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 表 紙  
 

「険しい山」   漆画   作者：孫暁東 
 

主催展「漆×絵画のハーモニー 蓮福美術館蔵中国漆画展」より 

中国の伝統山水画を学んだ作家が、それを踏まえ自分なりに南方の険しい山の風景を再構築し 

描いています。広大な土地に散らばっている無名の風景は、作家の筆により大らかで、伸びや 

かで、自由で厳粛で静かな絵となり、壮大な風格を備えます。 
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● 特 集 ● 
 

日中平和友好条約締結 40 周年記念 日中大学生交流式典 開催 
 

 

～次代を担う日中の大学生 

500 人が交流しました～ 
 

 

日中友好会館は、日中平和友好条約締結 40周年を記念し、2018年 11月 30 日に東京で「日中

大学生交流式典」を開催しました。東京を中心とした 32大学の日本大学生約 250人、中国側は

「日中植林・植樹国際連帯事業」日中大学生五百人交流団(4頁後述)で来日した 22大学の学生

約 250人、合計約 500人が一堂に会し、交流しました。 

式典と夕食交流会の二部構成で行われ、日中大学生による素晴らしいパフォーマンスが披露

されたほか、学生たち一人ひとりが 10 年後の未来に向け、日中平和友好条約締結 50 周年を迎

える未来の日中関係や、日本と中国の未来の大学生に向けて書いた一言メッセージ、メッセー

ジをイメージして描いたイラストなどの“未来への message”が紹介されました。辻清人 外務

大臣政務官、中華人民共和国駐日本国大使館 楊宇公使参事官も若者に向けて祝辞を送りました。 

 

より身近で親しい国へ ―― 
 

日中大学生同士が共に日中関係について考え、語り合い、

笑い合い、相互理解の大切さを改めて認識することになった

一日。大学生たちは、自分たちがこれからの新しい日中関係

を築いていこうと、決意を新たにしていました。 
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◆日中大学生による素晴らしいパフォーマンスの競演 
 

「日中大学生交流式典」では、日中それぞれの大学生がこの日の

ために練習を重ねてきた素晴らしいパフォーマンスを披露しまし

た。はじめに明治大学三曲研究部(写真右下)が、琴・三味線・尺八

で日本の美しい“和”の音色を奏で、続いて湖北省大学生(左写真)

が、日本でも有名な『時の流れに身をまかせ』や、友情が末永く続

くよう願いを込めた『友誼天長地久』など中国の歌を披露、早稲田

大学混声合唱団(前頁左下写真)による瀧廉太郎作曲『花』のアカペラでは、桜咲く春を思い起

こさせる素晴らしいハーモニーが会場を優しく包みました。 

最後は色鮮やかな少数民族の衣装を纏った雲南省大学生(左下・中央写真)が、迫力ある伝統

舞踊と歌で喝采を浴び、会場をおおいに盛り上げました。 

 

◆未来へのメッセージ ～ 10 年後の未来に向けて 
 

早稲田大学法学部の中野一希さん(写真右下)と、武漢大学日本語専攻

の黄煌さん(前頁上段写真/右下)の 2名が、両国大学生を代表し“未来へ

のメッセージ”を発表しました。 

中野さんは「我喜欢青岛啤酒!!(私はチンタオビールが好きです)」の

一言で会場の笑いを取った後、大学の国際寮で 2 年間同室だった中国人

留学生と過ごした経験を話しました。「自身にとって初めての身近な中国

人。共に生活を営むことは新鮮な体験だった。毎夜語り合い、一緒に旅

をする中で絆を育み、今では最も尊敬する先輩であり友人となった。異なる国の出身でも、お

互いが顔を合わせて語り合えば必ずや通じ合える」と、相互理解の重要性を訴えました。 

黄煌さんは、パンダとトキが会話しているイラストを見せながら、「中日両国は近隣として、

時々喧嘩をしたり、揉め事を起こすかもしれないが、お互いにとって大切な存在。これからも

仲良くしていけば、きっともっといい友達になれる」と、力強く語りました。 
 

～未来への message～ ほんの一部をご紹介します 
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◆「日中植林・植樹国際連帯事業」日中大学生五百人交流団 
 

今回の式典に参加した中国大学生は、2018年 11月 25日から 12月 1日までの 7日間で来日し

た日中大学生五百人交流団(団長＝林怡 中国人民対外友好協会 副会長)の 252 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ました。 

「地方間交流」をテーマに、日本の各

自治体と友好交流提携を結ぶ 5 地域(※

下記)の中国大学生で構成され、「日中大

学生交流式典」への参加のほか、環境・

防災に関するセミナー・視察、友好交流

自治体への表敬訪問や植樹活動、大学生

との交流、各地域の魅力や特色を体感でき

る視察・参観・体験等を行いました。7日間のさまざまな活動を通し、日本と中国、また地方間

同士のつながり、日中青年同士の絆を深めることができました。 (※寧夏回族自治区＝島根県、

湖北省＝長崎県、雲南省＝岩手県、浙江省＝福井県、河南省＝三重県)    
 

日中大学生対話に参加 

式典同日には、代表学生が日本大学生とともに「日中大学生対話」  

に参加しました。日中合計約 30人で、「2020年東京五輪・2022年 

北京冬季五輪開催を通じて、日中の青年同士の交流を増進するため 

には、どういった協力ができるか」をテーマに意見交換をしました。 
 

＜中国大学生の感想＞ 
 

・日本に対する印象がすっかり変わりました。訪日前は、四方を海に囲まれ災害が頻発する小国と

いうだけの認識でしたが、日本や日本人の素晴らしい点をたくさん発見することができました。 

・この数日間で日本が好きになりました。がんばって大学院に合格し、また日本へ来たいです。 

・植樹活動がとても有意義でした。中日関係の未来を象徴する木の苗が丈夫に成長する姿を見るこ

とは大きな希望です。 

・ホームステイ体験では、日本の家庭に入り、積極的に交流できました。温かい家庭の雰囲気が素

晴らしかったので、自分も携帯電話を置いて、自分の家族と交流しようと思いました。 

・帰国後は SNS を通じて自分が体験したことをそのまま伝えたいです。先入観や偏見を捨て、人の

言うことを鵜呑みにせず、自らの目や耳で見聞きするよう勧めたいです。そうすれば友好的で調

和の取れた、心の通い合う中日交流の環境を作ることができると思います。 

・中日両国の大学生が今後の両国関係に明るい希望を抱いていることが感じられました。私たち若

者は国家建設の主力です。このような交流の機会が増えれば中日両国のわだかまりも早く解決し、

両国関係は更に発展すると思います。 

 

◆2019年「日中青少年交流推進年」をスタートに  

５年間で３万人の青少年交流 
 

昨年 10 月、北京での日中首脳会談において日中両国政府は、2019 年

を「日中青少年交流推進年」と銘打ち、今後 5年間で 3万人の青少年交

流を進めていくことを合意しました。日中友好会館総合交流部は、これ

までの経験とノウハウを活かし、「日中青少年交流推進年」の一翼を担

うべく、より一層努力してまいります。
 

福井県でのホームステイ 島根大学での交流 

 
 

日中交流の基本は心 
 

ﾛｺﾞﾏｰｸは China-Japan

の頭文字 Cと Jを組

み合わせ、ﾊｰﾄ(心)

を形作っています 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆主催展｢漆
うるし

×絵画のハ-モニ- 

蓮福美術館蔵中国漆画
し つ が

展｣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

蓮福美術館(福建省厦門市)が所蔵する漆画

作品を展示しています。 

中国漆芸は悠久の歴史を持っていますが、

二十世紀の初め頃から衰退していきました。

そのような中で革新が図られ、東西文化両方

の刺激を受け、漆芸の新しい花―中国漆画が

芽生えました。漆を用いて作者が表現したい

ままに絵画のように

描きます。最先端の

潮流を取り入れ、漆

工芸の技法と画力に

よってうまれたこの

中国の新しい民族芸

術は、漆ならではの

表現が絵画とマッチ

し、奏でられるハーモ

ニーが魅力です。 

皆様のご来場をお

待ちしております。 

 

 

◆美術館イベント 
 

①抽選会 

2月 5日㈫(春節＝旧正月)～9日㈯の 5日間

に、新春をお祝いする空くじなしの抽選会

を開催します。 
 

②ミュージアムコンサート 

日時：2月 7日㈭ 14:00～（約 1時間） 

出演：高欲生（古琴奏者） 

参加無料。 

事前申込制（席数 50、 

立ち見は申込不要） 

約 3千年の歴史がある中国

伝統楽器・古琴の演奏。 
 

③中国茶芸 

日時：2月 14日㈭ 14:00～（約 1時間半） 

講師：鄭燕（中国茶芸師） 

参加費：500円/人（材料費込） 

事前申込制 （席数 30） 

奥深い中国茶の紹介

と茶芸披露のほか、中

国茶三種の飲み比べ

も行います。品茗杯(湯のみ)をプレゼント。 
 

≪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 
鐘誉「移ろい」 

会 期：開催中～2月 19 日㈫ 

＊日曜休館 
 

時 間：10:00～17:00 
 

主 催：(公財)日中友好会館、 

蓮福文化伝播(厦門)有限公司 
 

協 力：(株)アジア太平洋観光社 
 

後 援：中国駐日大使館、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、日本福

建経済文化促進会、(一社)黄檗文

化促進会、中国民間文芸家協会漆

芸委員会、(株)OHS-JAPAN 
 

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。 

蘇国偉「夢の中の蓮・1」 
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◆貸美術館催事 

「第十七回天真書法塾発表会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

今年で第十七回目を迎える「天真書法塾発

表会」を開催いたします。天真書法塾で学ぶ

本科生の中国古典を手

本とした臨書作品、師範

科生の自由書など、個性

豊かな作品を展示し、一

年の成果を皆さまにご

覧いただきます。ご来場

をお待ちしております。 

 

【問合せ】 

一般財団法人天真会 

 電話：03-5311-2640 

 

 

◆貸美術館催事 

｢中国奥地の蘭展・書峯展」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

本展では、例年 100鉢の「蘭」と 60～70点

の新作の「書」を展示してまいりました。中

国奥地の蘭協会は、日中国交正常化の縁(えに

し)となった「蘭」の調査・研究、愛培・保存

を目的とした団体で、「中国奥地の蘭展」はそ

の成果を世に問うものです。 

多彩な色彩と、“王者香”と称される馥郁と

した香りの春剣蘭・蓮弁蘭・朶朶香、伝統に

培われた澄ん

だ翠緑色を身

上とする一茎

一花…等、多く

の優秀品種を

展示します。 

「蘭」と「書」のコラボレーションによる

展示の妙もお楽しみください。 

 

【問合せ】 

中国奥地の蘭協会 富永 

電話: 090-6182-3043   

  

 
 

  日中友好後楽会 
 

◆2 月談話会・交流夕食会  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生で早稲田

大学人間科学研究科にて社会学を学ぶ、中国

社会科学院研究生院の郄汀潔さんを講師に迎

え、中国茶道における礼儀、飲茶の歴史、中

国茶の基本的な分類についてご紹介いただき

ます。茶事の実演もあります。 

この機会に中国の茶文化を学び、日本茶道

との違いについて理解を深めてください。た

くさんの皆様のご参加をお待ちしています。

談話会後は、館内にて懇親夕食会を予定して

おります。 

テーマ：「中国茶道の侘び寂び」 
 

日  時：2月 21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。 

会 期：2月 26日㈫～3月 3日㈰ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊最終日は 13:00 まで 

主 催：蘭展示：中国奥地の蘭協会 

書展示：書峯会 

入場料：無料 

会 期：2月 22日㈮～2月 24日㈰ 

時 間：22日㈮ 12:00～19:00 

 23日㈯ 10:00～17:00 

 24日㈰ 10:00～16:00 

主 催：一般財団法人天真会 天真書法塾 

入場料：無料 
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◆第 28 回観桜会  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 今年で 28 回目になる観桜会を開催します。

例年利用している小石川後楽園内「涵徳亭」

が改修工事で使用できませんので、会館内の

レストランで実施いたします。 

 後楽会会員の皆様、中国大使館や関係者各

位ほか、大勢の方をお招きします。年に一度

の大きな集まりですので是非ご参加ください。 

 なお、小石川後楽園は開園(16:30最終入場)

しておりますので、お時間が許せば是非、桜

を愛でてからご来館頂ければと思います。 

 

【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 

 

 

 

日中友好会館事務局 

休日のお知らせ 
 

2月 4日㈪ 、2月 5日㈫ 
 

中国春節(旧正月)の 2月 4日㈪、及び 

その前日の 2月 5日㈫の 2日間を休日 

といたします。 
 

 (注:上記 2 日間は日中友好会館ビル全体の 

休館ではございません。) 
 

   ＊日中友好会館美術館は、主催展会期中 

   につき、2月 4日㈪・5日㈫も開館して 

おります。 

 

 

貸ホール・会議室のご案内 
 

日中友好会館地下 1 階にある大ホールと第 

 一会議室は、主に会議やセミナー、各種イベ 

ント、展示会等でご利用頂いております。 

料金や予約状況、申込み方法等の詳細は、 

当会館ホームページをご覧ください。 

皆様のご利用をお待ちしております。 
 

http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/hall 

 

 

 

大ホール 

（286 ㎡/168 名収容） 

 

 

 
 

第一会議室 

（66 ㎡/24 名収容） 

 
※ご利用日の 6 カ月前の月の 1 日よりお申し 

込みが可能です。 
 

 

【申込み・問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 資産管理部 

(土･日･祝を除く平日 9:30～17:30) 
 

〒112-0004 

東京都文京区後楽 1-5-3 後楽国際ビル 2 階  

電話：03-3868-0571 

FAX：03-5802-7141  

 

日  時：3月 28日 ㈭ 17:30より 

    (受付：17:00～) 
 

会 場：日中友好会館 1階「馥」 
 

参加費：2,000円（会員） 

   ＊非会員の方はお問合せ下さい。 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆2018後楽会(中国)友好聯誼会 

 年次総会 
 

2011 年に成立した後楽会 OB・OG 組織であ

る後楽会(中国)友好聯誼会が、昨年も 12月 1

日に年次総会を開催し、日中友好会館からは

佐藤常務理事、留学生事業部職員が参加しま

した。 

今回も北京をはじめ各地から参加があり、

30年前から最近まで在寮していた 100名以上

の元寮生、会館職員、後楽寮食堂の調理師が

一堂に会しました。また、中国教育国際交流

協会の李春生副秘書長、欧美同学会留日分会

の張新宇副秘書長、呉従勇元中国代表理事、

馮樹龍元文化事業部長にもご来賓として参加

いただき、元寮生の皆さんと交流を深めまし

た。最高齢 78歳から最近退寮した新しい OB・

OG、たまたま一時帰国中の現寮生と、幅広い

世代の参加となりました。 

 

 

まず総会に先立ち、元寮生の戚暁東医学博

士による講演会「乳腺ガン治療技術の進展と

病例分析」が行われました。その後、年次総

会が始まり、周暁光会長（留学生事業部 前部

長、現 北京郵電大学教授）、佐藤常務理事、

ご来賓の挨拶がありました。続いて各地域の

分会を代表して、吉林、上海、山東分会より

活動報告がありました。そして“後楽寮の歌”

を紹介、参加者で合唱しました。新旧の寮生

同士の交流も盛んに行われ、抽選会などでも

大いに盛り上がりました。 

 留学生事業部としては研究分野が同じ元寮

生同士や世代を超えた同じ出身地同士のマッ

チングが出来たり、在寮時の出来事を語り合

ったり、充実した会となりました。 
 

 

 

 

 2019年度も新たな分会を設立予定で、すで

に準備を始めています。留学生事業部では、

引き続き後楽会(中国)友好聯誼会と連携し、

後楽寮のネットワークをますます広げていき

たいと願っています。   （留学生事業部） 

 

 

◆中国留学生を囲む望年会に 

後楽寮生が参加 

  

12 月 6 日に中国留学生友の会主催「第 10

回中国留学生を囲む望年会」が開催されまし

た。来たる年への希望の意味を込めた「望年

会」として毎年行われているもので、今回も

後楽寮生と留学生事業部職員が参加しました。 

 

 

はじめに来賓紹介と中国大使館教育処の侯

書会二等書記官、主催者代表の野田みどり世

話人代表･幹事長の挨拶がありました。その後、

参加者全員で記念撮影をし、世話人の代表に

佐藤常務理事と懇談する元寮生たち 

 

2019年の再会を誓い記念撮影 

 

野田みどり世話人代表・幹事長による主催者挨拶 
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よる乾杯の発声とともに交流会がスタートし

ました。会の半ばではジャンケンゲームやビ

ンゴ大会、後楽寮生が歌を披露しました。最

後はお楽しみ抽選会もあり、参加者一人一人

に記念品もいただきました。 

中国留学生友の会には望年会をはじめ、国

会見学やバス旅行など毎年さまざまな活動に

後楽寮生を招待していただいています。後楽

寮では歌の披露や春節祝賀会などにご招待す

ることでしか恩返しができません。ですが、

参加した寮生や帰国した元寮生は、行事に参

加して、研究や勉強で忙しい毎日にひと時の

楽しさや体験を味わうことができたと感激し

ていました。 

この場をお借りしまして、長年中国留学生

のためにご尽力されている中国留学生友の会

と会員の皆様に改めて感謝いたします。 

（留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮防災訓練の感想(寮生参加者） 
  

火災、地震などの災害が起きた場合、どの

ように対応すべきか、どういうふうに避難経

路を利用して逃げるのか、12 月 20 日、留学

生事業部は文京区防災課と連携して、寮生の

私たちに防災知識を紹介してくださいました。 

まず、留学生事業部の先生は後楽寮内の避

難経路と防火扉の使い方を説明しました。各

階に非常口と非常階段があり、もし火災が起

きたら、近くの非常口から避難します。一方

の地震は、ドアが壊れると開けられなくなる

恐れがあるので、最初にドアを開けておかな

ければなりません。それにもう一つ注意すべ

きことは、廊下に荷物を置かないことです。

なぜなら逃げる際に、それが邪魔になるかも

しれませんから。 

その後、寮の前で防災演習を行いました。

起震車に入って、震度 4 から 7 までの大地震

に近い揺れを感じました。それから煙ハウス

に入り、火災による煙を疑似体験しました。

私が印象深いのは煙ハウスです。ハウスには

白い煙が満ちていて、私たちは順番にハンカ

チで口を塞ぎながら通りました。中に入ると、

目の前が何も見えなくなりました。人体に無

害な煙だと分かっていても、自分が死んでし

まうのではないかと怖くなってきました。幸

い、同行の友達から、壁に触れながら前へ進

めばいいと教えられ、やっと落ち着きました。

今後は、決して火災を引き起こさないように

細かいことまで気を付けなければいけないと

しみじみ感じました。 

 

 

 最後に、消火器の使い方や後楽寮研修棟内

の避難経路なども紹介して下さいました。 

地震や火災など、災害の発生は避けられま

せんが、できるだけ被害を最小限にしたいと

思います。そのために、私たちは防災知識を

身につけなければいけません。今回の訓練は

ただの演習ではありません。災害の残酷さを

知り、自分と他人の安全意識を高めることが

できました。学んだことを生かし、人々の幸

せのために頑張りたいと思います。 

 

 

（後楽寮生 林娜） 

起震車体験を終えて 

煙ハウスの体験 
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◆後楽寮座談交流会を終えて 
 

2018年 12月 22日、後楽寮で後楽寮座談交

流会を行いました。日中平和友好条約締結 40

周年に際し、中国語雑誌『新大陸』の創刊 30

周年記念と、『寮・生‐後楽寮を生きる人々‐』

（編者 夏瑛・陳昭、新世界出版社）の発刊を

記念し、現役寮生とかつて後楽寮に居住して

いた諸先輩方との交流の機会を増やす目的で

行われました。上述の雑誌と図書は元後楽寮

生が編集・出版に多大なる貢献をしており、

後楽寮の伝統を引き継ぎ、未来を見据えると

いう大きな役割を果たしています。 

当日は鄭中国代表理事をはじめ、中国大使

館教育処 安載鶴一等書記官、順天堂大学副教

授・中国留日同学総会 汪先恩会長、留学生事

業部前部長・後楽会(中国)友好聯誼会 周暁光

会長、杏林大学 劉迪教授、雑誌『新大陸』陳

楽平 元編集長、老華僑の代表 韓慶愈氏など

が出席しました。 
 

 
 

 
 

座談会では執筆者・編者を中心に、学術・

民間交流を担ってきた後楽寮の伝統を受け継

ぎつつ、今後果たすべき役割などについて活

発な意見交換がなされました。 

参加者からは「後楽寮の過去から未来へ向

かう全体の流れが理解でき、感銘を受けた」

「引き続き教育学習・中日交流・内部交流の

プラットフォームが非常に重要だろう」「日本

にいる後楽寮生のネットワーク作りに向けて、

今後の取り組みに期待したい」「後楽寮は私た

ちの帰る所であり留学生の家である。後楽寮

の発展は祖国の発展と共にある」等の感想が

聞かれました。     （留学生事業部） 

 

 

◆「JENESYS2018」アジア国際子ど

も映画祭 2018参加訪日団が来日 
 

2018年 11月 20日から 28日までの日程で、

「JENESYS2018」アジア国際子ども映画祭 2018

参加訪日団 10名が来日した。本団は、第 12

回アジア国際子ども映画祭に作品を制作出品

した中国高校生で構成され、外務省が推進す

る「JENESYS2018」の一環として招聘した。 

訪日団は、東京と北海道を訪れ、第 12回ア

ジア国際子ども映画祭に関連するプログラム

に参加したほか、各地で日本の社会や文化、

自然、歴史に関する視察など、さまざまな活

動を行った。 

 

北見市で映画祭や交流プログラムに参加 
 

北海道北見市では、北見市表敬・ウェルカ

ムセレモニーに出席し、第 12回アジア国際子

ども映画祭に作品を出品した 15カ国・地域の

団員が辻直孝北見市長から歓迎を受けた。 
 

また、映画祭作品視聴、交流会、学校交流

など、さまざまなイベントに参加し、各国・

地域団員や北見の小・中・高・専門学校生や

市民と交流を深めた。 
 

映画祭本選大会では、海外及び国内各ブロ

ックの「自己責任」をテーマにした応募作品

から受賞作品が発表された。残念ながら中国

の出品作品は入賞しなかったが、団員からは

「各国・地域の作品を鑑賞し、テーマの表現

方法がさまざまで、とても勉強になった」「交

流会で多くの参加者と交流し、連絡先を交換

した。今後も連絡を取り続けたい」との感想

が聞かれた。 

左から鄭中国代表理事、韓慶愈氏、 

安載鶴一等書記官、汪先恩会長 



 

 会館だより 2019年 2月号 No.356  

 

- 11 - 

 

学校訪問と北海道・東京での参観 
 

また、一行は東京で東京学芸大学附属国際

中等教育学校を訪問した。美術、英語の授業

参加や昼食交流、部活動見学を行い、日本の

学校生活を体験し、同校生徒と交流を深めた。 

  
 

その他、北海道と東京で幅広い対日理解の

ための視察参観を行った。北海道では、北網

圏北見文化センター、北見ハッカ記念館等を

参観し、歴史文化や地域の産業への理解を深

めたほか、遊覧船で阿寒湖を渡ってマリモを

観察したり、ボッケ自然探勝路ガイドツアー

に参加して阿寒国立公園の森を散策したりと、

北海道の雄大な自然に触れた。東京では、根

津美術館で日本の美術に触れたほか、国会議

事堂を視察し日本の政治を学んだ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

団員からは、「日本の高校生がとても温か

く積極的に交流してくれた。帰国したら自分

も人に対して友好的に接しようと思う」「地

域文化を広く宣伝し、保護していることが、

とても印象深い。私たちもこの点をもっと重

視すべきだと思った」「日本人の仕事や学業

に打ち込む精神に驚いた。熱意や責任を持っ

て向かう姿勢を見習いたい」といった感想が

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） 

 

 

◆「JENESYS2018」香港・澳門高校

生訪日団が来日、東京・茨城・京

都・広島で日本高校生と交流 
 

2018 年 12 月 9 日から 17 日までの 9 日間、

香港・澳門高校生訪日団(香港団団長＝李伊瑩 

九龍真光中学 校長、澳門団団長＝郭敬文 澳

門培正中学 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 74

名(香港 49 名、澳門 25 名)で、外務省が実施

する「JENESYS2018」の一環として招聘した。 
  

訪日団は、東京都をはじめ、茨城県・滋賀

県・京都府・広島県を訪問し、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。 

 

AI技術の講義や防災学習 
 

訪日団は、認知発達ロボティクス研究を行

う玉川大学工学部情報通信工学科の岡田浩之

教授より、「赤ちゃんとロボット」というテー

マで講義を受けた。講師はロボットと赤ちゃ

んの共通性や人工知能研究の歴史と応用例に

ついて説明し、人工知能にとって人間の何気

ない動きが実は一番難しく、高校生のうちに

人間とは何かを考えることが大切であると説

いた。質疑応答では多くの質問があがり、香

港・澳門高校生が日本の AI 技術について理解

するのに大いに役立った。 

日中生徒が福笑いをして交流 

（東京学芸大学附属国際中等教育学校） 

アジア国際子ども映画祭本選 
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また、香港団は池袋防災館、澳門団はしな

がわ防災体験館を視察、日本の防災を学び減

災について考えるきっかけとなった。澳門団

は広島県宮島で杓子作り体験を行い、日本の

伝統文化について理解を深めた。両団とも和

風温泉旅館にも宿泊し、日本文化を体験した。 

 

 
 

高校生交流やホームステイを体験 
 

学校交流は、前半は茨城県・東京都の高校

3 校、後半は京都府・広島県の高校 3 校を訪

問し、各校で温かい歓迎を受けた。英語・体

育・芸術・理科など、さまざまな授業に参加

したほか、茶道・柔道・和太鼓・バトントワ

リング・剣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、スマートフォンの翻訳アプリも活

用してアニメやファッションなど同世代共通

の話題で盛り上がり、各校で楽しいひと時を

過ごした。 
  

また香港高校生は滋賀県日野町を、澳門高

校生は広島県北広島町を訪問し、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、野菜の収穫や薪割りなど香港

や澳門ではできない体験をしたりして、それ

ぞれ思い出に残る時間を過ごし、ホストファ

ミリーと心を通わせることができた。 

 そのほか一行は、東京都では日本科学未来

館・皇居二重橋・江戸東京博物館、滋賀県で

は甲賀流忍術屋敷、京都府では金閣寺・伏見

稲荷、広島県では厳島神社・平和記念資料館・

平和記念公園・広島城を参観した。これらの

プログラムを通して、包括的な日本理解に努

めた。 

 香港・澳門高校生からは、「学校交流で日本

の高校生と国境を越えた友情を築くことがで

き、とても嬉しかった」「日本の高校生は真剣

に部活動に取り組んでおり、精神面の成長に

大いに役立つと思った」「ホームステイでは人

の温かさや文化の違いにふれ、お別れのとき

は涙が止まらなかった」「日本人が誠実に真剣

に仕事や生活に向き合う姿を見習うべきだと

思った」「日本でのすべての経験が一生忘れら

れない思い出になった。帰国後は校内放送や

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） 

原爆の悲惨さと平和の尊さを学ぶ 

(広島平和記念公園) 

 

音楽の授業でトーンチャイム演奏に挑戦 

（茨城県立土浦湖北高等学校） 

 

 

パフォーマンスがレベルアップ!! 
 

毎年、来日前の事前学習でパフォーマンスの練

習もしてくる高校生たち。これまで微笑ましい

ものが多かったのですが、今回は格段にレベル

アップ。特に澳門はギター演奏・歌・踊りのコ

ラボで素晴らしかった! 訪日団随行の楽しみが

また一つ増えました。     （総合交流部Ｉ） 
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◆第 21回｢日中学院倉石賞」 

日中 21世紀翻訳会･周而復『長城万

里図』(全六巻)刊行会が受賞 
 

2018年 11月 24日、第 21回日中学院倉石

賞の表彰式を行いました。日中学院では、創

始者である倉石武四郎先生を記念し、民間中

国語教育の普及・向上および日中文化交流に

貢献した個人・団体を表彰しています。今年

度は 9件の申込みがあり、選考委員会による

審査の結果、「日中 21世紀翻訳会･周而復『長

城万里図』(全六巻)刊行会」が受賞しました。 
 

 

 
 

周而復氏が 10年をかけて著した『長城万里

図』は、1937年の盧溝橋事件前後から日本が

降伏した後、毛沢東が国共重慶会談に出席す

るため 1949年 8月重慶に到着する場面までを

描いた大長編現代歴史小説(全 375万字）です。 

姫路獨協大学の伊井健一郎教授が中心とな

り、この小説の翻訳活動を始めたのが 1995年、

2017年 6月に最後の第六巻｢霧の重慶｣が出版

され、全六巻の翻訳・出版完成まで実に 22年

の歳月が費やされました(翻訳本は 13冊)。 

この事業の完成は、｢日中関係の現代史をし

っかりと認識しよう｣という信念に基づいて

企画推進を貫徹された伊井氏の熱意と、翻訳

作業に協力された延べ 134 名にも及ぶ翻訳者

の方々の献身的な努力とを切り離すことはで

きません。本書が多くの人々に読まれること

は日中学院の願いでもあります。（日中学院） 

  

 

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 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【連絡先】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 

 
 

後楽寮 

日中学院の片寄浩紀学院長(左)から代表の 

伊井健一郎氏に賞状を授与 
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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋     周年行事のあとに思うこと 
 

理事長のコラム  
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

吉田松陰はその師、佐久間象山の勧めで 1854年ペリー再来航の時に米艦隊に頼みこみ海外に

出ようとして拒絶された。象山は西洋流の軍学を通じ先進国の工業や技術を学ぶため、松陰に

海外先進文明の吸収を期待したらしい。松陰は出国の願いを拒否されたあと幕府の役人に自首。

1854年 10月に士分の者を入れる囚屋である野山獄に閉じ込められた。（『講孟余話』岩波文庫） 
 

その野山獄で「孟子」を学んだことが「講孟余話」として残されている。冒頭は「経書を読

む第一義は、聖賢に阿(おも)ねらぬこと要なり」から始まり、既定の読み方に捉われない姿勢

が示されている。更に「孔孟生国を離れて、他国に来給えること済まぬことなり、凡そ君と父

は其義一なり」と続く。松陰の時代は正に黒船による幕府への脅威が今までになく増していた

ため「異姓の卿(君主の一族ではない大臣)であれば君過ちあれば諌め反復して聴かざれば則去

る」（『孟子』万章章句下、岩波文庫）は松陰の採るべき道とはならず、「子の親に事(つか)うる

や、三たび諌めて聴かざれば号泣して随う」（『四書五経』東洋文庫 44、平凡社）によって、あ

くまで目前の危機に立ち向かうことを最優先したかったのだろう。松陰が幕府に自首した理由

もここにあるように思う。 
 

一方、松陰が気に入って全文を紹介し、反復熟読を勧めたのが「孟子尽心章句上」である。

遊説家でもある諸侯の一人にその心得を説いた言葉である。要約すれば、 

「遊説家であれば人君が認めても認めてくれなくても平然としていることが肝要だ。ただ欲

に眼をくれず、徳を尊び義を楽しんでさえおれば必ず平然でいられる。このような人物であ

ればたとえどんなに困窮しても義に外れたことをしない。どんなに栄達しようと道から離れ

ることもない。だから人民の期待を裏切ることもないのだ。昔の賢者は志を得て栄達すれば

必ずその恩沢は人民に及ぶし、志を得ないで民間に隠れると自分の身を修養して人格高潔の

士として名声が自然に世に現れたものだ。逆境にあれば一人自分の身を修めて立派にし、栄

達すれば広く天下の人々をも同じく一緒に善に導いたものだ」（『孟子』岩波文庫） 
 

松陰が「此の章、大いに吾心を得る」と語ったことは、当時松陰が置かれた厳しい境遇を考

えれば大きく頷ける。フビライの「元」に出仕することを潔しとせず死ぬまで地下牢獄に幽囚

されても正気を失うことのなかった南宋の文天祥の「正気歌」は有名だが、松陰に正気を保た

せたものは「孟子」だったに違いない。 
 

日本は古来、文化、芸術のみならず思想や哲学も中国の漢籍に多くを負っている。その共通

基盤から日本と中国が手を携えて、新たに世界に発信できる価値観を次の周年行事の前に掘り

当てる努力をする必要があるのではないだろうか。 
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 会館行事と人の動き 12/１～31  
 

● 会館行事 
 

12/ 12018後楽会(中国)友好聯誼会年次総会 

12/ 4～12/12「JENESYS2018」中国高校生訪日団第 3陣 来日（12/5同団歓迎会）※他団体実施 

12/ 6第 30回理事会 

後楽会気功・中国画教室 

12/ 7～12/ 9貸美術館催事「丁輔之“海派甲骨文”書法藝術伝承展・東京展」 

12/ 9～12/17「JENESYS2018」香港・澳門高校生訪日団 来日 

（12/10同団歓迎会、12/16歓送報告会） 

12/11～12/14貸美術館催事「『紅いパン』絵画展 IN JAPAN」 

12/11～12/15「日中植林・植樹国際連帯事業」中国外交部中堅幹部代表団 来日 

12/13後楽寮 新旧寮生委員会懇親会 

12/15後楽寮寮生委員会主催 後楽寮生忘年会 

12/18～12/21貸美術館催事「一衣帯水～日中芸術展」 

12/20後楽寮防災訓練 

後楽会気功・中国画教室 

12/22後楽寮座談交流会 

12/28文化事業部 趙平部長 離任 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

11/30～12/ 2佐藤常務理事 中国出張（北京、12/1 後楽会(中国)友好聯誼会年次総会 出席） 

12/ 3中国人民外交学会 名誉会長、元外交部長 李肇星氏 面会（宮本会長代行、荒井理事長） 

元寮生 フリークリエイター 王純氏 来館 

12/ 4中国緑化基金会 許新橋副秘書長 来館(荒井理事長、鄭理事、佐藤常務理事、総合交流部) 

元寮生 上海香蔵貿易有限公司 申健氏 来館 

中国留学生友の会 藤田誠史事務局長ほか 来館 

12/11元寮生 中国工業信息化部調査研究院 葉林氏 来館 

中国外交部中堅幹部代表団 来館・後楽寮見学 

（荒井理事長、鄭理事、佐藤常務理事、総合交流部、留学生事業部） 

12/13國學院大學国際交流課 石山昭彦次長ほか 来館（留学生事業部） 

12/19元職員 後楽会(中国)友好聯誼会 周暁光会長 来館（荒井理事長、鄭理事、佐藤常務理事） 

12/27(株)東京ドーム業務部 松浦秀範課長 来館 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

12/ 3「中国改革開放 40周年と日中経済・貿易協力シンポジウム」（鄭理事、佐藤常務理事） 

12/ 4「新公益法人制度施行 10周年記念シンポジウム」（荒井理事長） 

12/ 6中国留学生友の会主催「第 10回中国留学生を囲む望年会」（後楽寮生、留学生事業部） 

12/ 8宇宙ミュージアム「TeNQ」見学会（後楽寮生、留学生事業部） 
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