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◆日中青少年交流推進年 第 2回 日中大学生 500人交流 
 

《日中友好会館美術館》 

◆主催展｢ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展｣ 

◆貸美術館催事｢第十八回天真書法塾発表会｣｢中国奥地の蘭展･書峯展｣ 

《日中友好後楽会》 

◆2月談話会・交流夕食会 
 

◆留学生事業部 夏瑛部長 離任 
 

◆中国留学生を囲む望年会に後楽寮生が参加 ◆新入寮生説明会・懇親会 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2019年度中国大学生友好交流訪日団 

◆｢JENESYS2019｣第二十四回中国教育関係者代表団 

◆｢JENESYS2019｣アジア国際子ども映画祭 2019参加訪日団 
 

◆中国外交部より後楽寮の調理師が来日 
 

◆日本語の重要性 ◆ささやかな幸せ  

 

◆半瓶醋－理事長のコラム｢世相のことなど｣ 
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● 特 集 ● 
 

 

日中青少年交流推進年 第 2回 日中大学生 500人交流 開催 
 

 

日中友好会館は、2019年 11月 29日に東京で「日中青少年交流推進年 第 2回 日中大学生 500

人交流」を開催しました。東京を中心とした 22大学の日本大学生約 200人、中国側は「日中植

林・植樹国際連帯事業」2019 年度中国大学生友好交流訪日団(団長：袁敏道 中国日本友好協会 秘

書長、8頁参照)で来日した安徽省・江蘇省・河北省・浙江省・湖南省・陝西省の 6省 57大学の

学生約 300人、合計約 500人が一堂に会し、交流しました。 

日中大学生による大規模交流は、2018年 11 月に「日中平和友好条

約締結 40周年記念 日中大学生交流式典」として実施した交流に続き

2回目の実施で、今回は日中大学生ワークショップと夕食交流会の二

部構成で行われました。中山展宏 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。 
 

 

◆日中大学生ワークショップ ～互いの魅力の発見、発信～ 
 

 ワークショップでは、2カ国語声優・漫画家として活躍する劉セイラさ

んをゲストにお迎えし、日中の大学生 9 人が、互いの国を訪問し見つけ

た相手国の魅力を写真と短いフレーズにまとめ発表しました。 

静岡県の小さな食堂を撮影した中国大学生は、「暖かいお知らせ」と題

した写真を紹介(下左写真)、店先の「ワンちゃんと一緒に御食事ができま

す」という掲示に驚き、「店主の親切だけでなく、飼い主の思いやりと公共意識が、人と動物・

自然が和やかに共存する風景を保っているのだと感心した」と述べ、名所旧跡でなくても、こ

んな小さなところにも日本の魅力は溢れていると語りました。日本大学生からも、中国の円卓

に並んだごちそうを通して感じた家族団らんなど、個々が感じた魅力の紹介がありました。発

表後は、劉セイラさんと発表者、会場の学生たちとの掛け合いもあり、互いに知らなかった魅

力を発見するともに、改めて自国の魅力も感じることができるワークショップになりました。 
 

劉セイラさん 
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◆日中双方の文化の競演 
 

夕食交流会では、日中それぞれの大学生が素晴らしいパフ

ォーマンスを披露しました。はじめに、色鮮やかな中国少数

民族の衣装を纏った湖南省大学生がミャオ族の伝統的な歌

と踊り『苗嶺歓歌』を、浙江省大学生による二胡演奏『戦馬

奔騰』では、見事な弓さばきで奏でられる軽快な馬の蹄の音

やいななきに、会場から拍手喝采が送られました。また安徽

省大学生は、日本でも有名な『茉莉花』を歌とバイオリン・琵

琶・笛の演奏で披露、愛らしいジャスミンの花を想像させる

優しいハーモニーが会場を包みました。 

日本側は法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋(ほうようれん

/前頁上左写真)が、オリジナル演舞『廻覆(えふ)』と、“どっこいし

ょーどっこいしょ”の掛け声でもおなじみの『南中ソーラン』を

披露、笑顔溢れる元気なパフォーマンスで会場をおおいに盛り上

げました。 
 

 

 

◆新たな時代に相応しい日中関係の未来に向けて 
 

パフォーマンスに続き、ゲストの橘ケンチさん(EXILE パフォーマー

/EXILE THE SECOND リーダー兼パフォーマー/LDH ASIA 取締役)が登場、

流暢な中国語を交え、アーティストとして日中両国をはじめアジアに注

目して今後も活動していきたいとの抱負や、日本酒を中心に日本文化の

魅力を発信する活動にも深く携わっているご自身の経験を踏まえ、日中

大学生にグローバルな視点を持ってたくさんの夢を追ってほしいと熱い

メッセージを送りました。 
 

 

～日中大学生による友情の誓い～ 
 

また交流行事の最後には、大学生を代表し、南京大学の沈

行健さんと九州大学の米村萌さんが『友情の誓い』を発表、

「これから先 10 年、20 年、さらにその先も手を取り合い、

心を繋ぎ、私たちの若い力と努力で、共に日中関係の素晴

らしい未来を開拓していきましょう!!」と決意を発表しま

した。 

湖南省大学生 

安徽省大学生            浙江省大学生 

橘ケンチさん 

華やかな衣装の学生たちは 

交流でも大人気でした 

沈行健さん(左)と米村萌さん(右) 
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◆会場内でさまざまな紹介も 
 

夕食交流会の広い会場で、日中大学生は互いに声を掛け合い、活発に交流しました。パフォ

ーマンス以外にも、日中大学生によるさまざまな魅力の紹介が行われました。安徽省・江蘇省・

河北省・浙江省・湖南省・陝西省の 6 省で構成された中国大学生は、来日前に各省を紹介する

ポスターを作成、会場内に掲示しました。世界遺産を含む文化や歴史、自然等の名所旧跡、特

産品や産業、現在の様子など、内容も多方面にわたり、日本大学生の注目を集めました。 

そのほか、日中大学生撮影による写真スライドショーを上映。中国大学生は、滞在中、東京のほか各

省と友好交流提携を結ぶ高知・福岡・長野・静岡・滋賀・香川を訪問して感じた日本の魅力を、また日

本側は、旅行や留学などで訪中経験のある学生が、その時に感じた中国の魅力を撮影、お互いの国

を訪問して発見した、「面白い！きれい！楽しい！美味しい！」

など、さまざまな魅力が詰まったスライドショーになりました。 
 

 

◆参加大学生の感想 
 

〈中国〉・初めて日本の良さを知ることができて感動しました。 
・ワークショップや交流で、日本人の目を通した中国の魅力を知り、もっと自国を愛し、

魅力ある国にしたいという思いが強くなりました。 

・今回の交流で、中国について日本大学生に伝えられたことはまだまだほんの一部、是非

もっと多くの日本人に中国を訪れ、中国について理解を深めてほしいです。 
 

〈日本〉・考え方や文化が日本と中国では異なると思っていましたが、実際交流してみると、共感

できる部分が多いことに気づきました。 
・一人ひとりの生活の様子が見えて、中国を身近に感じることができました。 
・私たちが普段当たり前に思っているようなことも、中国の学生にとって意義ある発見だ

ったりして、改めて自国についても知る機会になりました。 
 

 
第 2 回 日中大学生対話 

 

11 月 28 日には、両国の大学生代表約 30 名による「日中大学生対話」を開催  

しました。2018 年に続く 2 回目の開催となった今回は、 

「若者カルチャーがシェアされる理由と今後のトレンド」 

「両国の大学生にとっての理想の働き方」「オリンピック 

施設を大会後も有効活用するにはどうすればよいか」を 

テーマに、グループに分かれ意見交換をしました。 
 

 

 

今回の日中大学生 500 人交流開催にあたり、ご協力いただきました関係者の皆様に厚くお礼

申し上げます。                            （総合交流部） 

日中両言語で 

成果を発表 

西安の 

ﾋﾞｬﾝﾋﾞｧﾝ麺 

農村体験 新春灯会 

写真スライドショー 

日本の伝統工芸

会 

中国大学生による 

各省紹介コーナー 

ポスターの前で中国の学生が 

日本の学生に説明する姿も 

ほんの一部をご紹介します 
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● 行 事 案 内 ●  

 

日中友好会館美術館 
 

◆主催展｢ちいさな世界の物語  

中国練
ね

り粉
こ

人形展｣ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

小麦粉や米粉に顔料などをまぜた粘土のよ

うな材料で、人物などを形作った中国の練り

粉人形を展示している「ちいさな世界の物語 

中国練り粉人形展」の会期も、いよいよ残り

わずかとなりました。 
 

 

衣装を下着から一枚ずつ作り、内から順に

着せて制作されているものもあり、表情や姿

勢、指先の位置など

細部までこだわっ

て制作された練り

粉人形は、見れば見

るほど新しい発見

があり、楽しい展覧

会となっています。 

特別出展として「機動戦士ガンダム」の練

り粉人形も展示しています。中国の民間工芸

とクールジャパンのコラボレーションですの

で、ぜひこの機会にご覧ください。 
 

 

○美術館イベント おはなし会 
 

3 歳～6 歳とその保護者に向けた文京区図

書館ボランティア(ふらここの会)による「お

はなし会」の参加者も募集中です。 

人形が飾られた美術館の中で絵本の読み聞

かせをお楽しみいただけますので、ご興味あ

る方は文化事業部までお申し込みください。 
 

日時：2月 8日㈯ 11:00～(約 30分) 

事前申込制(15組、参加無料) 

 

 

【申込み・問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

  

張敏珠「麻姑献寿」 会 期：開催中～2月 8日㈯ 
 

時 間：10:00～17:00 ＊日曜休館 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、 

上海工芸美術博物館 
 

協 力：上海民間文芸家協会、PAOSNET

上海、上海工芸美術行業協会、

上海工芸美術学会、上海市工業

美術設計協会、上海工芸美術研

究所 
 

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、

中国民間芸術家協会、上海市対

外文化交流協会 
 

入場料：無料 

陳瑜「覇王別姫」 

陳瑜「楊柳青年画」 
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◆貸美術館催事 

｢第十八回天真書法塾発表会｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今年で第十八回目を迎える「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。 

なお、書峯創立 45 周年及び難波清邱 85 歳

を記念して、「愛蘭親竹」と書道 60年！難波

清邱の特別コーナーを設ける予定です。 
 

 

 

【問合せ】中国奥地の蘭協会 担当：富永 

電話：090-6182-3043 

 

 
 

  日中友好後楽会 
 

◆2月談話会･交流夕食会 
 

 

 

 

 

 
 

2 月の談話会では、現在後楽寮生で早稲田

大学大学院社会科学研究科にて政策科学企業

論を学ぶ劉陽さんを講師に迎え、中国の民族

舞踊についてお話しいただきます。 

劉さんは中国在学

中、中国舞踊やコンテ

ンポラリー・ダンスの

講師を務めたことも

あり、来日後も日本で

中国舞踊を広げる活

動をされています。 講師の劉陽さん 

会 期：2月 21日㈮～2月 23日㈰ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 12:00～19:00 

     最終日は 16:00まで 

主 催：一般財団法人天真会 

入場料：無料 

会 期：3月 3日㈫～3月 8日㈰ 

時 間：10:00～17:00 

    ＊最終日は 15:00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 

 

日 時：2月 6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。 
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談話会後は、館内にて交流夕食会を予定し

ております。たくさんの皆様のご参加をお待

ちしております。 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 堀口、緒方 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

● お 知 ら せ ●  
 

◆留学生事業部 夏瑛部長 離任 
 

 中国教育部より派遣された留学生事業部の

夏瑛部長が 2019年 12月に離任いたしました。 
 

 在任期間：2014年 9月～2019年 12月 

      （5年 3カ月） 
 

 帰国後は浙江大学経済学院にて、再び

教師の仕事に従事されます。 

 

 

 

 

 
 

 

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 事務局 

(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  

電話：03-3868-0571 

FAX：03-3811-5263 

E-mail：hall@jcfc.or.jp 
 

(使用申込書送付の FAX 番号は、旧 FAX 番号 

03-5802-7141 より、上記に変更になって 

おりますので、ご注意ください。) 
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● 活 動 記 録 ● 
 

◆中国留学生を囲む望年会に 

後楽寮生が参加 
 

2019 年 12 月 10 日、後楽寮生 15 名と留学

生事業部職員は「第 11回中国留学生を囲む望

年会」に出席しました。今回は、中国留学生

友の会創立 40 周年を記念して行われたもの

で、日本の会員の皆さまと中国留学生たちが

楽しく交流できました。 

中国大使館教育処 陳会林一等書記官と、主

催者である中国留学生友の会 野田みどり世

話人代表・幹事長よりご挨拶がありました。

野田さんのお話によると、一般的には「忘年

会」と表記するところ、新しい年への期待を

込め、あえて「望年会」としているそうです。 

続いて、世話人代表 岡嶋昭治さんと後楽寮

生代表 劉琦さんの乾杯の挨拶のあと、昼食を

いただきながら、じゃんけんゲームやビンゴ

ゲームなど楽しい催しが行われました。後楽

寮からは余興として劉陽さんが「青城山下白

素貞」を披露しました。白蛇伝のヒロイン「白

娘子」をイメージした中国古典舞踊で、純真

な乙女を表現した見事な踊りに会場からは大

きな拍手が送られました。 

 

 
 

また、元後楽寮生と偶然再会したり、

世話人役の上野しげ子さんのお話を伺った

り、短いながらも充実したひと時を過ごすこ

とができました。今回も日本と中国の民間友

好に尽力されている数多くの友好人士の方々

とお会いできる大変貴重な機会となりました。 

 

改めまして中国留学生友の会の皆さんに感

謝申し上げます。     （留学生事業部） 

 

 

◆新入寮生説明会・懇親会 
 

12 月 12 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

2019年 9月 16日から 2019年 11月 30日まで

に入寮した 65 名が対象で、当日は 58 名が出

席しました。 

まず、歓迎式の前に、留学生事業部夏部長

より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

新入寮生へ歓迎の意を述べ、寮内外の活動に

積極的に参加し、学業を修めながら多くの時

間を日本理解に使ってほしいと激励しました。

また鄭中国代表理事からは後楽寮の歴史、留

学生活の留意点や、新入寮生への期待と抱負

を述べました。寮生委員会 呉啓委員長は寮で

のさまざまな活動について案内、その後、参

加寮生たちが一人ずつ氏名と留学先を発表し

ました。 

続いて、歓迎懇親会を会館 1 階の「馥」で

行いました。佐藤常務理事の挨拶・乾杯の発

声後、新入寮生たちは円卓を囲みながら交流

しました。いつもより参加者が多かったので

活気があり、絶えず賑やかでした。 

中国舞踊を披露する寮生 

世話人代表の上野さん(前列右 3)を囲んで 
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最後に 12月 9日より留学生事業部に新しく

着任した張毅部長が、私も皆さんと同じ新入

寮生ですと冗談を交えながら場を和ませ、寮

生に向けて温かいメッセージを送りました。 

次回の新入寮生懇親会は今年の春頃に行う

予定です。 

（留学生事業部） 

 

 

◆「日中植林・植樹国際連帯事業」 

2019 年度中国大学生友好交流訪

日団が来日 
 

2019 年 11 月 23 日から 11 月 30 日までの 8

日間、2019年度中国大学生友好交流訪日団(団

長：袁敏道 中国日本友好協会 秘書長)計 298

名が来日した。 

本団は安徽省、江蘇省、河北省、浙江省、

湖南省、陝西省の大学生・大学院生で構成さ

れ、各省と友好交流提携を結ぶ高知、福岡、

長野、静岡、滋賀、香川の各県を訪問、植樹

活動、環境保護や防災に関するセミナーや関

連施設の視察、大学生や市民との交流を通し、

中国大学生の環境・防災意識の啓発とともに、

日中友好交流都市間の交流の一層の促進を図

った。また、東京で開催した日中青少年交流

推進年 第 2 回 日中大学生 500 人交流にも参

加し、思い出に残る時間を過ごした(1頁に特

集)。 

友好交流提携を結ぶ自治体を訪問 
  

訪日団のうち、日中友好会館が受入れを担

当した安徽省分団 50名は高知県を、江蘇省分

団 50名は福岡県を訪問した。 

高知大学を訪問した安徽省分団は、約 40名

の日本大学生と昼食交流会、キャンパスツア

ー、模擬授業に参加。数日前に安徽省を訪問

した日本大学生もおり、ともに日中友好の歴

史について学び、日中の大学生活の違いや、

来日して感じた日本の印象、お互いの趣味の

話で盛り上がった。また、黒潮町では天日塩

づくりの工程を体験し、大自然の恵みを身近

に味わった。 

江蘇省分団は九州産業大学を訪問し、グル

ープワークやキャンパスツアー、昼食交流に

参加した。グループワークでは「キャッシュ

レス化の進展に関する日中の差」についてデ

ィスカッションを行い、日中のキャッシュレ

ス化の現状や安全性、問題点など身近なテー

マで活発に意見交換ができた。キャンパスツ

アーではキャリア支援センターを見学し、面

接の模擬練習やプロによる化粧方法の指導を

受け、日本の就職活動についても理解するこ

とができた。朝倉市ではホームステイを行い、

子どもから高齢者まで幅広い世代のホストフ

ァミリーと農作業の手伝いや華道体験、着物

着付け体験などを通じて交流を深めた。 

両分団とも県庁を表敬訪問し、概要紹介の

ブリーフを受けたほか、植樹活動を行い、相

互交流のますますの発展を祈念した。 

荒井理事長を囲んで 

学食で昼食交流(九州産業大学) 
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高知県、福岡県とも多彩なプログラムが準

備されており、団員は滞在を楽しんだ。 

 

日本の環境保護・防災の取り組みを学ぶ 
 

東京では両分団そろって国立研究開発法人

国立環境研究所 地球環境研究センター 副研

究センター長 江守正多氏より「気候変動と私

たちの未来」というテーマでセミナーを受け

た。地球温暖化のしくみ、温暖化がもたらす

主要なリスク、温暖化を抑えるための対策な

どについて説明があり、「世界の地球温暖化問

題の未来は、中国が重要な鍵を握っている」

という言葉で締めくくられた。大学生からは

熱意あふれる質問が数多く出され、世界が抱

える温暖化問題について考える機会となった。  

その後、神奈川県川崎市の王禅寺エコ暮ら

し環境館で地球環境やごみ焼却処理、資源化

処理について実際に設備を見学しつつ学んだ。 

江蘇省分団は北九州エコタウンにて市が取

り組むエコタウン事業について紹介を受け、

ペットボトルや家電のリサイクル施設を見学

した。資源循環型社会の重要性や日本の環境

保護についてバランスよく一連を理解するこ

とができ、皆興味津々な様子だった。 

 安徽省分団は高知県黒潮町が取り組んでい

る「犠牲者ゼロの南海地震・津波対策」の講

義を受けたほか、カード形式の防災シミュレ

ーションゲームを行った。過去の災害体験を

もとに作られた設問に対し、自分なりに考え

て YESか NOを選択し、グループ内でなぜそれ

を選択したか意見交換をした。また津波が来

たことを想像し、海岸から避難タワーまでの

経路を実際に歩き、災害を自分の身に引き寄

せて考えることができた。 

団員からは「環境・防災について多くのこ

とを学んだ。日本は環境保護・防災教育を幼

少期から行っている。これは中国も参考にす

べきだと思う。帰国したら家族や友人にも伝

え、今後の生活に役立てたい」「植樹活動を通

じ、両国の友好を体感することができ、よい

思い出になった」「どの訪問先でも温かく迎え

てくれ、多くの人と知り合えた。特に日本大

学生が日中両国の明るい未来を想像している

のは印象的だった。自分も日中友好の使者に

なれるよう努力していきたい」などさまざま

な感想が聞かれた。 
 

 

 

本プログラムを通じて、団員一人一人の防

災、環境保護に対する意識が向上するととも

に、団員が日中友好の架け橋になることを期

待したい。本団の受け入れにご協力くださっ

たご関係の皆様に、この場を借りて厚く御礼

申し上げたい。      （総合交流部） 

 

 

海岸から避難タワーまでフィールドワーク 

(高知県黒潮町) 

高知は SNS 映え写真の宝庫!? 
 

高知を訪問した安徽省の学生たち。SNS 映え

する!!と言いながら、せっせと海をバックにジ

ャンプしたり、高知城、路面電車、植物園の草

花、自分たちで瓶詰めした天日塩…いろいろな

角度で写真を撮影していました。日本も中国も

流行は一緒なんですね。  （総合交流部 S） 
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◆｢JENESYS2019｣第二十四回中国教

育関係者代表団が来日 
 

12 月 3 日から 12 月 7 日までの 5 日間、第

二十四回中国教育関係者代表団一行 59 名(団

長：支建軍 北京市人民対外友好協会 副秘書

長)が来日した。中国教育関係者代表団は 1996

年から中国日本友好協会の派遣により継続し

て実施している。24回目となった本団は、外

務省が推進する「JENESYS2019」の一環として

招聘された。団員は北京市・山東省・河南省・

湖北省の小・中・高等学校の教員で構成され、

東京・大阪にて、各種教育機関などを訪問・

視察し、日本の教育関係者と交流したほか、

各地で歴史・文化・科学技術に関する参観を

通し、包括的な対日理解を深めた。 

 

日本の教育制度や各校の特色ある取り組みを

学ぶ 
 

東京では、日本の初等中等教育制度につい

て文部科学省による講義を受け、現在の日本

の教育概況全般への理解を深めた。また、大

阪での大阪府教育庁との懇談会では、地域の

実情にあわせた細やかな教育の取り組みを学

び、活発に意見交換をした。 
 

さらに、2 グループに分かれ、東京で中高

一貫校と中学校、大阪で小学校と小中一貫校

を訪問し、授業・校内見学や教職員との懇談

等を行った。 

東京学芸大学附属国際中等教育学校では、

グローバルな人材育成の一環として、英語以

外の教科も英語で授業を行うハイレベルな様

子や、生徒が能動的に考えて学ぶ姿に感心し

ていた。台東区立上野中学校では、博物館や

美術館等の多くの文化施設に囲まれた良い教

育環境の中で勉学に励む生徒の様子を見て回

り、給食を体験し、普段のありのままの学校

生活を体感した。 

大阪市立大空小学校では、歓迎会でのびの

びと合唱を披露する生徒に感銘を受け、元気

いっぱいな生徒の案内で校内見学をしたり、

一緒に給食を食べ、生徒の目線から学校生活

を視察した。大阪市立日本橋小中一貫校では、

リーダーシップ教育やインクルーシブ教育に

関する取り組みについて紹介を受け、生徒が

作成したドリームマップに書かれた彼らの将

来の展望を目にし、勉強だけでなく、生徒の

将来を見据えたキャリア教育の重要性を実感

した。 
 

 

団員からは、「学校訪問や教育機関との交流

を通して、日本の教育概況の基本的な知識を

得ることができて良かった」「生徒がのびのび

学んでいる様子を見て、人間性を育てる教育

の重要性を実感した」「日本人の素養の高さは、

地域や個人の実情にあわせた細やかな教育に

よるものと感じた」「今の日本の教育の現状は

新聞・テレビ等である程度知識があったが、

具体的な話を聞き、さらに実際の教育現場を

見学したことで、私たち教員が使命感や誇り、

教育的愛情等を持って教育活動にあたる必要

大阪府教育庁との懇談会 

間近で授業を見学(台東区立上野中学校) 
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性を改めて感じた」など思い思いの感想が聞

かれた。 

5日間の短い訪日活動ではあったが、それ

ぞれが今回の訪日で得た成果を今後の職務や

生活に生かしていこうと強く意識する貴重な

機会となった。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) 

 

 

◆｢JENESYS2019｣アジア国際子ども

映画祭 2019参加訪日団が来日 
 

12月 3日から 12月 11日までの日程で、

「JENESYS2019」アジア国際子ども映画祭 2019

参加訪日団 10名が来日した。本団は、第 13

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「JENESYS2019」の一環として招聘した。 

訪日団は、兵庫、埼玉、東京を訪れ、兵庫

県南あわじ市にて、第 13 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。 

 

映画祭作品と交流を通じて、各国・地域の 

多様な文化・価値観に触れる 
 

兵庫県南あわじ市では、映画祭本選大会ま

での 4日間、日本を含む 16カ国・地域の参加

者が一堂に会し、さまざまなプログラムに参

加した。 

「迷惑をかけることとは？」をテーマに制

作した海外の全作品を鑑賞する視聴会では、

制作者同士、一体となって率直に笑ったり驚

いたりしながらも、互いのテーマのとらえ方

や映像技術に着目し、理解を深めた。南あわ

じ市表敬・ウェルカムセレモニーでは、愛ら

しい園児のパフォーマンス、守本憲弘市長の

友人に語りかけるような挨拶に迎えられ、会

場は温かい歓迎の雰囲気に包まれた。 

 

 
 

映画祭本選大会で中国の作品は入賞できず、

制作に真剣に取り組んだ団員は大変残念がっ

たが、同時に「作品制作の段階から視野を広

げ、いろいろな角度から物事を見ることがで

きたのが最大の収穫だった。映画祭で入賞す

ることよりも、多くの国・地域のさまざまな

見方を知ることがとても重要だった」と前向

きな感想も聞かれた。大会の前後には前夜祭、

アフターパーティーと 2 つの交流会も催され、

各国・地域が特色あふれる衣装や踊りを披露

し合うと、あっという間に打ち解け、楽しく

友情を分かち合った。 

また、吉備国際大学での交流では茶道も体

験、所作やお茶を点てる手ほどきを受けるこ

とができた。 
 

 

 

テーマソングを会場全員で歌う                        

(アジア国際子ども映画祭本選大会) 

茶道の手ほどきを受ける                        

(吉備国際大学 南あわじ志知キャンパス) 
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日本の高校生との交流、伝統文化体験も満喫 
 

映画祭終了後、一行は東京で下北沢成徳高

等学校を訪問した。調理の授業ではオムライ

スに挑戦し、日本の高校生と力を合わせ、自

ら昼食を作って食べた。楽しいひとときであ

ったと同時に、生徒の実践能力と生きていく

力の育成を重視する日本の教育事情に触れる

貴重な体験となった。 

 その他、映像制作や文化体験に関連して、

兵庫では、淡路島の郷土伝統芸能として名高

い人形浄瑠璃を鑑賞。劇中でユーモラスに舞

う戎さまから歓迎・激励を受け、親しみを感

じながら芝居に引き込まれていた。埼玉では、

秩父神社を参観後、秩父まつり会館で秩父夜

祭を疑似体験した。プロジェクションマッピ

ングや 3Dが祭りの様子をダイナミックに再

現し、最新の映像技術の醍醐味も堪能するこ

とができた。これらの活動を通して、「中国

の文化と相通ずるもの、日本ならではの特色、

その両面がはっきり見えてきた」との感想も

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 挨 拶 ●  
 

◆中国外交部より 

後楽寮の調理師が来日 
 

中国外交部から後楽寮の調理師として楊光

さんをお迎えしました。 
 

 

 

私は中国外交部から派遣されました調理師

の楊光と申します。調理師として 16年が経ち、

この職業をとても愛しています。 

私は 2016 年～2017 年に中国駐パキスタン

大使館に勤務し、この大使館での一年間で、

各種の業務に取り組んできました。中国駐パ

キスタン大使館で行われるさまざまな公式行

事では、各クラスの幹部たちに好評を得まし

た。 

2019年 12月 20日、日中友好会館に派遣さ

れ、皆さんと一緒にお仕事できることを光栄

に思います。私は真摯にこの職務を成し遂げ

たいと思います。食堂に来られる皆さまに良

いサービスを提供し、異国他郷にある先生方

や留学生の皆さまに家庭の温かさをお届けし

たいです。 

そして皆さまからの貴重なご意見をいただ

きながら、ご満足いただけるよう努力したい

と思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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留学生通信 

 

 

日本語の重要性 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科電気系工学専攻) 姜 淼 
 

2015 年に交換留

学プログラムで初め

て日本に来ました。

しかし、そのときは

日本語が全く分かり

ませんでした。英語

のプログラムだった

ので研究や授業などほとんど英語で行ってい

ました。いろいろな国から来た留学生とも友

達になりましたが、ほぼ英語で話していまし

た。だから最初は日本語がそんなに必要では

ないと思っていました。 

確かに日本語が分からなくても日本で暮ら

すことができます。しかし日本に暮らせば暮

らすほど、日本語の重要性を知り始めました。

日本語ができれば、自分の世界が広がり日本

の生活がより一層楽しくなると気づきました。 

言語を勉強することは退屈でつまらないと

感じることもあるかもしれませんが、自分が

言いたいことをちゃんと伝えられたときはと

ても喜びを感じます。日本語を勉強すると日

本の友達とももっと深く交流ができ、一緒に

遊びに行ったときもより楽しめます。さらに

日本の文化や日本社会がより一層深く理解で

きます。日本に住んでいると、やはり日本語

が分からないと不便を感じることがあります。

日本語が分かると不便さの解消とともに、知

らない日本を知ることができ知見が広がりま

す。それも日本に来て留学する意味の一つで

はないでしょうか。 

 
 

ささやかな幸せ 
 

早稲田大学大学院博士課程 

(教育学研究科教科教育学専攻) 鄧 燕平 
 

中国と日本、両国の

支援により日本の大学

で研究をする機会をい

ただけたことにとても

感謝しております。私

自身は平凡ではありま

すが、幸運な人間であ

ると感じております。 

私は早稲田大学で最もこの分野に詳しい先

生に従って、言語テストについての理論、研

究方法、統計知識、因子分析、分散分析など

を勉強しています。また、皆さんご存知のよ

うに、中国の学生は試験を受けることには長

けていますが、言語コミュニケーションには

課題があります。中国のクローバル化を促進

させるためには、言語コミュニケーション能

力の高い人材が必要です。言語コミュニケー

ション能力不足は中国だけの問題ではなく、

日本の言語教育においても同様です。私の研

究成果が日本の言語教育にも影響を与えるで

あろうことを願っています。 

最後に、日本に住む 2 年半の間に、日本人

家庭へのホームステイや日本のお年寄りたち

とのお花見、日本の茶道体験など多くの日中

交流活動に参加してきました。その中で日本

の友人たちの熱意と優しさを深く感じ、とて

も感動しました。中国に帰ってからチャンス

があれば、日中友好交流活動と社会行事に参

加して、日本人の善意や親切さ、優しさを中

国人に伝えて両国の文化交流を促進し、友好

関係に力を尽くしたいと思っております。 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

 

半瓶醋      世相のことなど 
 

理事長のコラム  

 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

今月は少し趣向を変え、2014 年から今まで通った通勤電車のなかの出来事を回顧しながら、

大いに自省をしてみたいと思っている。 
 

日中友好会館で仕事をさせていただくことになって以来、朝の通勤電車の混雑を避けるため

早めの電車を利用している。それでも都心に近づくにつれ、乗り換えのたびに電車もホームも

混み合ってくるのは仕方がない。 

しかし、よくよく見るとホームを歩く人がスマホを片手に持って見ながら歩いていることが

分かってくる。ホームの混雑は前方を見ない乗客によって増幅されている。明らかにしっかり

と前方を注意している人と比べると歩くスピードは遅く、方向も不安定である。そういう人に

対しては警戒しながら歩くしかない。電車内では、乗降口付近だけが窮屈で、真ん中にはスペ

ースがあることが多い。そんな時、私は「スミマセン。中に入れてください」と言いつつ真ん

中のスペースを目指して進む。降りる時は、「スミマセン。次の駅で降ります」と声をかけつつ

降りている。以前、降車準備のため直ぐ横に立っている女性に「次に降りますか？」と聞いた

ところ、「ぷいっ」とそっぽを向かれて面食らったことがあったので、爾後そのような聞き方は

しなくなった。 
 

そんなことから、最近はいやな傾向がはびこっていると感じる。「スミマセン」の声に反応し

ない人が増えているような気がするのだ。見ると盛んに人差し指や親指を器用に上下左右に素

早く、時には身体までシンクロさせている。その昔、気の利いた人であれば、混雑した通勤電

車の中では、自分の読む新聞を器用に畳み、他人に気遣いをしていたものだ。スマホは、折り

たたまれた新聞よりは小さいが今や多くの人に使われている。その多くの人が、誰一人他人に

気遣いを見せない傍若無人の情況が実に多くなっていて不快感は倍増されている。 
 

人は自分以外にもさまざまな「他人」がいることを意識して行動することで、「自分さえよけ

れば」との考え方や行動には程よく自己規制がかかっていたものだが、昨今は自己規制のかか

らない情況があちらこちらで起きていないだろうか。そんな時は、次の孟子の説を実践してみ

ることにしようと思っている。 
 

「ある人が、自分に対し無理無道を仕掛けてきたら、自分はきっと先ず自分が無礼なのだろ

うと自省する。自分に思いあたりが無くても依然相手が無理無道であれば自分の誠意が足りな

いのだろうと自省する。それでも依然として無理無道なら、この男は人ではない禽獣だと考え、

自分は仁や礼に違わず行動すればよいと考える。」（孟子・離婁章句下・岩波文庫） 
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＊今月の表紙＊ 
 

 劉玉偉「孫悟空」 
 

主催展「ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展」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 


