あ

プンさん（2016・奨・
ネパール）
長女誕生しました！
（メグミちゃん）
おめでたいです！！
健やかな成長をお祈
りします。

スッキリ～！会館リニューアル！

蔡奕屏さん（2019・
会・台湾）が福井放送
に出演！福井の魅力
をリポートしまし
た。食レポが
とても上手！！
１月には本も出版し
ました。詳しくは財
団 Facebook のリンク
をご覧ください！
韓国で活躍中のヒーン
さん（2016・会・韓国）
と、2019 年に財団の日
本語教室に来てくれて
いたミルザさん（パキ
スタン）が同じ会社で
働くことになったそう
です！ヒーンさんから
連絡をもらった時はビ
ックリしました。
奥さんのラミさんと、
チーズ！

この冬、学生会館の大規模なリニューアルを
行いました！新しい床や壁紙になり、まるで
新築の頃のようにキレイになりましたよ。

‘07 年

‘93 年

‘97 年

岡本財団恒例、冬の年忘れパーティー。たくさんの
OBOG の方が毎年、会場である千葉駅の「バーディー
ホテル」に来てくれました。現役の留学生の皆さんは、
素敵な歌やダンスをたくさん披露してくれましたね。
27 年の思い出の一部を、ご覧ください(^▽^)
（素敵な写真なので、Facebook にも掲載しますね！）

‘99 年

‘05 年

‘11 年

発行・編集

公益財団法人岡本国際奨学交流財団(Okamoto Scholarship Foundation OSF)

263-0023 千葉市稲毛区緑町 1 丁目 19 番 11 号 TEL043-248-8808
FAX043-238-4138
osf-midori1911@coda.ocn.ne.jp
http://www.osf-family.com
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
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皆さんこんにちは、お元気でお過ごしですか。
昨年はコロナ禍で財団の交流活動も思う様に出来ず、また留学生の皆さんもキャンパスに入れず授業もオンライ
ンで淋しい年になりましたね。私は常日頃成績の優より友人を増やせと言っているのでやるせない気持ちになりま
す。でも愚痴を言っても始まりません。今回は皆さんにコロナ禍で生きる心構えのアドバイスをしたいと思います。
世の中には個人がどんなに努力しても解決出来ない問題と、努力次第で解決出来る問題があると思います。コロ
ナ禍発生は前者に入ると思います。しかしコロナ禍の中での生き方や心構えは個人の気持ち次第だと思います。い
わゆる三密を守らず陽性になったり、自宅にいて何もせず気持ちが萎えたり太ったりでは心構えが悪いと思います。
三密を守ることは当然で、時間的余裕がある時こそ時間を有効に使って欲しいです。運動不足解消に毎日少しず
つ運動時間を作る。その他いろいろ有効活用方法がありますが、1 番お勧めは読書です。特に普段読む機会のない古
典と言われている本、論語やバイブル、偉人の伝記、歴史に関する物をお勧めします。何千年も前に書かれ長い風
雪に耐えてきた本には人間として必要な叡智が詰まっていて、これからの人生の中で皆さんの足下を照らす灯火に
なると思います。その他いろいろ工夫して私がいつも言う明るく楽しく前向きにコロナ禍と向き合って下さい。
財団の方に目を転じると、昨年は交流活動が充分に出来ずに終わりますが、OSF は家族主義の下、本来は毎月楽し
く有意義な交流活動をしてまいりました。これらの活動を通じて皆さん同士が兄弟の様に仲良く交流するのが目的
です。OB になっても是非、時間の許す限り参加して欲しいです。
皆さんの日本の実家は財団です。いつもどんな時も我々スタッフは皆さんの事を優しく見守っています。OSF の
強い力でコロナ禍を乗り越えましょう。

【財団本部より】
・新年始まって早々に、関東１都３県への緊急事態宣言
という残念なニュースが飛び込んできました…
岡本財団は 10-15 時の時短営業を継続します。また大変
残念ですが、当面の間財団へのご来訪はお控え頂きます
よう、お願い申し上げます。みんなで乗り切りましょう！
・今年もＯＢＯＧの皆さまから、たくさんの年賀状や電
子メッセージ、お手紙を頂きました！暖かいお心遣い、
心より御礼申し上げます。
キレイなお花も届きました！財団の玄関に飾らせて頂い
ています。

【奨学生の作文】

「あなたを動物に例えると
何ですか？」

蘇 雅さん
中国（内モンゴル自治区）
千葉大学 人文公共学府 人文科学

鳩を選んだ理由は、『九型人格』と言う本の性格テ
ストのうち、私自身のテスト結果は「調停者」であっ

飛ぶ鳥の中で鳩は広く大衆に愛され、平和を象徴し

たためだ。調停者の主な性格は、平和を愛し、他者の

ている。聖書では、鳩は大洪水の終焉を意味し、オリ

言葉に耳を傾けることに堪能な人であり、他人の立場

ーブの枝を咥えてノアの方舟に戻ってきたことから、

に注目し、周囲の世界を認めることができる穏やかな

現在の“平和鳩“、“オリーブの枝“など平和のシンボル

人だ。この性格は鳩と一致している。

となった。

次に鳩になってから何をしたいのかを述べる。大人

私は、鳩はただ平和を代表する生き物(モノ)ではな

は子供よりもメルヘンな世界を信じる存在だ。もし私

いと考える。なぜならば、聖書の中でカラスは洪水を

が鳩になったらまず翼を持つ。飛ぶ鳥の活動範囲は人

確認できなかったが、鳩は洪水の様子を見てオリーブ

間の何倍もあるため、私は「鳩身自由」を実現する。

の枝を信号として平和を伝えた。鳩はカラスより勇気

これは人間では達成することができない。これらの理

があり、オリーブの枝を合図にするような知恵があ

由以外に私がさらに良い理由を考えられないのは、人

る。それ以外にも鳩は聖霊の化身であることが多く、

類は生態系の食物連鎖の最も上位に位置づけられてい

イエスが洗礼を受けるとき、鳩が体に止まったと言う

るからだ。

伝説もある。信者はそれが聖霊の 7 つの贈り物(知

最後に、意のままに空想する機会をいただき、貴財

恵、悟り、慎重さ、忍耐、知識、敬虔さ、天主を畏れ

団の出題に感謝している。最後の最後に、もし私が本

る)と理解している。

当に鳩になり空高く飛び大地に平和をもたらすことが

美しさに憧れているのは、今を生きる若い人の望み
だ。生き物で例えるならば、私は鳩を希望する。↗

できるならば、私は翼を持った鳩になり、日差しの降
り注ぐ大地に羽ばたいていく。

ネパリ ビシュヌさん
ネパール（ガンダキ・プラデーシュ州）
秀明大学 総合経営学部 企業経営学科
人間は地球にいるすべての生き物の中で一番頭が良

さらに蜂は農業や様々な面でとても役に立つ生き物

い生き物であり、まず人間を人間以外の生き物に例え

です。例えば蜂によっての受粉は私たちの人生に関わ

るとしたら、どんな生き物が良いのかを理解するのは

る農業に重要な役割を持ち、蜂が作った蜂蜜を常に食

簡単なことではないと思い、私は自分で自己分析し、

べることで私たちの健康はさらに良くなっていきま

親友に私のことを聞いてみた結果、私は蜂だと感じま

す。私の母国であるネパールでは蜂蜜を薬として利用

した。

することもあります。

なぜ私は蜂と似たような人間なのか？それは、蜂と

ですから私も蜂のように、様々な面で人のために役

似たような特徴を私も持っていると言うことです。具

立つ人物になりたいと言う強い意志があります。自分

体的には、平均寿命が 6 週間しかない蜂は真面目で働

のために何かを行うのは誰でもできることです。しか

くのが大好きな虫であり、様々な花から花粉と蜜を集

し、自分の為だけでなく、自分の周りにいる人々のた

めて蜂蜜を作ることを毎日続けます。私も蜂のように

めに一つでも良いことをやれるのは本当に数少ない人

働くことが大好きです。できるだけ時間を無駄にした

だけです。それを私ができたら、きっと私の成功の一

くないです。そして私はグループワークが大好きで

つになると思います。

す。なぜならグループワークをすると新たなアイデア

最後に、私たちは自分の為と言う考え方を止めて、

が簡単に生み出され、困った際にはお互い助け合える

「皆で皆のため」と言う考え方にしないと、われわれ

ので、仕事上の不可能なことがなくなっていくと思い

が人間であるという誇りが無意味になってしまうた

ます。実は「グループワーク」とは人間が蜂から学ん

め、少なくとも皆で自分より立場の弱い人々のために

だことではないでしょうか。↗

暮らしやすい環境を作っていきましょう。

謝 蘇杭さん
中国（浙江省）

千葉大学 人文公共学府・人文公共学

「謝さんは見た目が犬に見えるけど、中身は孤独の
狼ですね」と、昔日本の友達に言われたことがある。
当時はその言葉に驚かされ、「こんなに明るくて優し
い僕は、狼とどこが似ているの？」と笑ってその友人
に返事したけれど、後でもう一度考えてみたら、確か

それから、僕と母はやむを得ず家を借りて、経済状

に僕の人生には孤独の狼のようなとても寂しかった一

況のきつい生活を始めた。心の中で感じる深い劣等感

時期があった。

により、生活や友達の交際において僕はひたすら逃げ

僕が物事を覚え始めたときから、家で両親はもうお
互いに話さなくなった。記憶の中で僕が一番幸せを感

るばかりであった。そんな僕に転機が巡ってきたのは
大学に入った後であった。

じたシーンは確か、幼い頃父が二カ月の出張から帰っ

僕は中学の時からずっと語学に対して強い興味を持

て、僕に玩具を買ってくれて、母と軽く話をしていた

ち、言葉のセンスも悪くない。大学 2 年に入る前の夏

というシーン、それだけだった。僕はこのような家で

休みに、僕は突然日本語を独学で習得しようと決め

育てられていた。両親はそれぞれ僕に対して彼らなり

た。子供の時からずっと日本のアニメを見ていて、日

の愛を与えてくれたけど、僕の考えていることと僕の

本語の語感を積み重ねていったので、習得したら 1 つ

気持ちには全然耳を傾けてくれなかった。だから、僕

の技能として役に立つのではないか、と思いながら僕

は小さなころから自分の世界を持っていた。両親に対

は日本語の勉強を始めた。それをきっかけに、僕は日

してあまり自分の感情を語らず、両親に対する気遣い

本語の勉強を通じてたくさんの友達を作った。日本語

もあまり示さなかった。僕の中では「家」というのは

のコーナーで勉強する方々や学校の日本人の先生方

どういうものか、はじめから体験したことはなかっ

は、皆僕に対してとても優しくしてくれた。それらの

た。そして、どうやって他の人に心遣いを配り、どう

人々との付き合いの過程で、僕はだんだん陽気になっ

人を愛するのかも分からなかった。

て、日本語の上達につれ自信も持てるようになった。

中学校に入ると、父はようやくこの冷たい家に我慢

日本語との出会いは、僕に人と人の心の出会いのチ

できなくなって、母と離婚して家から出た。意外なこ

ャンスを与えてくれた。僕はそれらを通じて自分自身

とに、僕が感じた悲しみはそれほど深くなかった。そ

の劣等感を克服し、自信を身に付けた。また、日本語

の代わりしみじみ感じたのは深い劣等感だった。そし

の勉強と会話を通じて人と人の間の絆を作ることがで

てそれを一層深めたのは、家から出た父が、僕と母に

きた。その絆のおかげで、昔寂しかった孤独の狼は、

告知することなく、僕たちの唯一の家を売って、もら

今や陽気な笑顔をこぼす柴犬になった。たとえ僕の中

ったお金を独り占めしたことだった。その日、僕が放

身は狼だとしても、その狼は今「群れ」が欲しい。だ

課後家に帰って元の鍵を使って家のドアを開けようと

から、これからも日本語を媒介に、国際的な絆を築

しても開けられなかった時、心に感じた衝撃と手の震

き、グローバルな「群れ」の中で皆さんと一緒に素晴

えは今でも忘れない。↗

らしい笑顔を作っていきたいと思う。

【現役生、元気にやっています！】
現役生は今、イベントも例会も満足に行えませんが、それでも限られた機会を最大限有効活用して、
元気に交流してくれています！奨学生は、１１月は感染対策を万全にした上で本部に集合し、１２月
はオンライン上でクイズを楽しみました。会館生は依然水曜日の食事会は行えないものの、マスク・
消毒をしてホールに集まり、近況報告や交流をしています。コロナに負けるな、現役生のみんな！！

