
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 月は卒業のシーズン。OSF からも奨学生、会館生が新しい活動の場へと巣

立っていきました。皆さんの前途に多くの幸があります様、お祈りします！ 

3 月・お別れパーティー！ 

金 容賢さん 
（韓国 忠州） 

韓 樹林さん 
（韓国 ソウル） 

4 月・お花見 

3 月・会館生スキー旅行 

会館に続々と新しい仲間が 

来てくれました！OSF へようこそ😊 

学生会館ニュース 

海外・遠方から来てくださった皆様 

結婚、誕生、 
おめでとう！ 

1/12（土）モイヨさん

（H24・会・モンゴル）が

仕事の合間に来団してく

れました！類稀なる行動

力で、日・モンゴル両国

の発展に日々尽力して下

さっています。 

3/1（金）金日林さん（H17・奨・韓国）が来団。

京都にて日本文化の研究をされているとの事で、

お仕事・ご活躍の様子を色々と教えて頂き、とて

も楽しい時間でした！ 

3/25（月）モニラさん（H16・会・カンボジア）が、忙し

い合間をぬって遊びに来てくれました。昨年のラオス旅行

以来の再会です。カンボジアと日本をつなぐ大活躍中のモ

ニラさん、これからも頑張ってください！ 

2/18（月）イダさん（H10・会・インドネシ

ア）が娘さんと来日。理事長夫妻と千葉駅にて

昼食をご一緒されました。娘さんのご結婚が決

まったそうで、嬉しいご報告を頂きました！ 

グェン ティ メンさん 
（ベトナム ハノイ） 

マラタ・ザヤさん 
（モンゴル ウランバートル） 

1/6 ソー・パイン 

さん（H19・会・ミ 

ャンマー）がご結婚 

されました！とても 

素敵な結婚衣装で 

すね、末永くお幸せ 

に！ 

 
会 

 
奨 

1/21 ソピィーさ 

ん（H23・会・カンボ 

ジア）に長女が誕生 

しました！すくすく育 

ってね☆ 

現役生イベント 
 

4/3（水）金順喆さん（H17・会・韓

国）が奥様・お子さんと兵庫県より来

て下さいました。昔のアルバムを見

て、現役会館生時代のパパを探して盛

り上がっています！ 
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OSF(Okamoto Scholarship Foundation)の活動案内 1、留学生宿舎の運営 2、留学生へ奨学金の支給 3、留学生の学習＆人生相談・国際交流 

 

岡本財団のみなさん、お元気ですか？ 

 

私はマレーシアからの元留学生、テオというもので

す。OSF 家族の一員になったのは、振り返ればもう１

５年も前のことです。あの時は晴れて大学院に進学で

きていたにもかかわらず、国からきっぱりと奨学金は

でないから自分でなんとかせえと、大変だったことは

覚えています。幸い、あの時は OSF に出会いました。

迷いの多い青春期（？）だったが、OSF とのかかわり

はある意味一種の精神的な救いでもあり、OSF 奨学生

期間は非常に充実していました。大変、大変お世話にな

りました！ 

 

それで OSF と離れた後の事をざっと話しますと、建

築系研究室の先生の希望（大学の教授になってほしい

こと）に応えず日本某大手外資系広告会社の営業職に

就き、その後建築関係の会社に２社ほど転職を重ね、9

年前に帰国し田舎でダイニングカフェを創りました。

建築？広告？デザイン？飲食？全く関係のなさそうな

分野を行き来し、なにをやろうとしているのやら？謎

を深めるかのように、去年より児童認知発達科学を基

礎とした絵画教室の先生も務め、マレーシアのとある

教育雑誌にも関連記事を寄稿し、現在に至ります。まだ

まだ教授とは程遠いものですが、教育に関わり始めて

います。 

 

変わっていますか？実は何も変わっていません。世

の中の区切りに従っていないだけであって、ある意味

私はずっと子どもを対象として仕事してきました―建

築で子どもに相応しい環境づくり、広告やデザインで

子どものような目線や発想とか、カフェは子どもが喜

ぶような場所、絵画教室は大人の学生もいるがほとん

どが子ども、教育雑誌は児童描画を通じて親子で楽し

める絵描きのインサイトをーそのような類です。分野

とか職種とかではなく、子どもについて考えいろいろ

とやっているわけです。見方を変えれば納得はしてい

ただけますでしょうか。 

 

でもこのようなやり方はなかなか複雑すぎて周りか

ら理解されなかったりします。これができるのも、もは

ややらなければいけないのも、マレーシアにいるから

です。奨学金を途中で断ち切る国、人材を育てない国、

独立後６０年間で初めて政権交代していてもやり方は

以前とほぼ変わらず、よろしくない現状にある国。だか

らこそ根本的に問題解決をしなければいけないと思わ

れます。首が長くなるような話ですが、国の将来を背負

う子どもたちが鍵かと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

何せ、娘が小１になりました。娘が大人になったころ

には少しでも今よりよくなった世の中になってほしい

ものです。先輩たちががんばって築いてきた国際社会、

例えば OSF のような家族もできる素晴らしい今現代、

素敵なものごとが将来にも引き継がれていくように、

娘を囲む周りの子どもたちも巻き込んで私なりに黙々

とコツコツとやっています。そしてもちろん、OSF の

皆様とまたぜひ何かを一緒にできること、楽しみにし

ています！ 

 

＊子どもたちのために国境を超えるプロジェクトをやりたいと

いう方は OSF 経由でご連絡ください。 

【☆近況のご報告を頂きました☆】 

テオ チー シアンさん 
（H16・マレーシア・奨学生 OB） 

テオさんの生徒さんが描いた絵です！ 

母国マレーシアにてご活躍のテオさん。在学中は、交流の面

で奨学生のリーダー的存在で、沢山盛り上げてくれました！

日本にお越しの際は、ぜひ財団に遊びに来てくださいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【今を生きる人たちが 

感じられる物理「医学物理」、 

そして手術のないがん治療の普及】 

 

韓 樹林 （会館生） 

韓国（ソウル市） 千葉大学 融合理工学府 

 

 現在研究をしている分野は医学物理という分野です。多くの人

には知られていませんが、放射線を使用した医療が医療として成

立するために先に様々な放射線の特性の研究や、放射線の照射の

仕方の工夫をする分野が、医学物理と呼ばれる分野です。 

特に放射線医学総合研究所は陽子より重い粒子(以下重粒子)

を加速し人体にできた悪性腫瘍であるがんを治療する医療を行

っている、分野では独歩的な研究所です。そのため、千葉大学か

ら放射線医学総合研究所を連携大学院として登録し主に研究所

で研究を行っています。 

 

この分野を選ぶに至るまでかなり多くの悩みがありました。本

来物理学を選んだ理由としては未知の物質や未知の現象にとて

も魅力を感じ、量子力学や相対性理論など現実では見ることがで

きない極限・非地球上の現象を研究したいがためでした。↗ 

【ものづくり、ことづくりから生まれる 

つながりあい】 

 

髙橋 真央 （会館生） 

日本（長野県） 千葉大学 融合理工学府 

 

現在、私は千葉県山武市で休耕地の活用として米作りの活動

を行っている。研究生として入学した時から関わってきたため、

米作りを通じて地域の人との繋がりが少しずつ築けてきたよう

な時期になっている。 

研究テーマを決めるにあたり、万祝や仏像などの物や行為を

中心に考えるのではなく、これまで積み上げられてきた日常生

活の知恵や人同士の繋がりから垣間見ることができる文化を、

今の生活でいかせるような研究を行いたい。またそのなかでも、

自然素材を活かした手作業のものづくりを中心として地域の方

と共にその魅力を再確認していきたい。文化とは人が行ってき

た生活そのものであり、デザインとは人のよりよい生活に寄与

することとされている。研究を通じてお金や物だけでなく、心

も充実した未来の生活を描いていきたい。 

これまでは、長野大学で棚田の保全活動のあり方について研

究を行ってきた。昔は献上するための米を育てるために人が協

力せざるを得ない部分が多々あったのかもしれない。↗ 

しかし、それだけではなく棚田は人が苦労や楽しみを分かちあ

う人の拠点としての役割を担っていた。このような棚田の役割

を現在の形に上手く合わせながら、人の生き甲斐が生まれる場

として長期的な展望を見つめた。そこでは棚田に関わる多くの

人の内に秘めた願いを感じることができ、同時に私たちへ期待

をしてくれた。その期待が今の私のかけがえないさまざまな事

へのモチベーションや目標に繋がっている。そのため、長野大学

の先生の出身校である千葉大学のデザイン分野で、これまでの

活動のステップアップとして、デザイン文化計画研究室に入る

ことが一つの目標だった。研究室に入ってからは、この分野で紛

れもなく一流の植田先生と活動ができ、また研究以外の心意気

も学ぶことができてとても充実している。 

将来は、長野県でこれまでお世話になってきた全ての人やそ

の意思を継ぐ人々の夢や生き甲斐をつくるお手伝いをしたい。

また、できることなら長野大学に、教授の立場からデザインの視

点で地域に関わっていきたい。 

 

学部で物理の勉強をすればするほど、どの分野でも未知の現象を

探求していることが分かりましたが、ある時彼女に今後の進路に

ついて、特に量子力学の研究などの話をしていたときに、彼女から

「なぜそのような研究をしているかが理解できない」という言葉

をかけられました。その時から、「今を生きる人々が分野の恵みを

感じることができる物理をやりたい」と思うようになりました。 

これが現在自分の研究している分野を選んだ理由です。自分の

研究が小さい部分であっても、それが作り上げる分野が皆に伝わ

るような研究でありたいためです。 

 

医学物理によって治療効率がどんどん良くなっている放射線治

療は、種類によっては良い性能を持っていながら、治療の複雑さが

原因で運用する側が理解しきれず、良い性能を活かしきれない施

設もあります。放射線治療の測定の研究をするとともに治療の全

般を勉強することで、放射線治療時の運用の専門家として勤め、そ

の施設が１００％の効率を発揮できるように研究者、技術者と共

に努力していきたいと思います。また、現在の治療器の韓国普及に

も役に立るような人材になりたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今までに経験した困難な出来事と、 

それをどのようにして乗り越えたか】 

 

劉 鴻鼎 （奨学生） 

中国（甘粛省） 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 

 

 

☆☆財団本部よりお知らせ☆☆ 

・春になり、引っ越しをした方も多くいらっしゃると思います。 

住所が変わったら、OSF 便りや色々なお知らせを送れなくなってしまうので、 

必ず岡本財団に教えてくださいね（TEL or メール）。ご連絡お待ちしています。 

 

これまで経験した大きな困難では医大実習がとても印象に残っ

ています。中国河北省の国立病院で 1 年間いろいろな医科で実習

を行いましたが印象に残っているのは外科実習です。私たちは日

常的なケガや事故治療や手術を見学して看護師さんと一緒に準備

を支援しました。当時の私は手先があまり器用でなくてまたとて

も緊張しやすかったので手術準備や縫合実習がとても苦手でし

た。 

ある時にベチューンと言うカナダ人の外科医に関する授業を取

りました。彼はカナダで貧しい人に無料で治療を提供したり戦争

中に中国人を多く治療した有名な外科医です。私は昔から外科分

野に興味があったのでこの医師のように危険な状態の患者を外科

手術で救えるような医師になりたいと強く感じました。 

私は自分の苦手な部分を改善するため工夫や努力を始めまし

た。1つ目は、手術スキルを上げるために医療模型や布糸を使って

行う縫合練習を実習後にクラスメイトより長い時間練習するよう

にしました。そして 2 つ目に、実習のない時に患者さんと会話を

多くするようにして彼らの手術への考えや不安などを理解して自

分の知識でそれを安心させるような会話を多くするようにしまし

た。 

 

このような努力や準備をすることで、将来の医師としての理

解や責任感が強くなって手術実習や支援もだんだんと冷静に行

えるようになりました。実習の最後には見学した大きな交通事

故の外科手術でも冷静に支援や対応ができたため担当の教授か

らも良い評価をもらうことができました。実習を通じて、学校で

学んだ医療知識や研究だけでは良い結果を出すことができず、

患者さんの視点や気持ちを理解して初めて治療と言う良い結果

が出せることを強く学びました。大学院が終了したら将来中国

で医師になるのが私の夢ですが、日本での研究内容やこうした

実習で学習した経験を生かして、中国の外科治療や患者の健康

改善に貢献できる医師になりたいです。 

2月、財団本部で 

奨学生の皆さんと、たこ焼きを食べました！ 

餅やキムチ、チーズ、何でもぶっこみ闇鍋の

ようなたこ焼き（笑） 

それでも美味しいんだなぁ～ 

・岡本財団のホームページが新しくなりました！ 

最新の活動の写真や facebook へのリンクもありますので、 

ぜひ定期的に見てみてください☆ 

アドレスはこれまで通りです。（http://www.osf-family.com） 

http://www.osf-family.com/
http://www.osf-family.com/

