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留学生通信 

 ◆2021年 4月 日中友好会館｢日中学院｣創立 70周年 

 

《第 31回 中国文化之日》 

 ◆主催展｢Chinese Shadow Puppets 陝西皮影の世界｣ 

 

 ◆後楽寮生、粽で端午節を祝う 

 ◆｢JENESYS2020｣日中大学生オンライン交流 

 ◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 8回) 

 

 ◆強い人間は自分の運命を嘆かない  

  ◆美しい日本の歌とともに 
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● 特 集 ● 
 

2021年 4月 日中友好会館｢日中学院｣が創立 70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日中学院は、1951 年 4 月に発足した｢倉石中国語講習

会｣を祖とし、長きにわたり日中両国の平和を願いつつ、中国語・日本語教育を通して両国の相

互理解を促進させてまいりました。ここで中国語を学んだ方は数万人に上ります。今回は 70周

年を迎えた日中学院を特集します。 
 
 

 

 

   今に伝わる建学の精神 
 

 学好中国话，为日中友好起桥梁作用！ 

       ―中国語を学んで、日中友好のかけ橋になろう！ 
  

 すべての教室に掲げられているこのスローガンは日中学院建学の精神

であり、そこに学ぶ学生と教職員たちの心に刻まれている言葉です。 

｢日本と中国がしっかりと手を結び合えるよう、まずコトバのかけはしを

築きたい――｣。日中学院の初代学院長であり｢倉石中国語講習会｣を主宰

した倉石武四郎博士は、1975年 11月に 78歳で生涯を閉じるまで、中国語教育の普及と発展に

心血を注ぎました。日中学院は 1972年の日中国交正常化以前よ

り民間中国語教育発祥の地として先駆的な役割を担いつつ、中

国語の発音を生きた言葉として耳と口から学ぶことを重視した

画期的な学習法により、日本全国にその名が知られ、｢中国語の

日中学院｣として、多くの優秀な中国語人材を社会に送り出して

きました。中国語の学習人口の増加にも貢献し続けています。 
授業風景（1950 年代） 
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日中学院 70周年に寄せて 

   

 江尻健二さんの功績  
                  吉田隆司(元日中学院学院長・日中学院校友会会長) 

  

 日中学院の前身、倉石中国語講習会が 1951 年に誕生してから 70 年、日中友好協会の中国語講習

会の時代を含めると 71年になります。現在では当初の様子を語っていただける方を見つけ出すのは

なかなか難しくなりました。 
   

 ただ、幸いなことに、日中学院の歴史をつづった記録誌『中国へかける橋』1～5 巻が残されてい

ます。これが日中学院の 70 年の歴史を知るときに欠かせない記録誌になっています。特に、1～3

巻には、民間での中国語学習運動、日中学院が日中友好会館(前身は｢満洲国｣留日学生会館 1935年)

と合体する順調とは言えない歴史、日中友好運動分裂の中、日中友好の質、立場を問われる事件へ

の対応、財政困難の中での自力更生、会計公開の選択等多くの資料が残されています。 
  

 この記録作成を担う中心だったのが、江尻健二さんです。

江尻さんは、1961 年に倉石中国語講習会の事務局職員に

なられてから、1994 年 3 月に副学院長として退職される

まで、倉石武四郎、藤堂明保、安藤彦太郎の 3人の学院長

のもとで、その補佐役として学院を支えられました。 
  

 江尻さんは、‘記録魔’でした。手帳、事務局の日記帳、

『学院報』等にご自身の考え、学院の歴史、証言等多くの

記録を残されました。江尻さんは 2017年 10月にお亡くな

りになりました。現在、有志によって江尻さんの遺稿文集

『江尻健二と日中学院』の編纂作業が進行中で、近く出版

の予定です。日中関係が大きく変化する中、学院の今後の

方向を探るうえで『中国へかける橋』とともに大きな助け

になりそうです。 
 

 
 

   記念展示「日中学院 70年の歩み」開催中～ 

 

創立 70 周年を記念して、現在、日中友好会

館別館日中学院 1 階ラウンジにて建校当時の

ポスターや昔のテキスト等を展示しています。

70 年にわたり中国語学習や日中の文化交流に

取り組んできた先人たちの熱い思いが伝わっ

てくる、大変興味深い内容です。 
 

※随時展示替えあり。開門時間等、詳しくは事務局 

 までお問合わせください。 
 

 日中学院は一つの大きな家族です 
 

昨年から新型コロナの影響でいくつか予定していた 70周年の記念 

事業が実施できませんでした。しかし何かできることはないかと思い 

｢70年の歩み｣の展示を企画・制作しました。 

一番苦労したのは写真集めです。日中学院には貴重な資料が大切に 

残されていて、それらアルバムの中から一つ一つ選び、スキャンして 

貼りました。教職員の皆さんから色々なアドバイスをいただいたり、 

作業をお手伝いいただいたりしながら、手作りで準備しています。 

一人でも多くの方に見ていただきたいので、ぜひお越しください！ 横山悠太先生(日本語科) 

1986 年 4 月 第 1 期日本語科留学生入学式 

筆者(後列左 1)と江尻氏(後列左 3)、 

前列中央は安藤彦太郎第 3 代学院長 
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在籍生からのメッセージ 
 

 多くの人々が大事にしてきた日中学院 

                        松下美菜(本科一年) 
 

 今年は日中学院が 70周年を迎えた記念すべき年である。 

 ロビーに展示されている昔の教科書は、清朝音韻学研究をはじめとした多くの

業績を残した中国語学者である初代学院長の倉石先生が著したものが複数あり、

当時この教材を用いて勉学に励んでいた先輩方は、きっと毎日溢れ返る新しい知識を意欲的に吸収

し、充実した学生生活を送っていたのだろう、と思いを馳せた。 
  

 私が大学で師事していた先生は中国史の専門だが、より研究を深めるため、大学院に通いながら

日中学院の別科で中国語を学んだとおっしゃっていた。先生が通っていた時期は日中国交が回復し

た頃で、日中国交正常化の年に撮影された写真に写っている人々の顔はとても喜びに満ち溢れてい

る。私の先生を含め、日中友好を胸にいだき、中国語を勉強している先輩方にとって、本当に嬉し

い出来事であったのだろう。 
  

 70 年もの長い年月の中で、多くの先生方と先輩方が中国語を学び、教え、

現在の日中学院がある。多くの人々が大事にしてきた日中学院で中国語を学

べていることに深く感謝し、次の世代へ中国語の魅力を伝える存在になりた

いと強く思った。 

 
 

 

 

 

   中国語は日中友好の｢力｣！ 
  

 日中学院には｢相互学習｣の伝統があります。日本語科

に在籍している中国からの留学生たちとの合同合宿や

毎年秋の文化祭、授業以外の余暇時間などを通じて日中

の異文化交流ができるのも特色の一つです。 

 お互いの言葉の上達はもとより、学院を卒業してから

も真の友人として親交を深める学生たちも少なくあり

ません。まずは言葉の壁を取り払う、そしてお互いへの

理解と信頼を深める――。中国語・日本語の習得はまさ

に日中友好の｢力｣なのです。 

 現在、中国語を母語とする人は世界で最も多く、英語に次ぐ世界共通語として全世界で学習

されています。日中学院には 80を超える多彩な講座、中国語を体系的に学習できるプログラム

があります。さらに書道、中国結びなど中国四千年の歴史と文化を学べる文化講座も充実して

います。教職員一同、学生さんたちの夢を叶えるべく、気持ちを一つにしてこの学院を支えて

います。伝統を守りつつチャレンジし

続ける日中学院に、これからもどうぞ

ご期待ください！  

 
 

 

【問合せ】日中学院  

 電話：03-3814-3591 

 E-mail：info@rizhong.org 

 URL：https://www.rizhong.org/ 

入学して間もない 5 月に行われる 

本科・日本語科の合同合宿 
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● 行 事 案 内 ●  

 

 第 31 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 31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

くお知らせいたします。 
 

◆主催展｢Chinese Shadow Puppets 陝
せん

西
せい

皮
ピー

影
イン

の世界｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国では古くから、光と影を巧みに操る影絵芝居“皮影戯”（ピーインシー）が、庶民の娯楽

として親しまれてきました。皮影戯には、牛やロバの皮を乾燥させ彫刻や彩色を施し、人物や

動物などを象った影絵人形“皮影”（ピーイン）が用いられます。

 本展では中国各地にある皮影の中でも、皮影戯発祥の地であり、またその豊かな装飾性と精

緻な美しさから中国皮影の逸品と称される｢陝西皮影｣にフォーカスし、皆さまにご紹介します。

会期中は会場にミニシアターが登場。皮影が実際にどのように動き“皮影戯”となるのか、皮

影の幻想的な世界を存分にご堪能いただけます！さらに展覧会関連イベントとして皮影戯公演

や皮影の製作実演などを開催する予定です。詳細は次月号にてご案内いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】文化事業部 

  電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

  E-mail:bunka@jcfc.or.jp 

←SNSでは、イベント情報を 

  いち早くご案内 ！ 

  フォローよろしくお願いします。 

会 期：9月 17日㈮～11月 7日㈰ ＊月曜休館 
 

時 間：10:00～17:00 ＊毎週金曜日は20:00まで開館、入場無料 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、陝西省文化観光局 
 

協 力：陝西省対外文化交流促進会、公益財団法人現代人形劇センター 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、渭南市文化観光局、中国文化センター、公益社団

法人日本中国友好協会、日本国際貿易促進協会、一般財団法人日本中国文化交流協

会、日中友好議員連盟、一般財団法人日中経済協会、一般社団法人日中協会 
 

※状況により展覧会予定に変更が生じる場合がございます。新着情報及び感染防止対策については、

ホームページまたは美術館 SNS をご確認下さい。 

汪天喜「穆桂英」  

（北宋時代に外敵から国を守った伝説の女性元帥） 

汪天喜｢水族｣ 

(竜王と海の兵

士たち) 
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆後楽寮生、粽で端午節を祝う 
 

6月 14日は旧暦の 5 月 5日にあたり、中国

の端午節です。中国では三大伝統節供といわ

れ、この日は一家団欒して粽(ちまき)を食べ

る習慣があります。日本でも中国にいるよう

な雰囲気を少しでも味わってもらおうと、日

中友好会館から寮生一人につき一つずつ粽を

配りました。醤油味に味付けされたモチモチ

した触感のある糯米に鶏肉が入り、竹の皮で

きれいな三角の形にくるまれた粽は大変おい

しく、寮生たちにも大好評でした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響で、留

学生の出入国は厳しい状況が続いています。

帰国したくてもできない留学生たちに、少し

でも後楽寮という大家庭の温かさを感じても

らえたのではないでしょうか。留学生の皆さ

んの生活が、一日でも早く通常に戻るよう願

っています。 

 

 

(留学生事業部） 

 

◆｢JENESYS2020｣日中大学生 

 オンライン交流 
 

2021年 6月 11日、「JENESYS2020」日中大

学生オンライン交流を実施した。本プログラ

ムは、日本と中国の大学生によるオンライン

交流を通して、相互理解の更なる深化、恒常

的ネットワーク構築を図ることを目的とし、

外務省が推進する「JENESYS2020」の一環とし

て、(公財)日中友好会館が実施した。 

中国大学生は中国日本友好協会を通じて募

集を行い、陝西省の西安交通大学、陝西師範

大学、西安外事学院、西安外国語大学、湖南

省の中南大学、湖南大学、湖南師範大学から

計 20名が参加した。日本大学生は上智大学、

中央大学、法政大学の協力を得て募集を行い、

計 18名が参加した。 

 

 
 

 

今回は、初対面の学生同士の英語でのオン

ライン交流ということを踏まえ、短時間で深

い交流ができるよう、企業のチームビルディ

ング研修などに用いられている「ワークスタ

イルトランプ」を使用して交流した。参加学

生は、52項目の働き方に関するキーワードの

中から、事前に一人一人、自身が重視する 5

項目を選んでおき、当日は、日中混合の 5グ

ループに分かれて「私の理想の働き方」をテ

ーマに英語でディスカッションを行った。各

日中大学生で活発に議論・交流 

 

粽を配るコックさん 

お昼の食堂で粽の列に並ぶ寮生たち 
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自がどのキーワードを選んだか、その理由と

背景を紹介した後、互いにインタビューした。

各キーワードは、「安定志向」「大手/堅実志向」

「フリーランス/ 手に職志向」「ベンチャー / 

起業家志向」の 4つに分類されており、グル

ープメンバーが選んだ項目をまとめたマトリ

ックス図を参考にしながら、グループメンバ

ーの傾向や特徴について分析した。話題はジ

ェンダー問題や日中の文化的・教育的背景に

まで及び、非常に活発な議論が行われた。 

その後、各グループの代表者がディスカッ

ションの成果を発表した。「日本では自分の夢

や得意なことを追求することが求められるが、

中国では親や家族の期待に応えることが求め

られる」「ワークライフバランスから社会の性

別役割分担意識について話し合った」「日中ど

ちらの学生も“社会に貢献すること”の項目

を選んでいたが、中国の学生は社会環境を変

革することで国に貢献することを考え、日本

の学生は自分の能力や個性を発揮することで

人々に貢献するとイメージしていた」などと 

報告した。 

最後に東京大学大学院総合文化研究科・教

養学部 阿古智子教授より、「働き方とは、家

族や他者とどのような関係を築いていくかと

いうこと。多くの学生が多様性の重要性につ

いて言及していた。皆さんが社会の中心にな

れば、良い方向に社会を変えていけるのでは

ないかと期待している」と講評を受けた。 

終了後のアンケートには、「この交流を通し

て視野を広げ、コミュニケーション能力を鍛

え、職業観の確かな基礎を作ることができた

（中国大学生）」「日本の学生の考え方の社会

的背景や社会問題への視点の違いなどが分か

った（中国大学生）」「“理想の働き方”という

大学生共通の関心が高い話題で楽しく議論で

きた（日本大学生）」などの声があった。 

この交流によって両国学生が互いの多様な

価値観、人生観を理解し合い、今後の生き方

に生かすとともに、日中両国の友好促進に貢

献してくれることを期待したい。 

（総合交流部） 

参加大学生が選んだ、仕事を選ぶ上で重視する項目 
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◆日中青少年交流事業 参加者のそ

の後のストーリー(第 8 回) 
 

今回は、2019年の中国大学生訪日団に参加

し、その後研究生として来日している郭旭さ

んのインタビューをご紹介します。 

全文は日中友好会館ホームペ

ージ(右記 QR コードよりアクセ

ス可)でご覧いただけます。 
 

 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

郭：一つ目は、日本を実際に肌で感じてより

深く知ることができ、大学卒業後日本に留

学する決心をしたこと。二つ目は、公共施

設を参観し観光スポットを巡ったことで、

視野が広くなり、日本の伝統文化に対する

理解も深まったこと。三つ目はグリーンイ

ンフラをテーマとするセミナーを聞き、新

たな環境保護分野の理念を学べたことです。 
 

― 訪日中に見聞きしたことはその後の生活、

学業、就職、仕事の方向性を決めるのに役立

ちましたか？ 
 

郭：もともと日本文化に興味があり、大学卒

業後日本に留学しようと計画していました

が、訪日後、その決意がより固いものとな

りました。帰国後は、日本語や英語等の語

学試験の勉強にはげみ、思い通りの成績を

修めることができました。その後、目標と

する学校の大学院に出願できました。 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

郭：順調に日本で修士課程を修了できたら、

可能なら博士課程に進んで勉強を続け、い

つか性能が格段によく環境に優しい触媒を

研究開発して、実際に生活の中で使えるよ

うにしたいと思っています。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 
 

郭：現在のメディアとネット上には様々な情

報があふれていますが、なかには報道内容

が間違っているものや偏ったものがあるの

で、青少年の皆さんが閲覧する際は注意が

必要です。両国の青少年が真に相手の国を

理解したいと思うなら、やはり自らその国

へ行って現地の生活を体験し、そこの人々

と触れ合うのが一番よい方法でしょう。真

の友情とは双方の文化を知り、理解し合う

ことで生まれます。両国の青少年には普段

の生活の中でたくさんよい交流をして欲し

いです。         (総合交流部) 

 

 
 

  日中学院 

  本科(2年制専門課程)説明会を兼ねた 

 中国語無料公開講座 
 

中国語を身につけて自分らしい生き方 

を実現させませんか! 本科入学希望者を 

対象に、発音を中心とした無料公開講座 

（オープンキャンパス）を開催します。 

お気軽にお申込下さい。 
 

日 時：8月 28日㈯ 

  9:30～11:30 発音公開講座 

  11:30～13:00 在校生との交流会 

＊状況により Zoom での開催となり、 

交流会は行いません。 
 

 【問合せ】日中学院  

      TEL:03-3814-3591 

 

郭旭さん プロフィール 

太原理工大学 化学化工学院で化学工程・製造

技術を学ぶ。2019 年（大学 4 年時）、「日中植林・

植樹国際連帯事業」2019 年度中国大学生訪日団

第 1 陣に参加。卒業後来日し、北海道大学 触

媒化学研究所で研究生として学んでいる。 

tel:03-3814-3591
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強い人間は自分の運命を嘆かない 
 

 東京大学大学院博士課程 

(農学生命科学研究科生産･環境生物学専攻) 

崔 金瑩 

 修士課程を終

えた私は、コメ

(コシヒカリ)の

研究への愛着と

敬意から、日本

の大学院博士後

期課程に進学しました。そして 3 年間、コシ

ヒカリを対象にして、様々な実験や研究方法

を試しながら遺伝子型の改造を試みています。

大々的に発表できる成果はまだ得られていま

せんが、私の夢が叶ったので、嬉しく思いま

す。 

 月日はあっという間に流れ、卒業まで 1 年

未満になってしまいました。ここ数年の留学

生活で、私の居場所は実験室と後楽寮の 2 つ

しかありませんでした。私にとっての後楽寮

は、まるでサンクチュアリー（聖域・特別区

域）です。後楽寮の存在があったから、仲間

たちと苦楽を分かち合い、心を充電して励ま

し合うことができたのです。研究のストレス

と悩みの闇から抜け出してほっと一息つくひ

と時を許してくれた後楽寮。その支えがあっ

たからこそ、研究に打ち込めました。 

 2020年は第 45期後楽寮寮生委員会として、

カラオケや大型文芸活動を担当しました。寮

生みんなが心を一つにして、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のために共に戦い抜いた光

景が今でもはっきりと目の前に浮かんできま

す。残りわずかな後楽寮生活となりましたが、

私の留学生活において、ここで送った日々、

肌で感じた空気は、最も色濃く鮮やかに私の

心の中に残ることでしょう。 

 

美しい日本の歌とともに 
 

 早稲田大学大学院博士課程 

 (人間科学研究科健康福祉専攻)汪 凱揚 
 

 子どもの頃から

歌を歌うことが好

きな私は、両親が歌

う日本の歌のメロ

ディを聴いて育ち、

何曲か口ずさめる

ようになりました。

子どもながらに日

本の歌の美しさを感じていたのです。 

 1972年日中国交正常化以来、日本の優れた

文芸作品がたくさん中国に入ってきました。

両親と同世代の中国人は、これらの作品を見

たり、聴いたりして日本の文化を知りました。

私も両親の影響を受けて、その素晴らしい文

化をもっと知りたいと思うようになりました。 

 ほとんどの中国の若者は日本のアニメを見

たり、ポップスを聴いたりして育ちます。し

かし私は 1970 年代、80 年代の昭和歌謡と日

本映画が大好きです。俳優の高倉健さん、歌

手の千昌夫さんは私の大好きな日本の芸能人

です。 

 5 年前、中国よりもっと進んでいる社会福

祉の勉強をするために来日し、日中友好会館

の先生たちのお陰で後楽寮の一員になれまし

た。昨年 10月には国慶節の演出で森進一さん

の｢襟裳岬｣、今年 2 月には春節の演出で尾崎

紀世彦さんの｢また会う日まで｣を歌いました。

両親とともに口ずさんだあのメロディ、懐か

しさとともに心の奥底にある感情が呼び覚ま

されたのです。 

 将来帰国したら、周りの親友に美しい日本

の歌を歌ってあげたいと思います。そして日

中友好のために美しい日本の歌を歌い続けた

いです。美しい日本の歌、いつまでも私を元

気づけてください。 
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＊今月の表紙＊ 
 

  汪天喜「社火」 

   様々な民間芸能や出し物で春節を祝う中国の伝統的な祭り｢社火｣の様子を描く。 
 

   第 31回 中国文化之日 主催展「Chinese Shadow Puppets 陝
せん

西
せい

皮
ピー

影
イン

の世界」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 
 

＊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。 

寄附額 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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【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 


