発行・編集

財団法人岡本国際奨学交流財団 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
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

胡

祖耀

（Ｈ４奨学生、中国）
博士後期課程終了後、慶応大学産業研究所の研究員、国

今年 6 月 1 日に岡本財団へ行き、

際金融センター研究員、大学非常勤講師などとして仕事を

亡き会長の仏壇の前に手を合わせた。

していた。現在、東京で大学 3 年生の長男、4 歳の二男、

その時に財団の奨学生になってから

主人との 4 人暮らしで、産業研究所研究員の肩書だけを持

17 年間のことが連写するスライドの

つ専業主婦をしている。小さい時に著名通訳者、医者、学

ように浮かび上がった。

者、飛行士、バレリーナ―、慈善家と夢を見てきて、専業

当時大学 4 年生だった私は同じ留学生である主人と勉

主婦だけは私が描いた「将来像」にはなかった。現実では

強しながら 4 歳の長男とともに家庭を営んでいた。財団の

子育て、親の介護は今後何年間待っている主な仕事となる

月例会や行事に参加するのは、普段緊張している神経が緩

でしょう。

んでほっとしたひと時でした。「胡さん、学業、育児、家

「以上への遍歴」は亡き会長が私にくださった著書「ホ

事など何もかも 100 点を求めないで、肩の力を脱いで

ームセンター物語」の巻頭ページに書かれた言葉だ。常に

ね・・・」この言葉で博士後期課程まで行けるエネルギー

以上へと目指し社会に役に立つことをもしたいと強く思

をくれた。

う。

ウオンシリ

モンタ

（H15 会館生、ラオス）

たことに対して、
「その時やっておけば良かった」と後悔

もうすぐ息子が３歳になる１児のパパ

した面もありました。社会人になってから自由な時間が

です。現在日本での IT 会社に勤め、SE と

なくなった今の自分から「これから新しく社会に羽ばた

して日々の任務に専念しております。昨年、

いていく後輩の皆さん」に伝えたい。各自それぞれ自分

日本大手企業「NTT コミュニケーションズ」

の夢を抱いているかと思います。その夢を実現するため

がラオスでのオフィスを開設し、ラオスへ

には社会人になってから「ゼロから出発するのではなく、

進出する多国籍企業の ICT ソリューション

２や３からスタートすること」が重要なのです。学生時

サービスをサポート始めました。日系通信

代から時間を大切にし、時間を有効に使う訓練をしっか

事業者がラオスへ拠点を設立するのは初めてであり、ラオス

りしておけば、きっと将来「もっと違う自分がいるはず」

の IT 通信業界が国際基準に近づいていくことに対して自分

と今になって実感しています。
時の流れは早い。振り返ってみると、OSF 会館生活を終

のことの様に嬉しく思います。
私は、日本 IT 分野に憧れてこの業界を選択した訳ですが、

えてから、あっと言う間に 5 年経ちました。会館生活当

現代情報化社会では日本の IT 分野が世界位置に立って充実

時は、仲間達と楽しい日々を過ごしていました。共に色

している中、ラオスは国際基準からまだ遠い為、何とかして

んな事に協力し合う仲間、共に勉学を励んできた友人、

日本の IT 技術を蓄積し、母国の発展に展開出来ればと些細

言葉に表す事が出来ない岡本家からの愛情と応援、いつ

な思いを寄せながら、日々の仕事を励んでいます。大げさに

までも忘れません。一生の思い出と宝物です。この暖か

聞こえるかもしれませんが、様々の分野の中、自分に出来る

い大家族と一緒になれた事に誇らしく思い、これからも

知識範囲で少なくても日本とラオスの掛け橋になりたいと

OB として末永くお付き合いさせていただきたいと思いま

強く願望し、いつかこの理念を実現出来ればと思っていま

す。

（モンタさんは今年 9 月、仕事が認められ社長賞を
受賞されました。
）

す。その為、まだ学ぶことが沢山あり、学生時代にやり残し
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広島祈念の旅
8 月 5 日～7 日、今年も原爆慰霊祭出席のため、

◎

佐野さんの引率で 5 名の留学生が広島へ向かっ
た。原発の問題もあり、広島は風化させてはなら
ない地だ。帰路日本の古都、京都へ寄り、神社仏
閣を見学した。暑い中、お疲れさまでした。

外房の海へ！
◎

8 月 13 日～16 日、今年も鴨川で外房の海を楽し
んだ。4 日間で延べ 40 人ほどの学生が集まった。
海水浴日和とはいかない日もあったが、
それぞれに良い思い出ができたようだ、

余永輝さん一家
張星翔さん

◎8 月 4 日、幕張海岸で開催された花火大会に参加。
女性軍は揃って浴衣姿。
艶やかなレディたちだった。

OB 来訪
◎

8 月 1 日、ＯＢの余永輝さん(Ｈ4 奨学生、中国)一家が来団。
昔お母さんのおなかの中にいた娘さんが今秋大学生とのこと。
月日の経つ速さに感無量である。

◎

会館ニュース

8 月 2 日、ＯＢの梁夫友さん(Ｈ17 奨学生、中国)が来団。
秋に上海交通大学の先生として赴任するとのこと。
今後の活躍に期待したい。

◎

8 月 23 日、ＯＢの張星翔さん(Ｈ8 会館生、中国)が来団。上
海で実業家として活躍している。
久しぶりで懐かしい話がたくさんできた。

◎

9 月 25 日、ＯＢの張笑さん(Ｈ22 奨学生、中国)と郭保竹さん
(Ｈ21 奨学生、中国)が帰国の挨拶に来団してくれた。張さんは
母国で社会人として、郭さんは転勤で故郷の山東省に赴任との
こと。元気で活躍してほしい。

◎8 月 8 日、エルデネさんが短期留学でアメリカに
出発。来年 1 月までである。
有意義な留学となってほしい。
◎9 月 5 日、映画を見る会を実施。フランス映画｢最強
の二人｣を楽しみ、その後ボウリング大会を行い、理
事長が優勝した。
◎9 月 15 日、張頴さん(中国、千葉大)が新しく入館。
これから、よろしく

嬉しいニュース
◎4 月 21 日、徐 媛娜さん(Ｈ20 奨学生、中国)が
中国で結婚式を挙げた。とてもきれいな花嫁さん
だった。
エンナさん、前号で紹介できなくてゴメンナサイ！

今季は赤ちゃんラッシュ！
◎7 月 12 日、金民赫さん(奨学生)に男の赤ちゃん誕
生。名前はキム・ユアン君。

合同バーベキュー
○
◎10 月 7 日、会館で会館生、
奨学生が集まりバーベキュ
ーを楽しんだ。
午前中雨が降ったため、屋
上は使えず屋内だったのは
残念。でも、みんな打ち解
けて、笑いの絶えない会と
なった。
20 周年記念パーティー

◎8 月 17 日、ディン・ティ・ゴック・リンさん(Ｈ21
会館生、ベトナム)に女の子誕生。
◎8 月 23 日、鄭龍雲さん(Ｈ20 年奨学生、韓国)に
男の赤ちゃん。名前はチョン・ヒュンくん。
◎8 月 28 日、李勇さん(Ｈ15 奨学生、中国)に
女の赤ちゃん。名前は李雨桐ちゃん。
◎9 月 16 日、馬躍さん(Ｈ22 奨学生、中国)に
女の赤ちゃん。
◎9 月 22 日、カン・ブァン・クァンさん
(Ｈ18 奨学生、ベトナム)に赤ちゃん誕生。
～みなさん、おめでとう！～

創立 20 周年記念パーティ
ー◎10 月 11 日、役員会と同時に財団創立 20 周年のパー
ティーがバーディホテルにて行われた。20 年の間、
多くの方に助けていただき、
ここまでやって来られた。
心から皆様に感謝申し上げたい。

李宏建

げ、また新しく来日した中国留学生と研究者を迎え、新し
い友情を育みます。長年以前の古い友人たちはその年の友

（Ｈ6 奨学生、中国）

好を忘れることなく、いつでも当時の記念写真を見る際、

日本に留学してよかったこと

楽しい思い出が心に浮びます
私は 1992 年 10 月～2000 年 3 月の

こんな民間の日中友好協会は日本地方に数多くあり、規

間千葉大学で留学しており、緊張の

模が大きくないにもかかわらず活動は具体的で、長い間続

学習と研究する生活以外にＯＳＦと

けられてきました。このような友好活動が細流のように、

千葉市日中友好協会の方々とあった

参加者の心を少しずつ潤していきます。

のが一番楽しかった事だと思います。

今年は中日両国が国交正常化 40 周年になりました。両

ＯＳＦのことは皆様がよく知っておられるので、この文

国の経済、貿易、文化、科学、技術、教育及び環境などさ

章で千葉市日中友好協会のことを皆様に紹介いたしま

まざまな領域の交流は深くなりました。この良い成果の達

す。

成は容易なことではなく、両国幾代の卓見を持つ政治家と
いつでも夢を、いつでも歌を

多くの民間友好な人士の絶えず努力した結果です。この友

千葉市日中友好協会は現地にいる中国留学生や中国

好な関係は両国に対して大切なものです。中日両国の間は

訪問学者、あるいは日本在留中国人とその家族を招いて

古来より大変な苦労を経て求索した日本の遣唐使と、佛法

毎年いくつかのイベントを開催しています。

を伝えるために危険を恐れずに渡日した中国の鑑真和尚

千葉市にいる中国留学生も友好の使者です。千葉大学

の歴史伝奇があり、近代日本軍国主義による残酷な侵華戦

の中国留学生学友会は好意の贈答として毎年中国の中

争の事実があり、中国改革開放の時代に日本からのたくさ

秋節と国慶節及び元旦の慶祝会に友好協会のメンバー

んの援助もありました。

を招き、留学生宿舎ホールで中国の料理や歌声や舞踊で

友好協会はイベントを通して両国友好な歴史を伝承し、
戦争を批判し、両国が永遠にもう戦うことのない様、その

賑わいます。
これらのイベントは前世紀 80 年代から、すでに 30 年

志が伝授されていくことを願います。
2012 年 10 月 1 日トロントより

に近く堅持されて来ました。毎年古いメンバーがみてき
た一期一期の卒業と、修了した中国留学生と研究者が帰

（李さんが最近中国語新聞に投稿した文章を和訳して送

国し、千葉市を離れました。彼らは古い友人に別れをつ

ってくださいました。抜粋して掲載します。
）

郭暁蘇（奨学生）
千葉大学

工学研究科

中国（吉林省）
デザイン科学専攻

日本の習慣や常識であなたの国との違いについて
私の出身地は中国であり、2010 年に留学生として日本
に来た。日本に来てから、日本の飲食文化・習慣と中国
との違いを知り興味を持った。中国の食文化は単一であ
り、日本の食文化は多元化であるといえる。中国の食文

梅干しなどを使う場合もある。ラーメンは和食といえる

化の特徴は主に伝統的な菜系に基づいて新たな食材を作

が、もともと中国の料理であっても日本で独自に発展を

り出すことであり、日本の食文化は主に異文化料理と折

した中華料理についても同様である。現在の日本の食文

衷することである。

化は和食・和風・洋食・中華で構成されている。

戦後直後の日本では、食事は米を主食にし、水産物や

中国の食文化は伝統的な菜系と外食のけじめが明確

豆類などで蛋白質を補うというものであった。水産物の

であるといえる。伝統的な 4 大菜系や各民族の料理は外

中心は、いわしなどの近海魚や淡水魚であった。その後、

食の特徴を入れるのは非常に難しい。例えば、日本で人

日本は経済高度成長により、様々な洋風食文化や中国の

気の中華料理の酢豚は他の外国のソースやドレッシン

食文化などを移入した。日本の国土、風土の中で独自に

グなどは一切入れない、恒常的な料理である。中国の料

発達した料理は和食と言われる。異文化料理との折衷と

理の変遷は、主に食材と形の変化を体現している。作り

は和食に基づいて、様々な国の特有な食文化を導入し、

方と食べ方はほとんど変わらないといえる。

日本独特の料理法を用いた日本独特の料理を作ることで
ある。

日本の食文化・習慣は、多様性、融通性を持っている。
現在の日本社会の国際化、多文化共生を象徴しているか

例えば、ステーキ・ハンバーグのソースやサラダのド

のようである。中国の食文化・習慣は、伝統性、恒常性

レッシングに大根おろしと醤油を使う場合もあれば、ス
パゲティのソースとして明太子、たらこ、納豆、しそ、

を持っている。そこに世界で特有な中国文化が表れてい
る。

グエン・タン・ルーン（会館生）
ベトナム（ハイズオン省）
千葉大学工学部 ナノサイエンス
専攻科目の選考理由と将来の目標について

いろな恵まれる特性があります。
電圧をかけずに、自己発光できたり、
柔軟性を持っている有機 EL から、解

今、私は千葉大学のナノサイエンス学科に属しています。 像度が高い曲げられるディスプレイ
ナノサイエンスとは電子顕微鏡や光電子分光法などの最先 ができます。省エネー、コストが低い、リサイクルが簡
端装置と手段を使い、ナノサイズの原子や分子（原子の半径

単-----。様々な問題の解決のカギは有機デバイスである

が約 0.1 ナノメーター）の電子状態、散乱、表面物性、放射、 と言っても過言ではありません。しかし、こういうデバ
電荷移動などの物性と特性を追求する科学です。原子分子を イスの特性を制御するのは簡単ではありません。謎の現
制御することによって、新材料を作ることができます。電気

象はまだたくさんあるからです。それを解明するのに、

製品の微細化、医療治療、エネルギーなどたくさんの分野に

今世界中の学者、研究者は研究に力を強く入れています。

直接に貢献しています。ナノサイエンス学科の中でも、研究

世界の中の私は、大洋中の一滴の水のようですが、少な

方向が様々に分けられています。私は有機半導体、有機 EL、 くても、自分から力を加えたいです。将来の目標は研究
有機太陽電池を始め、有機デバイスを研究しようと思ってい 者になりたいことですが、天才ではない私はもし研究者
ます。なぜかというと、現在シリコンを代表する無機材料に

になれなかったら、日本の企業で勉強した分野に関する

偏りすぎて、近い将来、資源が足りなくなると言われていま

仕事で働きたい。その後、ベトナムへ帰って、自分の有

す。それに対し、炭素を含む有機化合物は 1000 万種を超え

機太陽電池などを作る会社を作りたいです。それも最終

て、豊富な資源です。シリコン時代を炭素の時代に変えると

的な目標です。その目標を達成するのに、自分の努力と

言われています。有機デバイスが無機デバイスより、いろ

親友の協力が必要だと思っています。

バヤリタ（奨学生）
千葉大学人文社会学研究科

中国（新疆）
公共専攻

日本の習慣や常識であなたの国との違いについて

・モンゴル人は帽子など口が下に向い
ているものをお土産にあげないし、も

私は新疆オイラトモンゴル族です。2008 年日本に留学し

らってもあまり喜ばない。口が上を向

ました。現在千葉大学人文社会研究科で、修士 1 年生とし

いている靴などをあげる。

て在籍しています。新疆には 17 万人のオイラトモンゴル

・ゲルを出る時、思わず敷居を踏んで

部族がいて、そこでは 13 世紀モンゴル族の習慣、言語が

しまったら、そのまま出ない。必ずゲルの中に一旦入り、

残っている。研究地域対象になったモンゴルの一部族、オ

もう一度ゲルを出る。逆にゲルに入る時、敷居を思わず踏

イラトモンゴルは最近まで研究されていなかった。日本に

んで入ったら大きな財産が入って来たと喜ばれる！

留学しているうちに日本の民族文化が自分の民族と同じ

・モンゴル人から何かお菓子や食べ物を渡されたら必ずも

ところがある一方、違うところもあることがわかってき

らう。受け取らなかったら馬鹿にしているように思われる。

た。

これはモンゴル人と日本人の感覚の違う点だ。

１、挨拶が違う

・モンゴル人は何か話している時に『もしあなたが事故に

日本で挨拶する時におじぎする、モンゴル族は握手、嗅ぎ

あった時は・・・』とか『もしあなたの子どもが重い病気

タバコを渡す。カターをあげて挨拶する。モンゴルでは、

にかかったら・・・』などとは縁起が悪いことだから言わ

寺の参拝、高僧の謁見、宗教の儀式、知人・友人の送迎、

ない。このような話が出た時、すぐ近くにある木をコンコ

子供の誕生日、結婚式、葬式など様々なシチュエーション

ンと叩く。悪い話が実現されないためだ。

で、カターと呼ばれる白いスカーフを挨拶しながら相手に

・ほかの家を訪問していた時にちょうどお茶や料理が出来

渡す習慣がある。カターの「カ」は口で、「ター」は布あ

上がっている時、必ず食べてから帰る。そうでないと、仕

るいは印（しるし）で、カターを相手に渡すことにより、

事が上手くいかないという伝えがある。

誠心誠意、心からの敬意を表すという挨拶の印なのであ

・赤ちゃんのいる家に帽子のまま入ってはいけない。

る。モンゴル人は青い色のカタ、白い色のカタをよく使う。 ・狼や蛇の名前を言わない。言うと来ると思う。
・日本ではお寺からもらったものを 1 年後に戻す。モンゴ
２、モンゴル族のタブーが違う
・モンゴル人は人の頭や肩に触らないようにする。なぜか

ル人は戻さない。

というと、人の幸運が頭と肩にあると思っているからだ。

・日本で先生の名前を言う時に例えば「田中先生」と言う、

・田舎や遠くに出発するときに到着の時間をはっきり言わ

モンゴルでは最初の発音だけで言う。例えば（タ先生、カ

ない。そうすれば無事に着くといわれている。

先生、ナ先生---）
。このような習慣が日本と違うと思う。

