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《第 29 回 中国文化之日》 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 

 展覧会「雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展」 

 公演「雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演」 

《日中友好会館美術館》 
◆貸美術館催事「水木・櫻華―清華大学同窓生東京藝術展」 

「シルクロード・文明・伝承―世界華人書道精品巡回展」 

 
◆孔鉉佑大使が来館  

◆主催展「金山農民画展 中国のレトロ＆ポップ」終了報告 

◆6 月談話会 ◆千代田区日中友好協会定期総会･懇談会 

◆後楽寮生が刀剣博物館･すみだ北斎美術館を見学 

◆｢JENESYS2019｣中国高校生訪日団 

 
◆後楽寮は私の財産 ◆応用生命化学を極めたい 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

 

  第 29 回 中国文化之日 
 

 悠久の歴史にはぐくまれた多彩な中国文化を皆さまにお届けする催し「中国文化之日」――。 

1990 年より日中両国の文化交流の促進と友好を深めることを目的として毎年開催、おかげさま

で本年は第29回を迎えます。心待ちにされている皆さまのために、一足早くお知らせ致します。 

 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 
 

今年の中国文化之日は「孔雀の舞う楽園」と題し、中国雲南省

シーサンパンナ(西双版納)に暮らす少数民族の｢衣・食・住｣展と

歌舞公演を開催します。 

中国といえば漢民族の文化をイメージされる方も少なくないと

思いますが、多民族国家の中国は、各地の気候や風土も全く異な

る多彩な文化の宝庫です。今回ご紹介する雲南省シーサンパン

ナには、古くから 13 の民族が互いの文化･風習を尊重し合い

ながら暮らしています。当会館でこの地に注目するのは初め

ての試みとなります。ぜひ、ご来場ください。 
 

 

 

主 催：公益財団法人日中友好会館、雲南省西双版納タイ族自治 

州文化と旅遊局 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、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 

 
 

 

 

 

 

≪展覧会「雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展」≫ 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

本展ではシーサンパンナに暮らす、タイ族、ハニ族、ラフ族、プーラ

ン族、そして中国 56 民族のうち 56 番目に認知されたジノー族の民族衣

装、装飾品、食器、楽器、住居模型等を展示。カラフルで珍しい少数

民族の暮らしを身近に感じられる企画です。 

孔雀舞 

会 期：9月 27 日㈮～10 月 20 日㈰ 

    ＊月曜休館 

会 場：日中友好会館美術館 

時 間：10:00～17:00 

 (10 月 18 日、19 日は公演終了時まで開館) 

入場料：無料 

タイ族 プーラン族 

ハニ族 

密林に囲まれたｼｰｻﾝﾊﾟﾝﾅの村 
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≪公演「雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演」≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

本公演では、孔雀が舞い、まるで楽園のようなシーサ

ンパンナの世界をお届けします。シーサンパンナタイ族

自治州民族歌舞団より選抜された団員 13 名が来日し、

タイ族をはじめプーラン族・ハニ族・ジノー族の伝統的

な歌舞、民族楽器の演奏、少数民族衣装のファッション

ショーなど、多彩な演目を披露します。 
                  

シーサンパンナタイ族自治州民族歌舞団は、1954 年の

設立以降、中国の国宝級ダンサーといわれるヤン・リーピン（楊麗萍）など、高い技術を誇る

舞踊家を多数輩出してきました。今回は 1993 年以来 26 年ぶりとなる日本公演となります。皆

さまのご来場をお待ちしております！ 

 

 

【中国物産展】 
  

中国の雑貨、お茶、食品などの販売を行います。毎年恒例、珍しい物品に出会えるチャンス！ 

ぜひ一度、お立ち寄りください。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【催事・チケット問合せ】文化事業部  

電話：03-3815-5085（平日 10 時～17 時） 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

黄金に光り輝くタイ族の宮廷舞踊 

 

日 時：10 月 18 日㈮ 18:30～ 

19 日㈯ 13:30～／17:30～   

20 日㈰ 13:30～／ 

＊初回公演はオープニングセレモニーあり 

全 4公演(各回 30 分前に開場、上演時間約 60 分）
 

会 場：日中友好会館 地下 1階大ホール 
 

入場券：全席指定、前売り 1,000 円 

(空席があれば当日券 1,200 円を販売) 

後楽会会員には優待席を別途ご用意いたし

ます。 

● チケット購入 ● 

会館事務局またはチケット販売サイト 

｢ｅ＋イープラス｣http://eplus.jp にて、 

8 月 20 日より販売します。ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄのﾁｹｯﾄ

購入機でも購入できます。 

期 間：10 月 16 日㈬～10 月 20 日㈰ 
 

時 間：11:00～17:00（公演日は公演終了時まで） 
 

場 所：日中友好会館地下 1階 第一会議室 

躍動感あふれる象脚鼓舞 
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日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「水木·櫻華―清華大学同窓生 

東京藝術展」 

 

清華大学美術学院は中国において独特の風

格と伝承を持つ大学院であり、ユニークで個

性溢れる芸術作品はこれまでに多くの称賛を

得ています。今回、本学院を卒業した若き芸

術家達が心を込めて創作した油絵、中国画、

彫刻、日本画等の作品を携え、芸術を愛する

日本の皆様に素晴らしい視覚の宴を開きます。 

私たちは芸術のインスピレーションは生活

から生まれると深く信じており、真善美をた

たえることは全世

界の芸術家達が追

い求める目標でも

あります。皆様の

ご来場を心より楽

しみにしておりま

す。 

 

 

 

 

【問合せ】 

戴争 

電話：090-6164-9597 

 

 

 

 

◆貸美術館催事 

｢シルクロード･文明･伝承― 

世界華人書道精品巡回展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 年は日中青少年交流推進年であり、ま

た日中文化交流協定締結 40 周年にもあたり

ます。それを記念し、また、日中両国の書道

文化交流のさらなる促進のため、全日本華人

書法家協会、(一社)日中書法文化交流協会、

中国国際交流文化センター、世界華人書法家

協会が共同で書道精品巡回展を開催します。 

展覧会では、啓功、沙孟海、劉炳森、欧陽

中石、蘇士澍、張傑、周志高などの有名書道

家の作品の他、日本国

内外で活躍する華人

書道家の作品、青少年

の優秀作品5点を含む

約80点を展示します。 

中国から書道家代

表団が来日し、開幕式

では揮毫会も行いま

す。この機会に中国伝

統の書道作品をぜひ

ご鑑賞下さい。 

 

 

 

【問合せ】 

一般社団法人 日中書法文化交流協会 

電話：03-5856-0706 

会 期：8月 23 日㈮～8 月 30 日㈮ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00 より開幕式 

最終日は 14:00 まで 
 

主 催：全日本華人書法家協会 
 

入場料：無料    

 

会 期：8月 1日㈭～8 月 7日㈬ 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00 開館、開幕式 

最終日は 15:00 まで 
 

主 催：清華校友書画社   
 

入場料：無料 

張傑「孟子句」 

張鵬「新緑」 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

 

◆孔鉉佑大使が来館 
 

7 月 5 日、孔鉉佑 中華人民共和国駐日本国

特命全権大使が着任挨拶のため日中友好会館

を訪れた。 
 

 

 

 
 

 

はじめに宮本会長代行より孔大使へ、会館

事業全般に対するご理解・ご支援に感謝の意

を伝え、程永華 前大使の離任により空席とな

っていた会館名誉顧問への就任を依頼した。

孔大使は、大使着任にあたり、新しい時代に

ふさわしい中日関係の構築に全力を尽くして

いく決意を述べられた。あわせて、会館名誉

顧問への就任についても快諾された。さらに、

先の G20 での日中首脳会談における合意を受

け、会館事業についても青少年交流をはじめ

とする新しい時代に合った新しいプロジェク

トや役割について期待を寄せられた。 
 

 

 

 
 

 

その後、本館地下二階にある事務局、別館

の日中学院と後楽寮を訪問、後楽寮では中国

留学生らに拍手で出迎えられ、一人ひとりの

握手に応じた。 

後楽寮生との交流会では、長きにわたり留

学生宿舎を運営してきた会館に対し改めて敬

意と感謝を表した。また、将来の日中関係を

担う若者へ向けて激励の言葉をかけられ、会

場は大きな拍手に包まれた。さらに「学以致

用（学んだことを役立てる、役立てるために

学ぶ）」という揮毫をしたためられ、留学生た

ちにとって大きな励みとなった。 

中国大使館からは楊宇公使参事官、胡志平

公使参事官らも同行し、会館事務局一同も、

着任間もない孔大使に接する貴重な機会とな

った。 
 

 

 

 

 

また、7 月 2 日に都内で行われた孔鉉佑大

使着任レセプションには、江田五月顧問も出

席し、旧知の孔大使の着任にお祝いと期待を

述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会館役員らとの会談 

後楽寮生との交流会 

笑顔で挨拶する江田顧問と孔鉉佑大使、 

右は王秀君夫人 
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◆主催展｢金山農民画展 中国の 

レトロ＆ポップ｣終了報告 
 

日中友好会館主催展「金山農民画展 中国の

レトロ＆ポップ」を 6月 6日～26 日の会期で

開催し、18 日間の開催期間中 2,068 人にご来

場いただきました。 

金山農民画は、上海市金山区に住む農民が

得意としていた刺繍や剪紙、藍染め等の特徴

を生かし、大胆な構図と自由な発想で描かれ

たモダンアートです。本展では金山農民画の

草創期から活躍する作家ら 30 名による農民

画 70 点を展示しました。 

オープニングイベントでは、宮本会長代行

をはじめ、中国大使館文化部 石永菁参事官、

外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課 

井川原賢地域調整官、上海市金山区委員会 時

建英宣伝部長、金山農民画作家 陸学英氏など

多くの皆さまにお越しいただきました。開幕

式後は、陸学英氏による農民画レクチャーと

制作実演を行いました。 

 

 
 

 

 

 

本展覧会は「親子で楽しむ展覧会」をコン

セプトとし、「こどものための鑑賞会」や「プ

ラバンづくり」、「農民画ワークショップ」等、

子ども向けのイベントを多く企画。また館内

にぬりえコーナーやめくりパネル式のクイズ

を設け、小さなお子さんでも楽しめるよう工

夫しました。 

 

 

 
 

今回、当会館では初めての試みとなった「こ

どものための鑑賞会」では 1歳～11 歳の子ど

も 24 名とその保護者 28 名、計 52 名が参加し

ました(午前と午後の二部制)。講師の冨田め

ぐみさん(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)から“子どもと楽しく美術を

鑑賞するポイント”についてガイダンスを受

けた後、美術館を 3 つのブロックに分け、各

ブロックで気に入った絵を発表し合いました。 
 

●「こどものための鑑賞会」参加者の感想 
 

・美術鑑賞は“子どもを静かにさせないと”

という雰囲気があり、今まで遠慮していま

したが、今回は和やかな雰囲気の中、親も

楽しむことができました。 

・講師が子どもの目線から分かりやすく説明

してくれて良かったです。 

・絵を通して、まだ知らない世界を知り、子

どもと共に喜びを分かち合える素晴らしい

時間でした。 

・小さい頃から本物に触れる貴重な機会にな

りました。 

オープニングイベントでのテープカット 

金山農民画が描かれたオリジナルのリボンを用意 

こどものための鑑賞会 

乗り物や動物の描かれた絵が人気 

金山農民画作家 陸学英氏による制作実演 
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本展を通して入場者調査とアンケートを実

施したところ、全体の 71％が日中友好会館美

術館に初めて来館した方でした。また、「とて

も良かった」という回答が 96％を占め、梅雨

の時期で天候も不順でしたが、年齢層を問わ

ず、多くのお客様に足をお運びいただいたこ

とに感謝いたします。 
 

●来場者の感想 
 

・どの絵も色彩が鮮やかで、楽しい気持ちに

なりました。 

・農民画を初めて知りました。中国の農村な

らではの風景や暮らしぶりが明るく生き生

きと描かれ、これまでのイメージが変わり

ました。機会があれば訪れてみたいです。 

・現代的なモチーフを用いた、新しい作家に

よる新しい時代の農民画という印象を受け

ました。 

・作家の皆さんの郷土に対する愛情や、素朴

な毎日の生活への愛着が感じられ、思わず

自分のふるさとの景色や懐かしい人の笑顔

に会いたくなりました。 

 

この展覧会をきっかけに、少しでも中国文

化に興味を持っていただけたら嬉しい限りで

す。今後もより多くの皆さまに愛される美術

館であるよう、イベント等も含め、さまざま

なアイデアを実践し、広い意味での中国ファ

ンを増やしていけたらと思います。 

    （文化事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆6 月談話会 
 

6 月の後楽会談話会は、6 月 27 日、後楽寮

生で東京大学大学院教育学研究科で生涯学習

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」というテーマでお話いただきました。 

江戸時代の朱子学者である林羅山と明治か

ら昭和にかけての哲学者である西田幾多郎を

比較しながら、二人の先人のアジア意識や西

洋に対する考え方について、わかりやすく講

義いただきました。 

参加者からは「西田幾多郎の思想の特徴に

ついて」、「日本の特殊性やアジアの共通性に

ついて」など多数の質問がありました。談話

会終了後に開催された懇親夕食会でも、引き

続き講師と会員、寮生たちと多くの質疑が交

わされ、盛況のうちに終了しました。 
 

 
 
 

＊ お知らせ ＊ 

8月談話会は、夏休みのためお休みします。

9 月談話会は、次号にてご案内します。暑い

盛りですが、皆さまお元気にお過ごし下さい。 

          （後楽会事務局） 

 

 

◆千代田区日中友好協会定期総会･ 

懇談会 
 

6 月 8 日、千代田区日中友好協会の 2019 年

度定期総会が神保町の咸亨酒店で行われ、留

学生事業部職員が出席しました。 

2018年度の活動報告、決算報告と監査報告、

2019 年度の活動計画などが報告されました。  

講師の唐剣明さん 

多彩なイベントが大盛況！ 
 

館内に設けた｢ぬりえコーナー｣では、子どもたち

が靴を脱ぎ、座ってくつろぎながら、オリジナルぬ

りえを楽しんでいました。 

プラバン作りでは、プレートを焼くたびに子ども

たちから｢わ～！｣と歓声が上がり、笑顔あふれる楽

しいひとときとなりました。 （文化事業部 T）
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留学生事業部では初めて定期総会に出席し、

改めて千代田区日中友好協会の様々な活動を

知ることができました。 

続いて田邊恵三会長の挨拶、千代田区の石

川雅己区長をはじめ、来賓祝辞があり、懇親

会が始まりました。石川区長は大学時代、中

国語を履修していたという話や、周恩来が留

学した東亜高等予備学校（千代田区の愛全公

園に記念碑あり）があった時代、神保町界隈

は古くから中国からの留学生が集まる中華街

として栄えていた話など様々な話題を聞くこ

とができました。 

この会には東亜高等予備学校を設立した松

本亀次郎氏のお孫さんもいらしており、今年

3 月に松本氏の出身地である静岡県掛川市で

行われた周恩来と松本亀次郎ろう人形除幕式

についての報告もありました。 

 千代田区日中友好協会には毎年「花見クル

ーズ」のご招待をいただくなど、後楽寮生が

大変お世話になり、さらに退寮後も引き続き

お世話になっている寮生も数名います。また、

春節や国慶節などの後楽寮行事にもご参加い

ただいています。今後も引き続き、活発に交

流していきたいと思います。（留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮生が刀剣博物館・すみだ 

北斎美術館を見学 
 

6 月 30 日、後楽寮生が「刀剣博物館」、「す

みだ北斎美術館」を見学しました。定例文化

交流活動の一つとして寮生委員会が企画・実

施し、在寮生約 30 人が参加しました。 

寮生たちは今回の活動を通じて、代表的な

刀剣や浮世絵を鑑賞し、日本の伝統技術なら

びにその時代の文化や歴史を学びました。中

でも、刀剣博物館でちょうど開催されていた

特別企画展「日本刀の見方 パートⅠ姿」では、

日本刀の基礎知識や鑑賞のポイントなど、わ

かりやすい解説がありました。伝統的な刀剣

の魅力に触れ、さらに知識を増やすことがで

きました。また、すみだ北斎美術館では館内

の展示品のみならず、女性建築家がデザイン

したその特徴的な建物にも興味を持ちました。 

 

 

 

参加者からは「今回の見学はとても多くの

収穫がありました。みんなで楽しく見学でき、

良い思い出になりました」「とても興味深い展

示品や絵画を見ることができ、多くのことを

学びました」などの感想が聞かれました。 

今回の活動では参加人数が多かったため、

団体券の購入に時間がかかったり、集合に遅

れる人がいたりと改善すべき点がいくつかあ

り、事前準備の徹底と参加者への周知が必要

だと感じました。寮生委員会では、今後も寮

生たちの留学生活をより豊かにするための

様々な活動を主催していきたいと思います。  

（後楽寮生 姜駿） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国高校生訪日団

が来日 
 

6 月 11 日から 6 月 19 日までの 9 日間、中

国高校生訪日団（団長：翟密林 山西省教育庁

基礎教育処 副処長）が来日した。本団は、山

西省・雲南省から選抜された高校生と引率の

計 100 名で、外務省が推進する対日理解促進

交流プログラム「JENESYS2019」の一環として

招聘した。 

すみだ北斎美術館の前で 
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訪日団は、東京都をはじめ、3 つの分団に

分かれて京都府・滋賀県・埼玉県・神奈川県・

北海道・大阪府を訪問し、高校訪問やホーム

ステイ等での交流や体験を通じて、同世代お

よび一般市民との友好交流と相互理解を深め

たほか、さまざまな分野における日本の魅

力・強みを体感した。 

 

日本のボランティアの現状について学ぶ 
 

本団は、「ボランティア」をテーマとし、日

本財団学生ボランティアセンターの宮腰義仁

氏よりセミナーを受けた。講師は日本の大学

生のボランティアに対する意識や取り巻く環

境について紹介し、ボランティアとは自発的

な活動で枠にはまらないことが大切であると

説いた。その後、講師への質問や感想を学校

ごとに話し合い、発表を行った。中国高校生

からは、参加したい人が多くいるのに、行動

に移していないのはなぜか、どうすれば日本

のボランティア活動に参加できるか、ボラン

ティア活動は自分を高めるためか、それとも

他人を助けるためか、など沢山の質問や感想

が挙がり、ボランティアとは何か？を自分た

ちなりに考えるきっかけになった。 

また、第 1・2 分団はしながわ防災体験館、

第 3 分団は横浜市民防災センターを訪問し、

応急救護やケガ人の搬送、要配慮者避難誘導

等を学び、災害が発生した時にボランティア

の立場でどのような対応ができるか、体験す

ることができた。 

 

 
 

高校訪問で授業や部活動参加を通して同世代

交流 
 

学校交流は、前半に京都府・北海道の 3校、

後半に埼玉県・東京都・大阪府の 3校を訪問。

各校とも多彩なプログラムが準備され、漢詩、

英語、数学、生物、体育などさまざまな授業

に参加したほか、茶道、自然科学、バスケッ

トボール、バレーボールなどの部活動も体験

した。また、日中の高校生が学校生活や文化

等を紹介し、共通点や相違点に驚くこともあ

った。当初、緊張していた高校生たちも、英

語や筆談、翻訳アプリやジェスチャーを駆使

してお互いのことを知り合い、楽しい時間を

共有した。 

 

 
 

 

ホームステイや酪農体験も 
 

また、各分団でさまざまな体験プログラム

に参加。第 1・2分団は滋賀県日野町でホーム

ステイを行い、各家庭で家事や農作業の手伝

い、小物作りや着付け体験等を通して、思い

出に残る時間を過ごし、ホストファミリーと

交流を深めることができた。第 3 分団は北海

道にて牧場で乳搾りやバター作りなどの酪農

体験や、和風温泉旅館に宿泊し、雄大な北海

道を体感した。 

そのほか一行は、東京都では虹の下水道館、

国会議事堂、ニコンミュージアム、江戸東京

博物館等、各地方では嵐山や伏見稲荷大社、

琵琶湖博物館、北海道キッコーマン工場や札ボランティアとは何か？熱心に話し合う高校生たち

（セミナー） 

バレーボール部の練習に参加して友情の汗を流す

（東京都立成瀬高校） 
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幌オリンピックミュージアム、ATC エイジレ

スセンター等を参観し、歴史・自然科学・政

治経済・文化など、広くさまざまな分野から

包括的な日本理解に努めた。 

帰国を前に中国高校生からは、「日本の高校

生がフレンドリーに接してくれてうれしかっ

た。たくさんの友人ができたので帰国しても

連絡を続け、今度は中国で再会したい」「セミ

ナーを通じ、ボランティアに必要な愛の心を

学んだ」「日本人はマナーを守り、協調性を大

切にしている。中国も学ぶべきだと思った」

「ホストファミリーとの交流では、言語は違

っても心は通じ合えると分かった」「帰国後は、

日本での体験をまとめて、学校内で発表を行

って共有したい」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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 日中学院よりお知らせ 
 

 中国語夏期集中講座 
 

東京オリンピックに向けて講座を開講しま

す！習ったフレーズを使って、来日観光客

の皆さんのお手伝いをしてみませんか?! 
 

8 月 6 日㈫、8日㈭、10 日㈯ 3 日間コース

①、② 

・オリンピックについて話そう！ 

 （中検 2級程度の方）①10:00～12:00 

・おもてなしの会話 

 （中検 3級程度の方）②18:45～20:45 
 

8 月 6 日㈫、7 日㈬、8 日㈭ 3 日間コース

③、④ 

・お試し中国語（入門講座） 

③10:00～12:00 王淑娟 

④18:45～20:45 小金井京子 
 

8 月 6 日㈫、8日㈭、10 日㈯ 3 日間コース

⑤～⑩ 

・「ピンイン一覧表」をしっかり読もう！ 

 （中国語の発音を一通り学んだ方） 

⑤10:00～12:00 渡辺真美 

⑥18:45～20:45 高木美鳥 

・聴解力アップ 

 （中検 3級以上、HSK5 級程度） 

⑦10:00～12:00 金鮮栄 

⑧18:45～20:45 孫国震 

・やり直し文法―補語について 

 （補語について一通り学んだ方） 

⑨10:00～12:00 長澤文子 

⑩18:45～20:45 胡興智 
 

各講座、定員がございます。受講料等の詳

細やお申込みはお電話、インターネット、

窓口等で受付しております。お気軽にご参

加ください。 
 

 

【申込み・問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

         https://www.rizhong.org/ 

 

自然の恩恵に感謝、そして感激！ 
 

滋賀県日野町でのホームステイに向かう途

中、車窓に虹が見え始め、日野町に近づくほど

大きくはっきり、そしてついに前方アーチ状

に！「ここまで長い時間かかっている虹を見た

のは人生初めて！」と高校生みんな感嘆の声。

田園風景の中、虹のアーチが全力で訪日団の来

訪を歓迎してくれているかのようでした。 

（総合交流部 Y）
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留学生通信 
 

 

後楽寮は私の財産 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科システム創成学専攻) 肖 冰 
 

2016 年 9 月 16 日、中

秋節の二日目、家族と食

事をとってから、私は東

京行きの飛行機に乗っ

た。ある一人の博士課程

学生による日本での留

学生活が始まったのだ

った。 

 あっという間に年月が過ぎ、初めは言葉が

通じず、文化の違いに戸惑うこともあった。

今になって日本での生活習慣にも慣れてきた。

学習すること、人を助けられる能力が身に付

き始め、日本での留学生活は私にとって貴重

な財産となった。 

 そしてこの楽しくもありほろ苦くもあり、

様々な感情が混在する経験の中で、最も私を

感動させ、忘れがたい思い出となっているの

は「後楽寮」である。ある人は「寮はただ寝

起きするだけの所でしょう、何か深い思い入

れなんてあるのですか」と言う。 

 それは違う。家から 2,000 キロも離れ、海

を隔てていれば、誰でも家を想って寂しく感

じてしまうものである。しかし後楽寮は、家

庭の温かさや安心を与えてくれる。また、優

秀な学者、先生たちの知恵が集まるところで

もある。留学している者同士が助け合って暮

らしている。 
  

日本の留学生活も残すところあと少し。後

楽寮は私の記憶の中に一筋の光を与えてくれ

た。後楽寮の温かさ、成功、喜びそのすべて

が一つのランプとなって、これからの私の人

生を明るく照らしてくれるだろう。 

 

応用生命化学を極めたい 
 

東京大学大学院博士課程 

(農学生命科学研究科応用生命化学専攻) 

辺 遍 

思いがけず、東京で

三回目の春を迎える

ことになりました。ま

だ日本に来たばかり

のような気がしてい

ます。有名な東京大学

農学生命科学研究科

で研究をすることができ、とても幸せに思い

ます。 

私の専攻する応用生命化学は、食品科学、

土壌微生物学、植物生理学、栄養学などの各

研究室があります。私はなかでも植物栄養研

究室に所属し、主にどうやって化学肥料の使

用を抑えつつ作物を育てるか、農作物の産出

量を増加させるにはどうすればよいか等の研

究をしています。これは私にとって非常に関

心のある領域です。 

私の主な研究は、遺伝子組織の鑑定技術を

利用し、私たちにとって重要な新しい農業技

術を開発することです。合わせて、精密で正

確な方法で、人工的に新種の作物を育ててい

くために、良好な遺伝学的基礎を築くことに

あります。 

研究室では、最新の遺伝子改変技術を利用

し、機能未知のタンパク質を解析したり、植

物体の中に遺伝子を導入する方法を用いて、

イネの形質転換についての研究を行ったりし

ています。それと同時に、農場での栽培試験

を実施しています。日本での研究生活は、と

ても充実しています。 

初心を忘れずに、使命感を持って、全人類、

運命共同生命体のために全力で奮闘したいと

思います。 
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＊今月の表紙＊ 
 

タイ族の新年祭「水かけまつり」に登場する少女たち 

第 29 回 中国文化之日「孔雀の舞う楽園」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 
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