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● 特 集 ● 
 

2020年 3月 日中友好会館｢後楽寮｣は竣工 35周年を迎えました！ 
 

 

日中友好会館の公益事業の一つである中国留学生のための寄宿舎「後楽寮」――。(財)善隣

学生会館からの歴史を受け継ぎ、1985年 3月、日中友好会館別館 後楽寮として新たな一歩を踏

み出してから 35年が経ちました。その間、ここで暮らし巣立っていった中国の若者たちは 5,000

名に達し、中国国内外のさまざまな分野で活躍しています。日本と中国の新たな友好関係の構

築に貢献し続ける後楽寮、その 35年のあゆみや現在の寮生についてご紹介します。 

 

◆後楽寮 35年のあゆみ 
 

1985年 3月 日中友好会館別館 後楽寮竣工 

1985年 4月  旧寮より 84名が移転 

1988年 3月 日中友好会館本館竣工ののち、後楽寮研修棟への入寮受付開始 

1989年   後楽寮生との交流機会を設けるため、賛助会員組織｢日中友好後楽会｣創立 

       1990年以降、後楽寮生を講師とする談話会、寮生と会員のバスハイクを開催 

2001年   大規模修繕(～2003年) 

2008年   女性入寮希望者増加のため、2階を東西に仕切りその片方を女性用の居室に改修 

2011年   後楽寮同窓会(2009年)を受け、｢後楽会(中国)友好聯誼会｣発足 

2013年以降、新疆分会、上海分会、山東分会、吉林分会が次々に発足 

2012年 4月  日中友好会館が財団法人から公益財団法人へ移行 

        後楽寮担当部署が｢後楽寮事務室｣から｢留学生事業部｣に名称変更 

2012年   音楽を専門に学ぶ寮生 常慶(作詞)、班文林(作曲)による｢後楽寮之歌｣が完成 

以降、国慶節･春節祝賀会で寮生たちに歌われる合唱曲として定着 

2013年   後楽寮への寄付金受付開始･五ヵ年改修計画に基づく改修工事スタート 

2015年 2月 後楽寮の長年に及ぶ留学生支援への感謝を表し中国大使館より感謝状を贈呈される 

2015年 7月 後楽寮ロゴマークが決まる(右上) 

2019年   後楽寮ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ｢楽知｣｢楽行｣決まる(右下) 

2020年 3月 後楽寮竣工 35周年 卒寮生 5,000名を達成 
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後 楽 寮 豆 知 識 
 

寮の名については諸説ありますが、隣接する小石川後楽園にゆかりがあるようです。後楽園

の命名由来として知られる四字熟語｢先憂後楽｣。そのもう一つの意味にある｢先に苦労･苦難を

経験した者は、後に安楽になれる｣が、留学生たちの境遇や思いと通じるのかもしれません。 

 
 

 

後楽寮生ってどんな人？ 
 

中国からの留学生といっても、そのイメージは人それぞれ……。 

後楽寮に暮らす寮生をランキング形式でご紹介します！ 

 

1．日本での留学先 

1位 東京大学 (54％) 

 

 

 

 

 

 

 

1 位はやっぱり東大です、本郷ｷｬﾝﾊﾟｽが近

いこともあり、自転車や徒歩で通う寮生も。

2 位は私立大学では人気の高い早稲田大学

(28％)、3 位～5 位は東京藝術大学(2％)、

中央大学(2％)、法政大学(2％)です。 
 

2．研究内容 

1位 工学 (33％) 

 

 

 

 

 

 

 

電気、通信など幅広い分野にわたる工学 

が堂々の 1位。理系分野は英語が得意な 

留学生に有利？ 2位は社会学(19％)、 

3位は文学(13％)、4位は農学(10％)、 

5位は法学(8％)です。

3．その他 

男女比：男性(55％)、女性(45％)   平均年齢：後楽寮 27.8歳、研修棟 38.4歳 

留学身分：国家公派(69％)、単位公派(17％)、私費(13％)、華僑(1％) 

中国の所属：北京大学、清華大学、同済大学、中国人民大学、北京師範大学(上位 5位) 

退寮後進路：学習期間満了のため帰国(67％)、在寮期限満了のため転居(29％)、 

その他転居(4％)                  (2020年 2月現在) 
 

後楽寮の施設は？ 

入口にある 2 頭の狛犬像が目印の後楽寮は、大学院生対象の後楽寮

(203 室)と研究員対象の研修棟(34 室)があり、中国留学生に限った寮と

しては国内最大級の施設です。寮内には食堂、図書室、スポーツコーナ

ーなどを完備、中国外交部より派遣された調理師 2 名が常駐し、昼と夜

に中国家庭料理を提供しています。手作りの肉饅や排骨が人気です。 
 

施設面では、より快適で充実した住環境の提供を目的とし、2013年よ

り｢五ヵ年改修工事｣を行いました。各方面の法人・個人の皆さまに寄付

を募り、工事費に充当させていただきました。貴重なお志に感謝申し上

げます。今後も引き続き適切な維持・管理を行っていきます。 

なるほど！ 
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第 45期 寮生委員会委員長 呉 啓（東京大学大学院博士課程 農学生命科学研究科） 
 

諸先輩から受け継いだ「後楽精神」を絶やさぬよう、仲間とともに日々努力

しています。例年、文京区からの依頼で中国文化の紹介･交流ブースを出店、昨

年は中野区で街の美化活動に参加、環境問題にも貢献しました。日本の皆さん

に助けていただくだけでなく、私たちができることを少しずつ増やしていきた

いと思います。 

 

元後楽寮生からのメッセージ 
 

後楽寮は元後楽寮生たちの青春時代そのものです。このコーナーでは、

その大切な思い出の数々をご紹介します。募集・掲載にあたり、後楽寮生

の OB･OG 組織｢後楽会(中国)友好聯誼会｣のネットワークを活用させていただきました。ご協力

くださった皆さまに感謝申し上げます。 

 

 

靳 楷さん  中山大学付属第五病院・医師(眼科)、助理研究員 

2015年～2018年在寮 慶應義塾大学大学院 眼科学専攻 
  

後楽寮改築 35周年、おめでとうございます！ 

今回の寄稿募集の通知を見て、後楽寮の改築と私の生まれ年がちょうど

同じで、とても意外に感じました。後楽寮での年月は、研究生活の上で最

も忙しかった何年かで、思い出してみると感謝しかありません。後楽文化

の伝承力に触れた何年かに幸運にも日本文化との良縁に恵まれ、槇文彦や

篠田桃紅など芸術家の講演や作品に接し、とても感動しました。東京オリ

ンピック開催も遠くありません。平穏無事に成功されることを心よりお祈

り申し上げます。それと同時に私が関わっている研究項目も新たな局面を迎えようとしていま

す。Big surpriseが訪れる予感がしています。 

 

後楽寮生の暮らしは？ 
 

寮内には自治組織として｢寮生委員会｣があります。寮のために

貢献したいという志のある寮生の代表 10数名で構成され、任期は

1 年、担当ごとにいろいろな活動を企画・運営しています。例え

ば秋の国慶節祝賀会、冬の春節祝賀会の 2 大イベントはもちろん

のこと、美術館鑑賞会、学術サロン(後楽講堂)、スポーツ大会な

ど、互いの友情を深め、留学生活の質の向上を目指しています。 

その他、寮内にあるボランティアグループとして、中国の医師

免許を持つ人は医療相談班を、手先が器用な人は自転車修理班を、

日本語専攻の人は日本語教育班を、というように専門知識や特技

を生かしたさまざまな形の貢献が行われています。留学生活の不

安・不便を少しでも解消し、楽しく円滑に暮らせるよう、お互い

に支え合って生活しています。 

寮生委員会定例会議 

花見交流会 
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王 健男さん  国家政府部門審議専門家 

1996年～1998年在寮 東京大学大学院 化学産業専攻 
 

寮で過ごした 2年間に寮生活のありがたみを身に染みて感じました。感銘

を受けたのは、あの初秋の東京の黄昏どき、ふらふらと部屋に入った瞬間、

目に飛び込んできたのは、新しく取り換えられた暖色の掛布団でした。きれ

いに畳んで置かれたその柔らかい手触り、淡い香りが思いの外喜ばしく、研

究室でたまっていた疲れが吹き飛んでしまいました。 

 帰国して何年か経ち、厳粛な会場にいても賑やかな宴会にいても、短い時

間でしたが、異国で養った心境がありありと目の前に浮かびます。職業柄、

日本製の商品輸入の事案を審議します。温かい後楽寮の情景が思い出され、いつでも私を公平公正

にさせるのです。一飯の恩情は 20年以上たった今でも忘れられません。 

 

 

方 志偉さん  北京大学肿瘤医院･主任医師、二級教授 

1．1991 年 10月～1993年 3月在寮 東京医科歯科大学 訪問学者 

2．2000 年 4月～2003年 3月在寮 東京医科歯科大学 博士課程 
  

後楽寮 35年の歴史の中で、複数回入寮している人は少ないでし

ょう。私は 10年の間に 2度入寮しました。後楽寮は中日両国の共

同運営の一つの重要な範例であり、留日学人のアットホームな寮

です。2回目の入寮時には寮生委員として、管理部門と協力し有意

義な仕事をさせていただきました。多くの寮生や日本人と友人に

なり、今でもそのうちの何人かと連絡を取り合っています。博士

課程在学中には東京医科歯科大学中国留学生会の会長を務め、同

窓生たちと一緒に後楽寮の多くの活動にも参加しました。もう何

十年過ぎましたが、たくさんの思い出があります。後楽寮の益々

の発展をお祈りいたします。 
 

 

尼加提 熱合木さん  新疆医科大学基礎医学院病理解剖学教研室 教授 

(ニジャット)      1992年 5月～1993年 5月在寮 

東京医科大学病院第二病理講座 肿瘤病理学専攻 

【心に残る思い出】 

1.後楽寮は高度な管理サービス、美味しくて安い食事、低廉な家賃、美し   

い環境に恵まれています。 

 2.後楽寮の建物、特に計算された居室内部の設計が優れています。 

3.留学中にできた何人かの日本の友人と未だに連絡をとっています。 

4.長野ホームステイでの思い出は忘れられません。 

 5.留学では日本国民や日本国の文化に対する深い理解が得られました。

私の能力を向上させ、医学教育の発展に貢献することができました。 

6.私に留学の機会を与えてくれたことに感謝しています。留学期間には互いに助け合う心と

思いやりの精神を学びました。 

 
 

 

◆新時代を担う日中友好の架け橋に… 
  

 最後に、後楽寮 35年の節目を迎えることができましたことに感謝申し上げます。後楽寮はま

さに中国留学生の家として、日本で勉学に励む皆さんの奮闘を支えています。そしてこれから

も日中友好の懸け橋となる人材を育成するという使命を果たしてまいります。引き続き、温か

いご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。                （留学生事業部） 

2002 年 12 月 26 日、後楽寮忘年会

にて全寮生を代表し挨拶を述べる 
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆受動喫煙対策について当館の 

取り組み 
 

2020年 4月 1日より改正健康増進法、及び

東京都受動喫煙防止条例が同時に施行された

ことを受け、当財団敷地内での喫煙は、屋内

外共に喫煙室以外は禁止となりました。 

当財団はかねてより分煙・受動喫煙防止に

取り組み、本館事務棟地下 1階には 10年以上

前から喫煙室を設置しておりました。しかし

ながら、この度の法令・条例に準拠する仕様

に改修するため、2017年に工事を行いました。

その際は厚生労働省（東京労働局）からの助

成金を活用しました。 

 

 
 

 

ホテル棟については、2016年に 1階ロビー

に喫煙室を設置しております。この工事実施

に当たっても、東京都産業労働局の補助金を

活用しました。 

元来ホテル棟は、2011 年から 2019 年迄フ

ロアごとの改修を行っており、改修したフロ

アは禁煙フロアに指定し、その数を毎年増や

してきましたが、1 階ロビーの喫煙室完成以

降は、客室を全室禁煙とすることができまし

た。 

更にホテル棟では、喫煙を要望されるお客

様がまだ一定数おられる事情にあわせて、

2019年に 8階に 2室目の喫煙室を作り、お客

様の利便性、及び客室内禁煙の実効性を向上

させました。その際も東京都産業労働局から

の補助金を活用することができました。 
 

 

 
 

 

事務棟とホテル棟には、テナント従業員や

宿泊客を始め、たくさんの方が出入りします。

喫煙室の整備は当然コストが掛かりますが、

そのコストと利用者の利便性とのバランスが

大切であると考えております。その意味で、

国・自治体の助成金・補助金が、環境整備を

する上で大変有効であったと考えています。 

なお、別館後楽寮及び日中学院では、設置

していた灰皿を撤去し、後楽寮生や学院受講

生の皆様へ向け、禁煙への理解を求めており

ます。 

 

 
 
 

今後とも当財団では、法令順守のうえ、本

館（事務棟・ホテル棟）及び別館（後楽寮、

日中学院）の快適で安全な環境作りに尽力し

てまいります。      （資産管理部） 

本館事務棟地下 1階喫煙室 

 

ホテル棟 1階ロビー喫煙室 

本館事務棟地下 1階喫煙室 

 

後楽寮内の灰皿を撤去 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

半瓶醋      マスクは思い遣りから 
 

理事長のコラム  
 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

新型コロナウイルスの感染が広がりを見せてから、日本ではマスク不足が報じられた。ここ

ぞとばかりフリマアプリを使った販売に注目が集まった。品薄を狙ったと思われる値段がつけ

られたが、その後転売は政令で禁止された。いくつかの報道によれば、マスクや ECMOなどは日

本での生産量は減少している。今回の新型コロナの世界的流行で需要が一気に高まると品不足

に即対応できない。コスト競争力の観点などから、産業のグローバル化が進み世界経済の発展

を牽引してきたことは認めつつ、グローバルな分業体制について万が一のリスクにどう対応す

るかの議論は日本でもでてきている。 

それはさておき、今回はマスクである。 

日本のマスクは明治時代になってから主に炭鉱などで働く人たちの粉塵除けとして制作され

たが、1918年のスペイン風邪流行をきっかけに予防品として注目を浴びたようである。 

マスクは①家庭用マスク{風邪、花粉対策や防寒、保湿の目的に使われる}、②医療用マスク{不

織布を三層にして 3μm(1000 分の 3ｍｍ)以上の微粒子を 95％以上捕集できる}、③産業用マス

ク{防塵対策に使用され厚労省の所管の国家検定に合格した使い捨て式防塵マスク}に分類され

ている。意外なことにいずれも日本の国内においては薬事法には該当しない雑貨品扱いだ。た

だし、産業用マスク DS2 は日本の労働安全衛生法により防塵マスクの規格に基づいた型式試験

に合格している。N95は米国労働安全衛生研究所が定めた規格に合ったものである。その効果を

簡単に言えば、咳やくしゃみでウイルスが拡散するときは、粒子の周りに水分が含まれている

ので直径約 5µｍの飛沫となり医療用(サージカル)マスクで予防可能だが、空気中に浮遊してい

る直径 5µｍ以下の飛沫核による空気感染が予想されるときは N95や DS2などのマスクが必要と

いうことだ。 

4月 7日に緊急事態宣言が発令される前は、私が通勤に使う電車の 7人掛けのシートに座って

いる乗客のうち 4 人はマスクをしているのを見たが、緊急事態宣言発令後は 7 人中 7 人がマス

クをしている。しかし、よく考えれば飛沫は 3.0µｍ～5.0µｍ、インフルエンザウイルスは 0.1µ

ｍだ。保菌者のウイルス拡散防止にはマスクはそれなりの効果があるだろうが、ウイルスなど

の防止効果は不十分ということである。 

米国はマスクをつける習慣はなく、なおかつ、少なくとも 18州には公共の場でマスクをする

ことが違法であるとする「反マスク法」と呼ばれる法律があるそうだが、多くの米国人が日常

的にマスクを着用し始めたそうである。(読売新聞 5月 10日付ワールドビュー） 

新型コロナウイルスは感染していても無症状のケースが報告されている。ならば、マスクは

ウイルスから自分の身を守るというよりは、むしろ、自分から他の人に感染させないという思

い遣りの気持ちから着用するものだと考えたほうがよさそうである。 

今までのところ、日中友好会館の主要な交流事業である青少年交流事業や文化交流事業が延

期や中止を迫られている。大切な交流事業再開のためにも、世界が力を合わせて特効薬や免疫

の一日も早い開発に成功するよう願いつつ、会館職員もマスクをつけて今やるべき仕事に取り

組んでいるところだ。 
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＊今月の表紙＊ 
 

「蛇盤兎」 中国剪紙 内蒙古 劉静蘭 

「中國剪紙の世界」図録より 
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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 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 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 


