展示しました。 

当会館で中国藍印花布を扱うのは 20 年ぶ

りでしたが、今回は模様に込められた祈りや

願いについても皆さまにご紹介したいと、協

力展としての実施となりました。 
 

 

 
 

 

開幕式には藍印花布無形文化遺産伝承人で

ある王振興氏をはじめ、南通市通洲区二甲建

峰藍印花布工芸品場の王建峰氏、日本の伊勢

型紙彫師である宮崎正明氏、テキスタイルデ

ザイナー・型彫師である顧真源氏など、今ま

さに第一線で活躍する技術者の方々を中心に

お招きしました。会館からは荒井理事長が出

席しました。 

初来日の王振興氏は、来場者の皆さんと交

流するとともに、展示されている日本の伊勢

型紙の細かさに驚いていました。 

展示準備では、主催者と一枚一枚布を広げ、

テーマ：「先哲とアジア意識 

- 400年にわたる一本の糸」 
 

日  時：6月 27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。 

開幕式の様子 
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模様とその意味を調べながら解説を作成しま

した。とても根気の要る作業でしたが、先人

の知恵や暮らしぶりなどを知ることができ、

担当した職員にとっても、勉強になりました。

また、会場のソファーに藍印花布を用いたカ

バーやクッションを配置したり、天井から傘

を吊るすなど、より視覚に訴える展示方法を

模索しました。 
 

 
 

 

比較的短い会期でしたが、その間、講演会

が 1 回、ミュージアムコンサートが 2 回、実

演や型染のワークショップが 4 回と、イベン

トも盛り沢山でした。 

来場者アンケートでは、「さまざまな観せ方

をしていて楽しかった」「伝統的な作品から最

新の作品まで見られた」「中国出身の若い作家

が型染めの新しい作品を創造していて良かっ

た」とご好評をいただきました。 
 

 
 

 

また、ワークショップご参加の方からは｢実

際に体験してみると染色の工程がより理解で

きた｣、コンサートご参加の方からは｢普段な

かなか聴くことができない馬頭琴、琵琶を拝

聴できて感動した。聴きたい曲を演奏してく

れて嬉しかった｣との感想をいただきました。 

今回の展示では、古き良き伝統文化を継承

しつつ、今なお進化し続ける藍印花布の世界

を存分にお楽しみいただけたと思います。今

後もこのような中国の多彩な文化を、日本の

皆様にご紹介していきたいと思います。 

（文化事業部） 

 

 

◆春季友好バスハイク 
 

4月 23日に春のバスハイクを行い、後楽会

員と後楽寮生 21 名が神奈川県横須賀市を訪

問しました。 
 

 
 

 

 

午前中は横須賀美術館を訪問し、横須賀に

縁のある芸術家の作品を鑑賞、展望台から東

京湾の景色を望むなど、それぞれ思い思いに

過ごしました。午後は三笠公園を訪問し、記

念艦三笠の巨大な主砲や甲板、司令官室など

を見学しました。最後に、横須賀港に停泊し

ているアメリカ海軍や海上自衛隊のイージス

艦や潜水艦などを船上から見学する YOKOSUKA

軍港巡りに参加しました。当日は晴天に恵ま

れ、バスの中でも会員と寮生が隣同士で交流

し、終始笑い声が絶えませんでした。 

次回のバスハイクは今年秋に実施予定です。

今後も会員と寮生が交流しながら学習や見学

ができる楽しい企画を考えていきたいと思い

ます。                   （後楽会事務局） 

さまざまな見せ方で好評だった展示 

ハガキ型染ワークショップ 

三笠公園にて 
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◆留学に関するフォーラムを終えて 
 

4 月 7 日、日中友好会館主催「留学に関す

るフォーラム」を大ホールにて行いました。

日中友好会館後楽寮は、1985 年竣工以来、約

5,000名の中国人留学生を受け入れています。

このたびご関係の皆さまと｢留学｣の過去、現

在、未来を語りたく、企画・開催しました。

当日は約 120名が出席しました。 

中国大使館教育処からは胡志平公使参事官、

安載鶴一等書記官が出席し、ご挨拶されまし

た。会館からは佐藤常務理事が出席しました。 

 

 
 

そのほか、第 1 部の講師として中国留日同

学総会 汪先恩会長、CCTV 大富 株式会社大富 

張麗玲社長、アジア通信社 徐静波社長、国際

媒体と女性文化研究所 水田宗子理事長、法政

大学国際日本学研究所 王敏教授が基調講演

を行いました。 

第 2 部の公開討論会では、留学経験者、現

役の留学生などいろいろな視点から質問と回

答が寄せられました。例えば「日本文化にス

ムーズに溶け込むにはどうしたらよいか」と

いう質問には、講師から「たくさん旅行をし、

比較的小さな町で、一般の日本人との素朴な

交流を」「日本人の友達を多く作り、映画やテ

レビを見ること」という意見が寄せられまし

た。さらに、留学の意義や留学生の社会的責

任など、さまざまなテーマについて討論され、

出席者からは「留学について考える良い機会

になった」と好評を得ました。 

 

今回のフォーラムでは、出席者それぞれの

「留学」が垣間見え、有意義な時間となった

ことと思います。これを機に、現役留学生の

皆さんにはより一層充実した留学生活を送っ

てほしいと思いますし、また、広く日中の友

好発展や文化交流の促進を期待したいと思い

ます。         （留学生事業部） 

 

 

◆中野区日中友好協会 交流会に参加 
 

4月 12日、中野区日中友好協会主催の交流

会「新春のつどい」が行われ、後楽寮生 3 名

が参加しました。今回は、参加した寮生の感

想を掲載します。 
 

○このような貴重な機会をいただき、大変感

謝します。中野区日中友好協会会員の皆様と

交流活動ができ、特に感動したのは、平均年

齢が 80歳を超える先輩の方々が、今なお積極

的な交流活動をし続けていることです。平成

の時代に生まれた私たちにとっては、「老いて

なお学び続ける」精神に非常に感激しました

し、中日友好交流の最前線に立って、両国の

良好な関係維持のために力を添えています。

懇親会は短い時間でしたが、会員先輩の方々

の善心に心が震え、「友情に国境はない」とは

事実であると納得しました。今後も機会があ

れば、先輩方と中日友好交流活動に参加した

いと思います。私も皆さんをお手本に 50年後

もなお、友善の心を持っておもてなししたい

と思います。          （胡雨寒） 

 

 

会場を埋め尽くすほどの参加者 

中野区日中友好協会 上島昌之会長よりご挨拶 
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○中野区日中友好協会の活動にお招きいただ

き、大変光栄です。私は早大生ですから、中

野の地は以前から知っていました。お話にあ

りましたが、会員の皆さんは中国ないし後楽

寮に何かしらのゆかりがあり、中でも第二次

世界大戦を経験している方が多くいたことで

す。現在 80歳～90歳のご高齢でありながら、

何度も訪中され、各地の風土をとてもよく理

解されていますし、中日民間交流の活動もさ

れています。特に町田先生は、戦時中しばら

く中国にとどまり、現地の労働問題に奔走さ

れていました。その精神には頭が下がります。 

懇親会ではテーブルの上の食事をおいしく

いただきながら、健康長寿の秘訣や自分の家

族のこと、中国とのゆかりなど、いろいろな

話題に花が咲きました。この日本の友人たち

は、私たちにとても親切に優しく接してくれ、

皆さんの情熱は戦争に対する嫌悪にもつなが

るものでしょう。文化が異なる国同士の理解

や友情は、大義名分や飾り気は必要ありませ

ん。｢初春令月、気淑風和｣の令和時代は、平

和で美しい時代であることを祈ります。（姜駿） 

 

 

◆新入寮生説明会・懇親会 
 

4月 16日に日中友好会館大ホールにて新入

寮生説明会・懇親会を行いました。今回は 2018

年 10月から 2019年 3月に入寮した約 58名が

対象で、当日は約 52名が出席しました。 

まず歓迎式の前に、寮での規則や注意事項

などを説明しました。歓迎式では会館を代表

して荒井理事長が、新入寮生に歓迎の意を表

しました。また鄭中国代表理事からは留学生

活で注意すべき点や、友人同士の交流を積極

的に行いお互い助け合うようになど、寮生に

対する期待や抱負を述べました。最後に寮生

委員会の劉琦委員から、寮生委員会の紹介や

寮での活動について案内がありました。その

後、参加寮生の自己紹介が行われました。 
 

 

 
 
 

 

続いて、歓迎懇親会が会館 1 階の｢馥｣で行

われました。佐藤常務理事の挨拶と乾杯の発

声の後、新入寮生たちは、食事をとりながら

会館役職員や出身地が近い者同士で話したり、

同じ大学に通う者同士が情報交換をしたりと、

終始リラックスした様子で、賑やかな会とな

りました。 

 次回の新入寮生説明会・懇親会は今年秋頃

に行う予定です。     （留学生事業部） 

 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣ 

中国トイレ革命交流団が来日 
 

3 月 24 日から 3 月 30 日までの日程で、中

国トイレ革命交流団(団長＝李偉国 中国農業

農村部 農村社会事業推進司 司長)が来日し

た。本団は、中国農業農村部及び国家衛生健

康委員会傘下の団体の中国トイレ革命担当者

で構成された計 8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。 

交流団は、東京都、埼玉県、和歌山県を訪

問し、関係省庁及び企業、シンクタンク、地

方自治体との交流や意見交換を通じ、日本の

トイレに対する考え方・理念、関連の技術・

政策・環境改善手法等について理解を深めた。

また、植樹活動や浄化槽、農業集落排水や汚

泥処理技術の視察を行い、日本の環境整備と

技術に関心を高めた。 

新入寮生との会話に花が咲く 
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日本のトイレ事情について体感 
 

交流団は東京で、環境省、農林水産省、㈱

クボタ、中日文化経済交流協会、大和ハウス

工業㈱、日本トイレ研究所、TOTOテクニカル

センター東京の関係者と交流し、意見交換を

行った。日本の浄化槽システムや汚水処理に

関する政策や技術、節水型や高齢者向けに開

発されているトイレについて紹介を受けたほ

か、トイレ環境改善の重要性、地域や自然に

配慮した排水事業の実例などの説明を聞き、

さまざまな角度から日本のトイレについて知

見を広めることができた。埼玉県では戸建住

宅向け浄化槽の稼働現場を視察した。また、

一行は鈴木憲和 外務大臣政務官を表敬訪問

し、李偉国団長が「今回の日本訪問を通じ、

中国の多様な農村地域に適した改革をするた

め、日本の技術や経験を参考にしたい」と挨

拶し、日中間のトイレ協力を促進していくこ

とを確認した。 

 

 

 

その後、和歌山県へ移動し、白浜町や田辺

市に設置されている浄化槽トイレ、バイオト

イレ、農業集落排水施設を視察。一行はイン

フラが整備されていない場所で実践されてい

る多くの工夫に感心しながら、中国の農村地

域で実用可能か考えるヒントとなったようだ。 

㈱ウメタでは、梅干し加工工場を見学し、同

工場内の汚水処理技術について説明を受けた。

和歌山県の地場産業であるパイル織物を利用

したシステムに、一同の関心が高かった。和

歌山県庁訪問では西山毅治 商工観光労働部

長を表敬訪問し、同県が取り組む「おもてな

しトイレ大作戦」の概要を聞き、問題点や改

善点、中国で実施しているトイレ革命との共

通点や相違点など、双方活発に意見交換を行

うことができた。 

 

 

 
 

また、和歌山県では白浜町にある平草原公

園内にタイサンボクを 1 本植樹し、日中の末

永い友情を祈念した。 

この他一行は、五分咲きの桜の紀三井寺と

和歌山城を参観し、日本の文化にも触れるこ

とができた。訪日を通じて団員からは、「実際

に稼働している浄化槽や農村部の排水施設を

視察し、中国での実用や応用の可能性を感じ

ることができた」「日本では政府、企業、民間

が協力することで、トイレを含めた環境改善

や、新たな措置や製品の開発につながってい

て、中国も学ぶべきだと思った」「今回交流し

た方々と今後も交流を続け、中日トイレ協力

を推し進めていきたい」「植樹活動は両国の友

情の証となった。木の成長を見に再び来日し

たい」など、たくさんの感想が聞かれた。 

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） 

和歌山県内で多く設置されている 

公共の浄化槽トイレを視察 

TOTOテクニカルセンター東京で最新の節水型

トイレに興味津々の団員 
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◆日中青少年交流事業  

第 11回諮問委員会を開催 
 

4月 19日、会館にて日中青少年交流事業の

第 11回諮問委員会が開催された。諮問委員会

は、2009年に当事業の適正かつ効果的な推進

を図るため、外部からの視点を取り入れ、よ

り良い交流事業を目指していくために設置さ

れた。 

第 11回諮問委員会には、諮問委員の髙島肇

久氏（諮問委員会座長/株式会社海外通信・放

送・郵便事業支援機構取締役会長）、石川好氏

（酒田市美術館館長、作家）、高原明生氏（東

京大学公共政策大学院院長）、水野豊氏（星城

大学名誉教授、新居浜工業高等専門学校名誉

教授）が出席した。そのほか、外務省から井

川原賢 アジア大洋州局中国・モンゴル第一課

地域調整官、中国大使館から倪健 政治部参事

官が、会館からは荒井理事長、鄭中国代表理

事、佐藤常務理事、小島事務局長、荻原総合

交流部長、郭総合交流部部長らが出席した。 
 

 

 

 

委員会では、2018年度の青少年交流事業の

最終実績及び予算執行状況について報告した。

2018年度は外務省が推進する対日理解促進交

流プログラム「JENESYS2018」、及び「日中植

林・植樹国際連帯事業」にて、招聘事業とし

て 31団 2,490名を実施した。2018年度は、4

～12 月の事業を「日中平和友好条約締結 40

周年」の記念事業として、2019年 1月以降の

事業を「日中青少年交流推進年」の認定事業

として実施したこと、また「日中植林・植樹

国際連帯事業」においては、植樹活動及び環

境・防災意識の啓発をベースとしつつ、対日

理解促進の観点から、「3 つの架け橋」（①地

方間交流、②青少年交流、③文化・スポーツ

交流）を軸に、主に大学生を中心に、それぞ

れ特色ある事業を展開したことなどについて

報告、さらに実施における課題や問題点など

についても言及した。続いて 2019年度の交流

事業計画について報告した。 

諮問委員による総括では、日中関係が好転

しつつある中で、いかにして、より密度の濃

い、参加者の記憶に残る良い体験をさせるか、

新しい時代に合わせた新しい発想のプログラ

ムの工夫や、2006年以降、現在まで積み重ね

ている交流実績の効果的なアピール方法など、

さまざまな具体的意見、提案があがった。 

委員会終了後は、総合交流部員を交えての

懇親会を開催し、部員がそれぞれ代表団を担

当して印象に残ったエピソードを紹介するな

ど、和気あいあいの雰囲気の中、日中青少年

交流推進年でもある本年度、一致団結して事

業に取り組む思いを新たにした。 

(総合交流部) 

諮問委員と交流事業のプログラム 

内容について意見交換 
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留学生通信 

 

充実した研究設備に感動 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科電気電子工学専攻) 張 家琦 
 

初めて日本に来

たのは 2014 年、当

時私は大連理工大

学の学生で、日本の

徳島大学へ 1 年間

の交換留学に来ました。その間に、瀬戸内海

や富士山、京都の嵐山など日本各地の名所旧

跡を観光しました。日本の優美な自然環境や

伝統文化に惹かれ、修士課程修了後は、東京

大学で博士学位取得のために努力しています。 

2016年 9月から後楽寮に入寮し、博士課程

学生としての生活が始まりました。大学では

特別に設置されたクリーンルームで、半導体

に関連する機器を製作しています。私は今ま

でこういった設備を利用したことがありませ

んでした。これは非常に高価ですから、中国

国内では先生しか操作できません。ここでは

学生でも使うことができ、設備の原理・作用

など半導体本体の深い理解ができます。 

また、自らの手で操作し、新しい結果が得

られると、達成感が得られます。自身の研究

に対する自信が付き、自分の将来にとっても

大変有益であると言えます。 

今年は卒業です。国に戻って何らかの仕事

に就くでしょう。そして将来は、再び日本を

訪れる機会もあるでしょう。引き続き、より

多く日本を理解して、中日の友好の為に微力

ながら貢献していきたいと思います。 

 

 

 

 
 

日中就活の違い 
 

法政大学大学院修士課程 

(デザイン工学研究科 

 都市環境デザイン工学専攻) 車 紅昇 
 

まだはっきりと、日

本に着いたときのこ

とを思い出します。も

うすぐ 4 年間の留学

生活が終わります。今

年 4 月から、鉄道会社の新入社員として仕事

を始めます。ようやく身をもって日本社会を

感じるでしょう。振り返ると私自身、多くの

面で成長することができたと思います。 

日本と中国の就職活動では、二つの大きな

違いを感じました。一つ目はインターンシッ

プです。日本のインターンシップは企業見学

のような感じで、その期間が短いようです。

例えば、私がインターンシップした鉄道会社

で初めに学んだことは「安全管理に一番大切

なことは、やはり人である」ということです。

様々な現場の鉄道に関する土木内容について

学びましたが、鉄道会社の全ての行動理念に

は、やはり安全があり、どれだけ技術が発達

しても、最終的に安全を管理するのはその技

術を扱う人なのであると強く感じました。 

一方、中国のインターンシップは、実際に

企業で行われている仕事を学び体験するとい

う内容で、3～6ヵ月が普通です。 

二つ目はエントリーシートです。日本のエ

ントリーシートは企業から提供され、既にあ

る項目に記入します。しかし中国では、エン

トリーシートの様式は一から自分で作成する

ことが必要で、項目も全て自分で決めなけれ

ばなりません。より主体的に自分をアピール

することが重要です。 

以上、私がこの就職活動によって感じたこ

とをいろいろな面から語りました。この 4 年

間は私にとって非常に大切な体験です。 

      （2019 年 3 月記） 
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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋      中国五四運動 100 年 
 

理事長のコラム  
 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

日本の元号が令和となった 5 月 1 日の読売新聞によると、中国五四運動 100 年を記念する式

典が 4月 30日、北京の人民大会堂で開催され、習近平国家主席は「五四運動は全民族の力をも

って愛国主義の偉大な旗印を高く掲げた。五四運動の精神の中核は愛国主義だった」と述べて

いる。 
 

五四運動の発端となったのは 1915 年 1 月 18 日の日本の対華二十一ヵ条要求だった。約 1 ヶ

月の交渉の末、中国が日本の最後通牒を受諾したのは 5 月 9 日であり、第 5 号は削除されてい

た。元老、山縣有朋などは「現在の要求は余りに日本の勝手をのみ考えたるの嫌いあり」と苦

言を呈していた。（『対華二十一ヵ条要求とは何だったのか‐第一次世界大戦と日中対立の原点』

奈良岡聰智著） 
 

中国にとってみれば、国家権力の象徴とも見られる警察を日中合同とすることや、中央政府

に政治、財政及び軍事顧問として有力な日本人を招聘することなどの要求の入った第 5 号が削

除されたのは、まさに、中国近代史の「愛国主義」の曙となり、大きな歴史の転換点にもなっ

たと思う。 
 

一方、1906年から 3年ほど、袁世凱の子息、克定の家庭教師をした経験のある吉野作造が 1920

年 5 月に北京大学の李大釗の協力を得て、北京大学の 5 名の学生を日本に約 1 ヶ月招聘した。

各地で講演会を開催するなど、東京の新人会や同志社大学、京都帝国大学とも交流した後、神

戸から帰国している。この時期に日中の若い知識人が国家的対立を越え、草の根レベルの融和

に取り組んだ。（『「抗日」中国の起源‐五四運動と日本』武藤秀太郎著） 
 

日本はこの五四運動が日清、日露戦争のあとに急増した日本留学の中国人大学生にも広がり

をみせ、正に歴史の転換点となっていく流れを見逃し、その後も、1924年 11 月に、日本が世界

の歴史に対して責任を持つことを希望して孫文が神戸で行った講演―「今後の日本が、世界文

化の前進に対して結局は西洋覇道の走狗となるか、それとも東洋王道の守り手となるか、それ

はあなた方日本民族が、よくよく考えて選択すべきことであります」にも感ずることもなく、

ひたすら覇道の道を歩んでしまった。 
 

中国の五四運動は、日本にとっては時代の変化を見逃さないことの大切さと、自分自身を見

失わない幾分かの理性の大切さを思い起こさせてくれる。そして、個人的には「節義廉恥を失

いて、国を維持するの道決して有らず」という西郷南洲遺訓の一節を思い返してしまう。 
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＊今月の表紙＊ 
 

『阿香の中国散策』  作者：陸 永忠                   

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 


