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お知らせ 

◆(公財)日中友好会館 理事長 佐藤重和 

◆(公財)日中友好会館 中国代表理事 黄星原 
 

 

《日中友好会館美術館》 

◆主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事｣ 

《日中友好後楽会》 

◆新春談話会について ◆新規会員ご紹介 
 

 

◆新入寮生説明会・歓迎式 

◆第 8回日中友好岸関子賞最終選考会 

◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院青年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第 2回 

◆日中大学生再会オンラインカフェ 

◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 1回) 

 

◆第 9回｢日中友好岸関子賞｣論文募集 
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年 頭 の ご 挨 拶 
 

 

 

 

 
 

(公財)日中友好会館 理事長 佐藤重和 
 

 

明けましておめでとうございます。 
 

この「会館だより」では、私としては初めて年頭の御挨

拶をさせていただきます。 
 

私は、今の日中友好会館との関わり、おつき合いはどな

たよりも長いのではないかと自負しております。と申しま

すのは、ほぼ 40年前、1979年 12月の大平総理訪中の際、総理に日中友好交流の拠点を作ろう

という発言をしていただき、それが今日の日中友好会館につながるのですが、外務省の担当者

としてその訪中に同行し、総理の発言の草稿を起案させていただいたという経緯があるからで

す。 
 

その私が、自ら 40年後に会館の理事長の任にあたらせていただくことになるのは、全く想像

もできなかったことで、まさに万感の想いがございます。 
 

日中両国の関係は、当時とは本当に様変わりで、特に中国の発展、強大国化には目を見張る

ものがありますが、会館としては、初心を忘れず、日中両国、両国民間の往来・交流、相互理

解促進のための拠点となるべく微力を尽くして参りたいと思っております。 

 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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年 頭 の ご 挨 拶 
 

 

 

 

 
 

(公財)日中友好会館 中国代表理事 黄星原 

 

 

明けましておめでとうございます。 
 

昨年 10月 23日に日中友好会館中国代表理事として着任

しました、黄星原です。私は中日友好という理念の確固た

る支持者であり、15 年ぶりに懐かしい東京で勤務するこ

とになり、たくさんの古い友人とも再会できて、大変嬉し

く思います。 
 

日中友好会館は中日両国の友好協力関係をより一層深化させるために 1988 年にできました。

設立されて 33年来、会館は文化交流や青少年交流、留学生寮や語学学校の運営など、さまざま

な分野において積極的に交流事業を展開させ、中日両国の国民レベルの交流拠点として大変大

きな貢献をされました。心と心が触れ合う民間交流が中日関係においてますます船を安定させ

るための重りである「バラスト石」となりつつある中で、日中友好会館が担う役割がますます

重要になっていくものと思われます。 
 

先日、中国の王毅国務委員兼外相が訪日し、中日双方は中日関係や共に関心を寄せる国際、

地域問題で率直に深く意思疎通を図り、五つの重要な共通認識と六つの具体的成果を得ました。

これを契機に、2021年の東京オリンピックや 2022年の北京冬季オリンピック、中日国交正常化

50 周年などをめぐる双方の協力がさらに活発化することが期待されます。 
 

駐トリニダード・トバゴ中国特命全権大使や駐キプロス中国特命全権大使を 8 年間務めた私

ですが、外交に携わってきた 35年間の中で 12年間の日本駐在がとても印象深かったです。 

これからは今まで積み重ねてきた人脈や経験を活かし、皆様のご指導とご支援をいただきな

がら、全身全霊で中日友好交流と実務的協力関係の促進のために頑張ってまいりたいと思いま

す。 
 

新年にあたり、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆主催展｢四川省でみつけた  

線が織りなす美しい手仕事｣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

華々しい経

済発展の裏で、

生活様式の変

化や量産品の

出現により、中

国の昔ながら

の手仕事は急

速に失われつつあります。 

中国では 2003 年に中国民族民間文化保護

プロジェクトが立ち上げられ、手工芸の保護

活動が始まりましたが、若い担い手が不足し、

貴重な手仕事はいつまで見られるか分からな

い厳しい現実に直面しています。 

そんな貴重な｢手仕事｣の中から、日本では

ほとんど知られていない｢美しいもの｣を求め

て、コロナ禍に入る直前の 2019 年 12 月に手

工芸の都・四川省を訪れました。 

四川省は四

方を深い山々

に囲まれた自

然豊かな地域

です。紀元前

250 年頃に築

造された水利

施設・都
と

江堰
こうえん

の治水により農業が発展。外敵の侵入を阻む

独特の地形、豊富な資源に恵まれた「天府の

国」を求めて多くの人々が移り住むと、多種

多様な手工芸が花開きました。 

本展では、私たちが四川省でみつけた、“線”

を媒介に職人が織りなす 4 つの美しき手仕事

73点をご紹介します。 

1:緻密で巧妙な構造・デザインの中に大ら

かな美しさを備える「成都銀糸工芸」 

2:実用性だけでなくデザイン性にも優れる

「道明竹工芸」 

3:南京の雲錦、蘇州の宋錦と並び、中国三

大錦に数えられている「蜀錦」 

4:熟練の職人でも 1 年に 2 ㎡ほどしか織る

ことができない「閬中
ろうちゅう

シルク絨毯」 
 

会期中には、ワークショップなどのイベン

トを開催します。コロナ禍のなか、自由に旅

することができない今だからこそ、日本にい

ながらにして中国・四川省の雰囲気を味わえ

る企画となっております。皆さまのご来場を

お待ちしております。 
 

◆美術館イベント 
 

①竹細工ワークショップ  事前申込制 

日時：2月6日㈯ 14:00～16:00 

定員：10 名／参加費：1,000円  

講師：よこはま里山研究所 NORA 
 

実用性だけでなく見た目も美しい竹細工。

一緒に四海波かごを作ってみませんか？ 

蜀錦 

 

会 期：1月 28 日㈭～2月 21 日㈰ 

＊月曜休館 
 

時 間：10:00～17:00 

＊毎週金曜日は 20:00 まで開館 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、 

四川省文化観光局 
 

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)日本

中国友好協会、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、(一社)日中協

会、四川省無形文化遺産保護セ

ンター 
 

入場料：無料 
 

・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策については､ 

ホームページをご確認ください。 

閬中(ろうちゅう）シルク絨毯 
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②変面ショー＆琵琶演奏会 事前申込制 

日時：2月 10日㈬ 14:00～14:40 

座席：25席／参加無料 

出演：王文強（変面）、鮑捷（琵琶） 
 

四川省の川劇に属する変面ショーと、やわ

らかく深みがある音色の琵琶の演奏をお楽し

みください！ 

 

 

③春節ガラガラ抽選会 

2 月 9 日㈫～2 月 13 日㈯の期間、中国グッ

ズが当たる抽選会を開催します！ 

この期間にご来場いただいた方は全員参加

できます。 
 

④四川マーラーフェア 

しびれる辛さが美味しい四川料理をご賞味 

ください！美術館向かいのレストラン｢馥｣

(11:00～21:00、不定休)

にて、展覧会期中のみ。

「よだれ鶏」、「麻辣ワン

タン」など。  

 

 

≪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。 

 

 

 

【問合せ・イベント申込み】 

文化事業部  

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

  日中友好後楽会 

 

◆新春談話会について 
 

1 月の新春談話会は、最近の新型コロナウイ

ルスの感染拡大状況を考慮し、実施を見送るこ

とに決定しましたのでお知らせします。 

なお、2 月以降のイベントの実施につきまし

ても状況を見ながら判断したいと思いますので

ご理解のほどお願いいたします。 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2020 年 12月ご入会  上野 しげ子さん 

2021 年  1月ご入会  深澤 信也さん   

 

 
【問合せ】 

後楽会事務局 田辺、堀口 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

～Twitter 配信中～ 
 

 日中友好会館美術館では展覧会やイベ 

 ント情報などを Twitter にて配信中です！ 

 QR コードから最新情報をゲット！！ 
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆新入寮生説明会・歓迎式 
 

2020年 11月 24日に日中友好会館大ホール

にて新入寮生説明会・歓迎式を行いました。

今回は 2019年 12月 1日～2020年 11月 23日

までに入寮した 26 名のうち、19 名が出席し

ました。新型コロナウイルスの影響で留学生

の出入国が厳しい状況となり、この一年間で

後楽寮の入寮者は大幅に減少しています。 

説明会ではまず始めに張毅留学生事業部部

長より、日本での生活全般における心構えや、

後楽寮規則などを説明しました。歓迎式では

佐藤重和理事長、黄星原中国代表理事、呉啓

寮生委員会委員長よりそれぞれ挨拶がありま

した。 

 
 

 

 

佐藤理事長は、自身が上海の復旦大学で日

本人留学生として過ごした当時を懐かしみな

がら、後楽寮生に寄り添う姿勢と数々の温か

い励ましの言葉を述べました。黄中国代表理

事は、後楽寮生を前にしての挨拶は着任後初

めてとなるため、最初に簡単な自己紹介をし

ました。そして、偉大な事業である日中友好

に貢献するための自己鍛錬を怠らないよう、

後楽寮生たちを激励しました。最後に呉寮生

委員会委員長から、新たに後楽寮生として加

わったメンバーに歓迎の意を表しました。新

型コロナウイルスの影響で最近は滞っている

日中の友好交流活動、寮生委員会が企画・運

営している様々な行事の紹介をし、今は準備

期間にあるとしたうえで、後楽寮生たちの積

極的な参加を促しました。 

 

 
 

その後、寮生一人一人が出身地・留学先・

専門分野などの簡単な自己紹介をしました。

ある寮生が自己紹介の最後に「心臓の病でお

悩みの方は、ぜひ私に相談して下さい」と述

べると、場内からは笑みがこぼれました。彼

は東京大学で循環器内科学を専攻する学生で

す。 

後楽寮は日中の将来を担う人材の宝庫です。

引き続き、関心をお寄せいただければと思い

ます。         （留学生事業部） 

 

 

◆第8回日中友好岸関子賞最終選考会 
 

「日中友好岸関子賞」では、中国東北地方

出身の人文・社会科学系修士課程留学生の修

士論文を選考し、優れた研究論文に賞状と副

賞（奨励金）を授与しています。第 8 回を迎

えた今回はコロナ禍に見舞われたにもかかわ

らず、多数の応募をいただきました。2020年

11月 5日に行われた最終選考会を経て、以下

2点の論文が受賞となりました。 

 

優秀賞（副賞 20万円）2点 

李欣 黒竜江省出身 

(大阪大学大学院人間科学研

究科) 

「大気汚染重点地域からの脱

出を支えた地域社会の対応と展望―中国広東

省広州市における事例からの考察―」 

佐藤理事長からの挨拶 

ソーシャルディスタンスを保って開催 
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最終選考会（2020 年 11 月 5日）での討議 

選考理由：中国における大気汚染は日本でも

大きな関心の的になっているが、これまで情

報が集中していた北京市とは別に、三大大気

汚染地域の一つとされている珠江デルタ、な

かんずく広州市に焦点をあて、工業化を進め

るなかで大気汚染重点地域からの脱出にも成

功しつつある経緯を、特にそれを支える地域

社会の対応と関連させて分析するという本論

文の目的は独特であり、その手法もかなりの

水準に達していると思われる。修士論文とし

ては抜群であり、授賞に値する。 
 

張喬 遼寧省出身 

(宇都宮大学大学院国際学研

究科) 

「SDGsに適う生活ごみ分別収

集システムとは―日瑞との対

照から中国大連市の方向性を探る」 

選考理由：ゴミ分別収集システムの構築とい

う点では先進国に属するといわれる日本とス

ウェーデンとの比較において中国大連市の実

情を調査し、評価することが本論文の目的で

あるが、実際上は 3 ヶ国の長所、短所の比較

という性格を持っており、中国のみならず日

本にとっても有意義な研究成果といえよう。

アンケート調査の手法・内容も独特で信頼性

に富み、今後の研究にとっても参考になると

ころが少なくない。修士論文として抜群であ

り、授賞に値する。 

 

 
 

選考委員会においては、以上 2 点の論文に

大きな開きはなく、両者を｢優秀賞｣とするこ

とと決定した。 
 

 当会館では今後も引き続き、中国からの留

学生を支援する事業を進めていきたいと考え

ております。なお、2021年第 9回「日中友好

岸関子賞」論文募集要項を本誌 10頁に掲載し

ておりますので、そちらも合わせてご覧くだ

さい。    （日中友好岸関子賞事務局） 

 

 

◆｢JENESYS2019」中国社会科学院青

年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第 2 回を開催 
 

2020 年 11月 13日、「JENESYS2019」中国社

会科学院青年研究者代表団 フォローアップ 

オンライン交流 第 2回を開催した。本交流は、

2019年度に実施した対日理解促進交流プログ

ラム「JENESYS2019」のフォローアップの一環

で、10月 23日の第 1回に続き実施した。 

2019 年 10 月に招聘した中国社会科学院青

年研究者代表団第 2 陣は、「高齢化社会対策」

を訪日テーマとして、社会保障制度や世代間

問題などについても研究を進める一橋大学 

経済研究所を訪問、双方の研究内容について

発表し、意見交換を行った。今回のオンライ

ン交流には、代表団の団員と一橋大学 経済研

究所の関係者計 11名が参加し、訪日交流時の

テーマに関し、更に踏み込んだ交流を行った。 

交流に先立ち、日中双方より、訪日交流時

のテーマに対し、更に聞きたい内容や、高齢

者をとりまく社会において新たに生じた質問

を提出し合い、その質問に回答する形で交流

が進められた。中国側からは、「日本で高齢者

の就業率が低下したのはなぜか」「独居老人に

対してどのような支援を行っているか」「社会

保険制度に対する若者の考えを知りたい」な

どの質問が投げかけられた。日本側からは「一

人っ子政策のもとで若年労働者が介護を行う

現状やダブルケアについて」「都市部と農村部

の介護体制の違い」「中国人の終活に対すると
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らえ方」などの質問が挙がった。相手国の高

齢者の動向や支援制度、その根底にある価値

観などを理解しようとする姿勢が伺えた。 
 

 

 
 

 

交流終了後、中国側参加者からは、「訪日 1

年後に、オンラインで日本側関係者と再会で

き、非常に嬉しかった。一橋大学からの回答

は専門性が高く、多くのことを学び、高齢化

問題について深く考えさせられた」「今回のオ

ンライン交流は、とても意義があった。両国

の研究者から、新型コロナウイルス禍という

特殊な状況下での高齢化問題に対する対策と

新たな見解を聞くことができた。研究者間の

フォローアップ交流は必要だと感じた」など

の感想が聞かれ、近年高齢化問題が顕在化し

つつある中国における日本の高齢化対策への

関心の高さがうかがえた。また、日本側参加

者からも「前回の報告に関して、お互いに理

解が深まったと思う。中国社会科学院の皆さ

んは、私たちの質問に真摯に答えてくれた。

高齢化の圧力や家族介護の問題は、日本に比

べて中国ではまだ深刻でないという印象を受

けた」などの感想が聞かれ、日中の参加者双

方が、高齢化社会に向き合い、互いに理解を

深めながら、新たな視点や気づきを得ること

ができた。        （総合交流部） 

 

 

 

 

 

 

 

◆日中大学生再会オンライン 

カフェを開催 
 

2020 年 11月 17日、日中大学生再会オンラ

インカフェを開催した。本交流は、2019年度

日中青少年交流事業のフォローアップの一環

として実施した。 

2019年 5月に招聘した中国大学生訪日団第

1 陣の団員と訪問先である中央大学の学生計

16名が参加した。参加者は日中混合の 3グル

ープに分かれ、グループ内で事前に相談して

テーマを決定。当日はそれぞれ「大学生オン

ライン授業の現状と問題点」「中日の家庭の主

婦の現状とそれについての若者の考え」「日中

の若者文化の比較」をテーマにディスカッシ

ョンを行った。司会進行も学生が務めた。大

学生ならではの視点から、さまざまな意見を

出し合い、活発に議論した。その後のプレゼ

ンテーションでは、各グループの代表者がそ

の内容をまとめ、全員に発表した。質疑応答

では率直な意見交換が行われ、日中間のさま

ざまな共通点や相違点、若者同士で相通ずる

考えや意識などをお互いに理解し合った。 

最後に、中央大学の白井宏副学長から「若

者のさまざまな意見を聞けてよかった。コロ

ナ禍という共通の状況の中で、オンライン授

業や同じような悩みなど、若者同士も共通の

環境や思いを抱いて過ごしていることが分か

った。日本人にとっては、リアルタイムの中

国事情を知るよい機会でもあった。これから

もこのような機会を持ってほしい」とのお話

があり、中国人民大学の鄒文君講師からも「中

日の若者達が一堂に会して意見交換でき、感

慨深いものがあった。若者文化やトレンドを

聞けて、勉強になった。若者が重要な流行の

発信源になっており、これからもどんどん発

信していくことを期待する」と激励を込めた

講評を受けた。 

参加した中国の大学生からは「中日の最新

情報を得られただけでなく、コロナ禍の一人

オンライン交流参加者全員で記念撮影  
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一人の気持ちや考え方も話し合うことができ、

感動した」「中国と日本で少し意見の食い違い

があったが、だからこそお互いの文化に興味

を持ち、相互理解が深まることに繋がった」

「去年、中央大学を訪問した時は、このよう

な交流機会がなくて残念だったが、オンライ

ンで意見交換することができて嬉しい。今後

も機会があれば、多くの日本の方々と交流し

たい」と、日本の大学生からは「中国の若者

と話す貴重な経験ができてよかった。異なる

文化も知ることができ、とても新鮮な気持ち

になった。これからは少しアンテナを張って

中国の歴史やニュース、日本との関係などに

も着眼したい」「実際に中国の学生と話すこと

で中国の文化やコロナ禍での暮らし、また中

国の若者の流行等を知ることができてよかっ

た」「連絡を取り合ったり話し合ったりするの

は少し難しい部分もあったが、同じ大学生と

交流ができて本当に嬉しかった」との感想が

聞かれた。今回の交流を通じて、日中の大学

生が互いに、他国との比較から学ぶべき点が

多いことを再認識しながら、新たな気づきを

得たことがうかがえた。 
 

 

 
 

（総合交流部） 
 

 

 

 

 

 

 

◆日中青少年交流事業 参加者の 

その後のストーリー(第 1 回)  
 

2007 年から現在まで、日中青少年交流事業

の参加者は 38,000名を超えました。訪日活動

を経た皆さんがその後どのような未来を歩ん

でいるのか、過去の参加者の方にそれぞれの

ストーリーをうかがいました。 

今回は、2014年の訪日団に参加した黄さん

(本人希望により姓のみ公表)のインタビュー

を、一部抜粋してご紹介します。インタビュ

ー内容の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)に掲載しておりま

すので、ぜひご覧ください。 

 

 

― 2014 年の訪日団参加前も日本文化や日本

社会に興味を持っていましたか？それとも参

加後に興味を持つようになりましたか？ 
 

黄：2006 年の夏に、日本で少年少女向けの囲

碁の世界大会(第 12 回「四都市対抗少年少

女囲碁団体戦」)に参加したことがありまし

た。そのとき全日程でとても手厚く面倒を

見てもらい、日本への印象はとても良かっ

たです。そのことを除けば、訪日団に参加

する前は普通の大学生で、日常の学業に忙

しくも充実していて、改めて日本という国

を理解しようとする機会はありませんでし

た。 

黄さん プロフィール 

中国・湖北省出身。南開大学文学院に在籍して

いた 2014 年(大学 3 年時)、「JENESYS2.0」中国

大学生訪日団第 16 陣の一員として来日し、日中

韓大学生囲碁交流などに参加。2017 年に大阪大

学の予科に入学、2018 年 同大学院 経済学研究

科に進学。修士課程を修了後の 2020年 4 月、日

本国内の E コマース関連企業に就職し、エンジ

ニアとして活躍中。 

日中の若者同士で率直な意見交換が行われた 
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訪日団参加前の 2014年秋、私は大学 3年

生になりました。その頃には、周りの同級

生たちは大学院を受験するか、就職するか、

留学するか

等を大体決

めていまし

た。 (進路

を )はっき

り決められ

ずに迷って

いた時、訪

日団で日本に来る機会があり、この訪日経

験を通して、日本への留学もいいかもしれ

ないと思いました。費用も欧米に比べたら

安く、生活面でも、快適で落ち着いた日常

生活が送れ、困ることもありません。囲碁

を通して自分の居場所もすぐ見つかり、孤

独になることもないでしょう。当時、交流

を通じて皆の生活状況や精神状態がとても

よいと思えたので、あまり悩むこともなく、

帰国してからすぐに日本に行くことを考え

るようになり、日本文化や社会に関する資

料を集め始めました。 
 

― 留学に当たりどんな準備をしたか教えて

ください。 
 

黄：主に言葉に関することですが、2016 年 6

月に大学を卒業するまでに、大学の単位を

習得し卒業論文を書き上げる以外に、日本

語能力試験 N1の合格と TOEICの成績が必要

でした。ゼロから独学で日本語を勉強する

のは苦労しましたが、なんとかやり抜きま

した。他には書籍や映像資料等を通じて、

日本の鉄道に関する興味を深めました。 
 

― 留学中に一番大変だったことは何です

か？  
 

黄：言葉の問題です。たった一人で大阪に来

てすぐの頃は、食事を注文するのにメニュ

ーを見てもわからず、話をするのも恥ずか

しかったので、中国語が併記されたタッチ

パネルで注文できる牛丼屋に行くしかあり

ませんでした。大阪大学の囲碁部の仲間が

面倒がらずに教えてくれたので、少しずつ

慣れて口語も上手になっていきました。 

 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

黄：計画は、まず仕事のスキルアップをする

ことです。他には、昨年から主催者の一員

として「大学囲碁リーグ大会」を始動させ

ています。本大会は 2019年より始まり、今

年は第 2 回となります。日本の各大学の囲

碁交流の促進を趣旨としていますが、大学

生と OB がチームを組んで参加することも

できます。今年は上海と深圳の 2 つの大学

も招待し、国際交流も進めています。自身

が囲碁交流事業に尽力するとともに、交流

が長く続いていくことを願っています。 

目標は、自身の IT領域における知識を発

揮し、微力ながら将来は日本企業のデジタ

ルトランス

フォーメー

ションの力

になりたい

と考えてい

ます。 

 

 

 

― 国際交流に参加したことのない日中青少

年に向けてメッセージをお願いします。 
 

黄：参加前に何か日本に関して知っているこ

とがあるとしたら、それについてある程度

仮説を持っておくと、参加時に検証するこ

とができて、さらに効果が高まり収穫が増

えると思います。 

自分の小さな世界にとらわれず、このよ

うな国際交流の機会を通して自分の見識を

深めることは、貴重な財産になるでしょう。 

（総合交流部） 

留学中の 2019年 10 月、 

大分県別府市を旅行 

訪日団参加時の黄さん(中央) 
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● お 知 ら せ ●  
 

◆第 9 回「日中友好岸関子賞」論文募集 
 

(公財)日中友好会館は日本と中国の学術交流に貢献する人材育成のため、故岸

関子氏の遺志のもと 2013年に「日中友好岸関子賞」を設立いたしました。岸関子

氏は「満洲国」の日本人官僚の妻として激動の歴史を生きぬき、自らの体験から

正しい歴史認識を伝えていくことの大切さ、「日中友好」の重要性を痛感し、自ら

実践しただけでなく、その志を若い世代が継いでくれることを願っていました。 

今年で 9回目の募集となり、優秀な論文 1～3点に賞状及び副賞(20万円)を授与します。中国

からの留学生の皆様、どうぞ奮ってご応募ください。 
 

(1) 応募資格 

中華人民共和国、東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）出身の留学生。 

2019 年度（2019年 4月～2020年 3月）、2020年度（2020年 4月～2021年 3月）の間に 

日本の大学院で、修士論文学位審査に合格していること。 

人文・社会科学系を専攻し、日本語で書いた論文であること。 

(2) 提出する書類（以下は返却いたしません） 

  ①修士論文コピー2部（大学院修了年月を明記）  ②論文要約 1,500 字以内 

③指導教授の推薦状  ④パスポートコピー（東北三省出身がわかるページ）   

⑤住所、Eメールアドレス等の連絡先  ※②と③は任意の書式・A4 

(3) 選考スケジュール 

第一次選考：2021年 6月頃 最終選考：2021年 10月頃 表彰式：2021年 11月頃(予定) 

(4) 応募受付期間 
 

2021年 2 月 1 日 ㈪ ～ 5 月 31 日 ㈪（当日消印有効） 

 
          

第 9回「日中友好岸関子賞」選考委員会 
 

 西 原 春 夫 早稲田大学名誉教授・元 総長（刑法） ※審査委員長 

 山 田 辰 雄 慶應義塾大学名誉教授（中国近代史） 

 劉  建 輝 国際日本文化研究センター教授（日中比較文学・比較文化） 

 阿 南 惟 茂 元 駐中華人民共和国日本国大使（国際問題・外交） 

 板 谷 正 德 元 野村ホールディングス㈱取締役（経済学） 

 岸  陽 子 早稲田大学名誉教授（中国文学） 

 齊 藤 泰 治 早稲田大学政治経済学術院教授（中国近現代思想史） 

 佐 藤 重 和 日中友好会館 理事長  

海老原宏明 日中友好会館 常務理事 

 武 田 勝 年 日中友好会館 顧問 
 

 

 

 

【郵送先/問合せ】 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3 第 9回日中友好岸関子賞事務局 

Tel：03-3814-1261  Eメール：kourakuryo-k@jcfc.or.jp   担当：沼﨑 

※選考の結果は本人宛に郵送で通知いたします。日中友好会館ホームページも 

合わせてご覧ください。  URL: http://www.jcfc.or.jp/ 

岸関子氏 

 
第9回募集

情報 

QR コード 

mailto:kourakuryo-k@jcfc.or.jp
http://www.jcfc.or.jp/
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＊今月の表紙＊ 

 

道安「三魚花瓶」(成都銀糸工芸) 
 

主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事」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。 
 

【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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