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《第 30回 中国文化之日》 

◆展覧の部｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣ 

◆公演の部｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演｣ 

《日中友好後楽会》 

◆定例談話会について 

 

◆岸本奨学金授与式 

◆後楽ガーデンホテル(後楽賓館)の近況 

◆日本大学生による中国への応援メッセージ 

◆日中青少年交流事業 参加者アンケート〈JENESYS2019〉 

 

◆後楽寮は永遠の家 ◆日本アニメから鎌倉へ ◆私と日本の所縁 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

 

  第 30 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、おかげさまで記念すべき

第 30 回を迎えます。 
 

今年の「中国文化之日」展覧の部は「～色褪せない墨の美～」と題

し、日中友好会館の所蔵品から厳選した中国の書・絵画の銘品を展示

します。 

毎回好評の公演の部ですが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から、大ホールでの生公演を中止し、動画配信という新た

な方法で開催することになりました。 
 

 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館 

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、(公社)全日本書道連盟（予定） 

 
 

 

≪展覧の部≫｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1988 年の開館以来、日中友好会館美術館では多岐にわたる分野

の展覧会を行い、折々の機会に素晴らしい作品の寄贈を受けまし

た。 

本展では 1988年に収蔵した啓功、劉炳森をはじめとする名だたる書家の作品や、現在活躍す

る潘公凱、楊力舟などの画家による絵画作品を約 40点展示いたします。書や絵画を通して、年

月を重ねてもなお色褪せない、中国美術の美しさに親しみと関心を持っていただけると幸いで

す。ご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

会 期：9月 26 日㈯～10 月 18 日㈰ ＊月曜休館 

会 場：日中友好会館美術館 

時 間：11:00～16:00 

入場料：無料 

 

喬十光「江南小景」 

劉炳森「張継詩楓橋夜泊」 
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【美術館イベント】ギャラリートーク 

日時：①10月 3日㈯ 14:30～ ②10月 15日㈭ 14:30～（約 30分） 

＊事前予約制 各回 20名 
 

在日華人書画家の趙龍光氏が、出展作品を中心に中国書画の魅力と 

楽しみ方について日本語で解説します。 

 

◆美術館からのお知らせ 
 

政府の方針等の状況により、今後の開館状況に変更が生じる場合がございますので、ご了承

ください。開閉館の最新状況については随時、当会館ホームページ、または SNS にてお知らせ

します。 

 

 

≪公演の部≫｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演｣ 
 

「第 30 回中国文化之日」公演の部は“日中友好”をテーマ

に掲げ、優美な音色が魅力の中国の伝統楽器・二胡と、躍動感

あふれる日本の伝統楽器・和太鼓、共に世界を舞台に第一線で

活躍するアーティストの豪華共演をお届けします。 

日本でも多くのファンを獲得している二胡。その奏者であり、

トップランナーとして日本で活躍を続け、テレビドラマ｢JIN-

仁-｣のメインテーマの演奏でも有名なウェイウェイ・ウーによ

る演奏をご堪能ください。 

また、和太鼓奏者として長年第一線で活躍するヒダノ修一、同じく若手のエースとして活躍

する一彩(いっさい)をスペシャルゲストに迎え、躍動感あふれるステージを配信予定です。 

日中友好会館ならではの中国の二胡と日本の和太鼓とのコラボは必見です！両国の音楽文化

を代表する二種の楽器の共演をお見逃しなく。 
 

＊今年は日中友好会館大ホールでの生公演は行いません。 

＊本催事のために無観客で収録したコンサート動画を後日配信予定。 

＊詳細は、追って会館だより 10 月号、会館ホームページならびに日中友好会館美術館の

SNS(Facebook、Twitter)でお知らせします。 

 

 

【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

 

趙 龍光氏 

Facebook Twitter 
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  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会について 
 

9 月の談話会は、最近の新型コロナウイル

スの感染状況を考慮し、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、10月以降のイベントの実施につきま

しては、新型コロナウイルスの感染状況を見

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。 
 
【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 

 
 
 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆岸本奨学金授与式 
 

8月 4日、日中友好会館会長室にて第 35回

岸本奨学金授与式を行いました。後楽寮運営

への貢献が顕著な寮生に授与される岸本奨学

金は、一般社団法人岸本倶楽部より委託され、

1986 年から毎年実施されています。今回は、

寮生委員会メンバーである 12 名が対象でし

た。 

 

 

 

 授与式には、日中友好会館から佐藤理事長、

海老原常務理事、加藤事務局長兼総務財務部

長、張留学生事業部部長が出席しました。 

まず初めに、岸本倶楽部を代表して岸本將

裕理事より挨拶をいただきました。岸本理事

からは、本来なら東京オリンピックを開催し

ている時期であるはずなのに、新型コロナウ

イルスが猛威をふるう最中、授与式が開催さ

れたことに対する感謝の言葉をいただきまし

た。また、中国留学生へ向けては、困難な状

況であっても、留学生同士が協力し、励まし

合って日本での留学期間を過ごして欲しいと

励ましの言葉を述べられました。 

続いて奨学金の授与では、寮生委員会を代

表し、呉啓委員長が目録を受け取りました。

呉啓委員長は、岸本倶楽部の皆さまに対して

感謝の意を述べ、中国の漢詩を引用し、受け

たご恩は必ずお返しするという決意を表しま

した。 

岸本將裕理事(右)より奨学金を授与 

(左より邢亜南副委員長、呉啓委員長) 

日中学院  
 

中国語無料公開講座 
 

これから中国語を習い始めようと考えて

いる方を対象に、中国語のあらまし、中国

語の楽しさを知っていただくための発音講

座です。お申込みの上、お気軽にご参加下

さい。 
☆入門コース…中国語初心者の方 

☆基礎コース…週 2回半年、週 1回 1年 

程度学習された方 
 

9 月 12 日 ㈯ 13:00～15:00 入門、基礎 

9 月 18 日 ㈮ 18:45～20:45 入門 

9 月 26 日 ㈯ 13:00～15:00 入門 
 

＊当学院在校生や以前に参加された方はご

遠慮ください。日程は変更になる場合が

あります。詳しくはお問い合わせ下さい。 
 

【申込み・問合せ】日中学院 

電話：03-3814-3591 

E-mail：info@rizhong.org 

URL:https://www.rizhong.org 

mailto:info@rizhong.org
https://www.rizhong.org/
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そして会館を代表して佐藤理事長より、岸

本倶楽部からのご好意にお礼を申し上げると

ともに、奨学金の授与は留学生たちの今後の

キャリアにおいて重要であり、これからの日

中関係にとっても大変有意義なものであると

挨拶を述べました。 
 

 

 
 

 

 

 今年は新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ

ため、例年とは異なり、少人数で短時間の実

施となりました。しかし、例年と変わらず日

本と中国の末永い友好関係に貢献する着実な

一歩となったことでしょう。改めまして岸本

倶楽部の皆さまに感謝申し上げます。 

（留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 

◆後楽ガーデンホテル(後楽賓館)

の近況 
 

 後楽ガーデンホテル(後楽賓館)は、東京都

心にありながら、隣接する小石川後楽園の豊

かな緑が感じられ、また比較的静かな環境に

立地している事から、これまで国内外から観

光・ビジネス用途で多くのお客様にご利用頂

き、好評を得て参りました。 

 1988 年 3月に営業を開始し、おかげさまで

本年 3月に開業 32年目を迎える事が出来まし

た。 

 その後施設の老朽化にともない、2013年度

に 4F と 5F の 2 フロアの内装改修に着手した

のを先駆けとし、2014年度以降は 1年 1フロ

アずつ改修工事を進めてきましたが、このた

び 2019年度に 8Fの内装改修が終了した事で、

4F～11F の全 8 フロア客室 149 室の改修工事

が一段落致しました。 

 

 
 

2013 年度からこれまでの間、当館では、客

室フロアを改修するのみならず、昨今の社会

的要望に対応した各種の施設改修にも積極的

に取り組み、実施して参りました。 

その筆頭が客室を含めた館内のバリアフリ

ー化です。この期間中に、既存の客室を改修

してバリアフリー対応の客室をダブル 4 室、

ユニバーサルツイン 2 室、ユニバーサルファ

ミリー1 室の計 7 室設置致しました。また客

室以外のバリアフリー対応も同時に進め、エ

レベーター2 台のバリアフリー化を伴う更新

や、多目的トイレの設置(1F ロビー）、身障者

出席者で記念撮影 

改修後のユニバーサルファミリー室 

岸本倶楽部の皆さまとのご縁 
 

(一社)岸本倶楽部は大学生、高校生及び海外か

らの留学生への修学助成など、堅実な公益事業

を行っている団体です。初代会長は、当会館初

代会長でもある故 古井喜実 元法務大臣です。 
 

その古井会長の発案により、後楽寮在住の留

学生への奨学金授与が始められました。これか

らもこのご縁を大切に受け継いでいきたいと思

います。        （留学生事業部 N） 
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用駐車場の整備、共用部廊下の誘導灯設備の

視覚・聴覚障害者対応等の措置をこれまでに

行って来ております。 

また、バリアフリー化の他にも、2016年度

に館内の分煙促進を目的として 1F に喫煙所

を設置した他、2019 年度には 8F にも喫煙所

を 1 ヶ所増設し、近年高まる受動喫煙防止の

要望にも対応した運営を行って参りました。 

 今年は新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大が社会全般に多大な影響をもたらす結果

となっておりますが、当館も同様に影響を受

けており、4 月 20 日から 5 月 31 日の期間、

休業せざるを得ない事態にまで追い込まれま

した。6 月 1 日には営業を再開したものの、

相変わらず行動や移動の制限を求められる状

況下で、大変厳しい営業環境が続いておりま

す。 

しかし、このような状況下でも、フロント

に飛沫防止アクリル板を設置し、室内及び共

用部の消毒の徹底、定期的な館内換気等、必

要な感染防止対策を施した上で、ホテルスタ

ッフ一同はお客様のご来館を心よりお待ちし、

かつ安心で快適な滞在となるよう全力でサポ

ートさせて頂いております。また、来年に延

期されました東京オリンピック・パラリンピ

ックですが、来年のその日を笑顔でお迎えで

きることを心より願っております。 

後楽ガーデンホテル(後楽賓館）は日中友好

会館の一翼を担う施設として、今後もより良

い運営に努めて参ります。変わらぬご愛顧の

ほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

（資産管理部） 

◆日本大学生による中国への応援

メッセージ 
 

今年 5 月、中国各地の大学生から新型コロ

ナウイルスの影響を受けている日本へ向けた

応援メッセージ動画が届きましたが(本誌 7

月号に掲載）、この温かい気持ちに応えようと、

今度は日本大学生から中国への応援メッセー

ジ動画が寄せられました。 

メッセージ

を寄せてくれ

たのは、昨年

11 月に実施し

た ｢ 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訪問・交流した、

九州産業大学、香川大学、高知大学の学生た

ちです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

中国大学生の応援に対する感謝や、日本・

中国での再会を願う気持ちが込められたこの

動画は、7 月中旬より在中国日本国大使館の

Weibo と Wechat、中国人民対外友好協会のホ

ームページ、Wechat等で公開しており、既に

多くの皆様にご覧いただいています。中国の

ネットユーザーからは「留学はまさに両国の

民間交流を深めるもの」、「こんなときこそポ

ジティブなエネルギーが必要だ」といったコ

メントが残されており、改めて日中青少年交

流の重要性とパワーを感じる機会となりまし

た。動画は日中友好会館ホームページにも公

開していますので、是非ご覧ください。 

（総合交流部）

「コロナに負けずに頑張ってください。 

日本にまた遊びに来てね！加油！」 

九州産業大学の学生 

香川大学の学生 

客室からは東京ドームが一望できる 
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◆日中青少年交流事業 参加者アンケート〈JENESYS2019〉 
2019 年 5月～2019年 12月実施分 

 

2019 年度、日中友好会館は、外務省が推進する対日理解促進交流プログラム「JENESY2019」

計 9事業(招聘)を実施し、参加者 466名に対しアンケート調査を実施しました。 

今回は、参加者 466名のアンケート結果(回答率 100％)の一部をご紹介します。 

＊団員の種別・職業の内訳は以下の通り。 

   高校生 164名 

青年  公務員・行政管理（教師を除く）85 名 ／ 教師 66名 

農村青年幹部 27名 ／ メディア関係者(記者、アナウンサー、編集など)101 名 

その他研究員、団体職員など 23名 
 

1. 今回の訪日で印象に残ったこと（3つ選択可）  
※上位 3位 

日本の社会･マナー  88％ 

歴史･伝統文化  55％ 

日本の経済   43％ 

(生活水準、日本の産業、商品･サービス)  

 

2. 訪日中に SNSで何を発信したか（複数選択可） 
※上位 3位 

日本の社会･マナー  71％ 

歴史･伝統文化  60％ 

日本の経済   42％ 

(生活水準、日本の産業、商品･サービス) 

 

3. 視察・訪問先での交流について最も良かった点（記述式） 
 

◇心が通じ合い、相互理解や友好を深めることができた 

・ホームステイは日本の現地の人々の暮らしに触れることができる素晴らしい体験だった。こう

した時間をかけた触れ合いにより双方の想いが通じる。 

・以前より他の国の授業に興味があったので今回、学校交流が一番印象に残った。訪問先の学校

で多くの日本人生徒とふれあい、一緒に給食を食べたり自分の趣味について紹介したりしたの

が楽しかった。 

◇テーマや専門分野について理解が深まった 

・学術交流では研究者の広い視野での最前線の情報にふ 

れることができた。企業や団体は細かく調査研究を行 

っており、目的が明確だと感じた。 

・日本のメディアの客観性や独立性を感じた。高齢化が 

進む日本の老人介護の進歩やスタッフの積極的な取 

り組みが印象に残った。 

・日本の教育は人を大切にする文化教育を理念として 

いて、生徒の心身の成長や紀律、個性を尊重し、心 

と総合的な能力を育成しているのが印象に残った。 

◇日本、日本人の長所に触れることができた 

・マナーを重視したきちんとしたおもてなし、社会の 

秩序や自然環境の美しさがよいと感じた。 

高齢化社会対策をテーマに医療機関を視察 

(中国社会科学院青年研究者代表団第 2 陣) 

106

28

58

76

132

135

183

259

310

0 100 200 300

その他

自然災害からの復興状況

日本の安全保障政策

近代文化（ポップカルチャー）

科学技術・先端技術

日本人の国民性

日本の経済（生活水準，

日本の産業，商品・サービス）

歴史・伝統文化

日本の社会・マナー

人

2. 訪日中に SNS で何を発信したか(複数選択可) 
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13

103

106

119

359

360

0 100 200 300 400

その他

自国との経済・ビジネス

関係の強化に関する

活動への参加

自国との政治的・社交的

繋がりの強化に関する

活動への参加

防災・災害対策の

協力の推進に関する

活動への参加

訪問先で出会った人との

繋がりを維持・強化

活発な文化，学術，科学，

スポーツ等の交流の推進に

関する活動への参加

人

6. 将来、日本との関係を、個人的にどのように 

発展させたいか（複数選択可） 

学校教育とコミュニティが連携して人材を育成していることや歴史の文化遺産がしっかり保

護されているのが印象に残った。 

◇配慮ある準備・対応 

・視察スケジュールがしっかり組み立てられていた。行政機関、地方自治体、大学の研究所を訪

問したり、日本の田舎の人たちと交流したりするなど、よく考えられていた。 

 

4. 個人または参加者同士で計画している訪日経験を活かした行動（記述式） 
 

・校内新聞に文章を寄稿する。 

・Wechatや Weibo、QQで日本滞在中の感想を友達にシェアする。 

・テレビ局で学習交流会を開き、PPTで日本のテレビ番組の優れた理念や社会的責任などについ 

て紹介する。 

・小規模な報告会を開き、家族や友人に日本文化や 

環境保護について紹介する。 

・日本の高齢化対策について資料を作成し、同僚に 

紹介する。 

・今回一緒に訪日したメンバーと医療や日本のメディ 

 アに関する交流を続け、関連するディスカッションを 

行う。 

・帰国後、訪日団メンバーで学校内で討論会を開き、 

日本訪問の経験を振り返って、日本社会から我々が学 

ぶべきことを探す。 

・日本の高齢化対策、経済や金融の政策について研究し 

中国の発展に役立つヒントや手がかりをつかむ。 

・今回知り合った日本人と連絡をとりあう。 

・また日本を訪れて、日中の文化交流を推進したい。 

・日本の歴史や文化について理解を深め、日本語や日本の芸術を学びたい。 

 

5. 今後、日本との関わりについて関心があること（複数選択可） 
 

日本語・日本文化の学習  84％ 

日本への留学   18％ 

研究者として日本について専攻  11％ 

日本企業への就職    7％ 

 

6. 将来、日本との関係を、個人的にどのように 

発展させたいか（複数選択可） 
 

活発な文化、学術、科学、スポーツ等の交流 

の推進    77％ 

訪問先で出会った人との繋がりを維持･強化 

     77％ 

防災･災害対策の協力の推進  26％ 

自国との政治的･社交的繋がりの強化 23％ 

自国との経済･ビジネス関係の強化 22％ 

 

 

 

大阪府立門真なみはや高等学校訪問･交流 

(中国高校生訪日団) 
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～訪日が日本への理解を深め、繋がりを維持するきっかけに～ 
 

「JENESYS2019」の団員は、参加条件として、滞在中ま

たは帰国後、本プログラムへの参加経験や日本の魅力等

の情報を広く共有するべく、対外発信を行うことが求め

られています。滞在中、SNSを通して発信した内容、お

よび訪日で印象に残ったものとして挙げられたものは、

ともに「日本の社会・マナー」「歴史・伝統文化」「日本

の経済」が多く、印象が深いものほど積極的に情報発信

される傾向にあります。 

帰国後は、訪日での見聞をレポート・新聞といった成

果物にまとめたり報告会を開いて、身近な人に伝えたり、

団員との交流を維持する場を設ける等の計画を立てており、訪日での知見を自分自身や中国の

発展に積極的に活かそうとする意欲がうかがえます。また、テーマ・専門分野に関する視察や

地方訪問等を通じて、専門的な理解を深めただけでなく、多くの団員が実際に自分の目で日本

を見て、日本人と交流できたことに充実感を感じているようです。 

8 割以上の団員が「日本語・日本文化の学習」に関心を抱いており、帰国後、「活発な文化、

学術、科学、スポーツ等の交流の推進」「訪問先で出会った人との繋がりを維持・強化」するこ

とで、日本との関係を発展させたいと回答している団

員も 7割以上を占めることから、身近なことから日本

への理解を深め、日本・日本人との交流を継続してい

こうと考えていることが分かります。 

これらの参加者の声を踏まえ、当会館では日中の若

者が交流することで自分なりの日中“像”を模索する

機会を提供し、実り多いプログラムにするよう、今後

も尽力してまいります。         （総合交流部） 
 
 

 
 

日中友好会館美術館からのご案内 
 

日中友好会館 1階にある日中友好会館美術館では、中国の文化芸 

 術に関する様々な展覧会を催しています。また、当会館主催の展覧 

会開催期間以外は展示スペースとして貸出しています。 

催事スケジュール、貸美術館の利用料金やお申込み方法等は、 

会館ホームページでご確認いただくか、下記までお問合せ下さい。 
 

【問合せ】文化事業部 貸美術館担当 
 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

URL ： http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/museum 

 

帰国後の対外発信･行動計画について発表 

(中国青年メディア関係者代表団第 2 陣) 

京都府立北嵯峨高等学校訪問･交流 

(中国高校生訪日団) 

mailto:bunka@jcfc.or.jp
http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/museum
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留学生通信 

 

 

後楽寮は永遠の家 
 

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） 

周 英鈺 
 

あっという間

に日本へ来て二

年以上経ちまし

た。初めての日本

で、中国留学生の

最も集まる所で

ある後楽寮の噂

を聞き、さっそく入寮申請をしてみました。

国家留学基金委員会の公費留学生として、幸

運にも順調に入寮することができました。 

入寮してすぐ留学生事業部の先生方の温か

い助けと寮内にある豊富で多彩な余暇活動の

おかげで、異国他郷にありながら全く孤独感

を感じずに過ごすことができました。 

初めて参加した 2017 年国慶節祝賀パーテ

ィを覚えています。すべて学生たちで考える

舞台のプログラムや演出に驚き、それでいて

どの演目もとても素晴らしいものです。中で

も王文強さんの変面は見事なもので、特に印

象に残っています。 

当時、元寮生委員会で文芸委員だった楊筱

茜さんと一緒にプログラム構成に携わりまし

た。辛くもあり楽しくもあり、そのときはま

だ自分が寮内の文芸活動と縁を結ぶことにな

るとは思ってもいませんでした。その後、私

も寮生委員として、後楽寮でのカラオケ活動

をはじめ、大規模な文芸活動を組織しました。

どれも大切な思い出で、心の中にしまってあ

ります。プレッシャーに押しつぶされそうな

ときもありましたが、仲間との絆、友情、す

べてが味わい深く、人生の糧となっています。 

日本アニメから鎌倉へ 
 

東京大学大学院博士課程 

（工学系研究科機械工学専攻）陸 嘉 
 

1990 年代生まれ

の中国人たちに言

わせれば、私たちの

成長と伴走する存

在が日本アニメだ。

私も例外ではない。

小学校に入ってか

らの毎日午後は、テ

レビの前に釘付け

になって｢SLAM DUNK｣、｢NARUTO-ナルト-」な

どの人気番組を見ていた。 

物心つく前から、みな登場人物の｢桜木花

道｣や｢うずまきナルト｣のような英雄に憧れ、

良い仲間を持とう、この先どんな困難があっ

ても勇気をもって前へ進むぞと思っていた。

その後、高校、大学へと進学し、海外留学へ

の道も考えるようになった。｢どうして日本へ

行かないのか？アニメ誕生の地をこの目で見

てみないか？｣と自分に問いかけた。そして

2015 年夏から日本へ留学することにし、日本

の先進的な科学技術を学びながら、幼少期の

思い出を探す旅に出た。 

忘れられないのはやはり鎌倉だ。｢SLAM 

DUNK｣に登場する鎌倉高校前を訪れたときに

偶然、登場人物に扮した人々に出逢い、あの

名場面を彷彿とさせる情景が目の前に現れた

ことに驚き、感動した。それ以外にも鎌倉に

は大小様々の寺社仏閣があり、私が一番好き

なのは、明月院と建長寺だ。二寺とも千年近

くの歴史があり、多くの人が足を運ぶ。前者

は紫陽花の絶景で有名で、後者は仏殿が立派

だ。古物を見ると、ずっと昔から受け継がれ

てきた細部にわたる日本社会の心遣いが感じ

られる。本業に対して手を抜かないまじめさ

がある。卒業前にもっと多くの日本文化を学

び、歴史ある街を歩いてみたいと思う。 



 

 会館だより 2020 年 9 月号 No.375  

- 10 - 

 

私と日本の所縁 
 

早稲田大学大学院国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 

(外国人客員研究員)王 坤 
 

中国の大学統一入

学試験の時期になる

と、大学講師である

私のもとへ親戚や友

人から多くの連絡が

来る。彼らは無料の

入試アドバイザーを

求めているのだ。彼

らの相談にのるうち

に、私自身、なぜ日本語を専攻にしたのか、

私と日本の所縁が思い出された。 

中国人の 20 代～30 代は日本のマンガやア

ニメーションを見ながら成長してきた。しか

し電気さえもしっかり供給されなかった 1980

年代を過ごした私にとっては、村の公共事務

室に置かれたテレビにちらりと映った｢一休

さん｣が唯一の日本アニメーションだった。そ

の他に、日本はどのような国なのかは知る由

もなかった。 

もう一つは、母方の祖父は 1941年の中条山

戦役(中原会戦)に従軍した経歴を持つ。幼少

からそれを聞いて育った私の中に｢外国｣=｢日

本｣としての興味が芽生えていたのかもしれ

ない。日本人は本当に悪いのか、日本という

国をさらに多く知りたい、と色々なことが脳

裏に浮かんだ。 

進路を決めるにあたり、高校の同級生たち

は皆、英語、歴史、法律、政治などありふれ

た専攻分野を選んだ。そして日本語を選択し

た私を怪訝そうな顔で見つめ、｢日本人｣とい

うあだ名を付けたのだった。もちろん冗談半

分だったが、今でも同窓会でその話題が出る

と、場が一瞬で笑いに包まれる。 

大学に入って最初に日本語会話を教えてく

れたのは｢滝波｣という日本人の先生だった。

平仮名もまだ教わっていなかったので、先生

の話がちっとも分からなかった。しかし先生

は私たちにわかるように｢身体言葉｣を用いて

一生懸命に説明した。今でもその姿が目に焼

き付いている。実生活で初めて会った日本人

は、私の心にあった印象とは全然違う感じが

した。 

それからの学生時代でも、社会人になって

から仕事上で出会った方でも、殆どの日本人

は礼儀正しく人柄の良い方だった。私の日本

に対するイメージも知らず知らずのうちに変

わるようになった。やはり人間は、聞いたも

のだけで他人に対する見方を判断したならば、

偏見を抱きがちだ。実際にその人やその国の

文化に接触しないと、本当の意味での理解が

できないのだ。 

観光や出張で日本を訪れ、帰国した友人ら

はたいてい｢中国はやはり発展途上国で、まだ

日本に習うべき処が沢山ある｣という本音を

私に漏らした。その｢習うべき処｣はどこにあ

るだろうかと、私はいつも考えている。 

日本の観光統計データによると 2019年、訪

日中国人は 960 万人近くになったそうだが、

訪中日本人はわずか 100 万人にも達していな

い。なぜ日本人は積極的に中国に関わろうと

しないのか、中国人も日本人も真剣に考える

べきだと思う。 

訪日中国人の増加にともない、中国人は実

体験で中日間の文化の違いを理解できるよう

になった。それと同様に日本人も中国の実態

を知るべきだと思う。インターネットやマス

コミの情報だけに頼っていては事実から遠ざ

かってしまう。誤解や偏見は対面して交流す

ることで、互いへの関心や理解へと変わり、

相手を尊重する態度を育てる。これが本来の

人間性であり、最も基本的で必要なものでは

ないでしょうか。 

（西安電子科技大学 副教授） 
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＊今月の表紙＊ 
 

楊力舟「錦繍萬里豪情永勝」 

第 30回 中国文化之日「～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展」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 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 


	0.表紙0820
	1-10.行事案内、活動記録0820
	11.背表紙0820

