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経営コンサルタントとして㈱野村総合研究所で働

く張翼氏。19歳で来日し、日本の大学と大学院を卒業

後、同社に入社した。自動車産業が専門で、コンサル

タント歴は今年で 10年になる。 

 最近、増えているのは、中国や台湾、韓国などの現

地の自動車部品メーカーと日本企業とのアライアン

スを支援する仕事。日本の自動車メーカーの強みの一

つは、国内にある数多くの部品メーカーとの密接な協

力関係にあるが、一方で、アジアの中間層の手に届く

価格で自動車を製造するには、現地のメーカーから部

品を調達する必要が増しているからだ。 

 2000年に上海事務所を設立して以来、中国での野村

総研の知名度も上がっている。「経営コンサルティン

グといえば欧米系企業が強かったのですが、最近はア

ジアの先進国である日本の手法を参考にするアジア

企業が増えています。なかでも日本の得意分野である

自動車産業は、引き合いの多い業種の一つです」と張

氏は話す。 

最近、張氏が手掛けた仕事に、欧州メーカーと合併

の中国の自動車メーカーの販売店に対して、日本流の

サービス業務を導入するというものがある。急速に成

熟する中国の自動車市場では、新車販売だけでは販売

店の経営が成り立たなくなりつつある。アフターサー 

ビスを含めたビジネスモデルを構築することで、競争力

を高めようというのだ。日本流の品質管理や、おもてな

しの心によるサービスは、東アジアでも評価が高い。 

 張氏が来日したのは、中国で通っていた大学と提携し

ていた日本の大学への派遣プログラムがきっかけ。「電

車が遅れないのをはじめ、社会がとても秩序立って動い

ていることに感銘を受けました」。 

 中国は、高度成長の真っ只中ゆえに、不安定要素が多

い。ただ、そこには、激しい競争の中で生き抜こうとす

るたくましさがある。「中国の学生は、講義を前方の席

で聴くため、1時間ほど前から座席を確保します。日本

では後ろの席から埋まっていく。これも、日本で驚いた

ことの一つです」。 

 大学卒業後は、「日本にきたからには、ビジネスで実

力を試したい」と、経営コンサルティングの道に進んだ。

日本と中国、双方の社会や国民性を肌で感じてきたこと

が、現在の仕事に活きている。 

 中国の自動車市場は 2020 年まで成長すると、野村総

研では予測している。中国をはじめ東アジア諸国と日本

をつなぐ張氏の活躍の場は、さらに広がっていきそう

だ。 

 

新公益法人制度導入に伴い、我が財団は公益法人として 

4月 1日からスタートすることになりました。 

今まで以上に留学生のオアシスとしてがんばりますので、 

今後ともよろしくお願いいたします。 

◎岡本正の本「留学生と共にⅡ」ができあがりました。去年の暮に「OSF だより」と一緒に発送しましたが、届いていない方

が多くみられるようです。届いていない方、ご連絡ください。もう一度、お送りします。 

◎4月はお引越しの季節です。住所変更のご連絡、財団にもお忘れなく！ 

また、こちらのミスで不確かな住所で届いている方（特に国外）、正確な住所をご連絡ください。 

◎OBの方の原稿もいつも募集しています。お忙しいとは思いますが、皆さんの近況をお知らせください！！ 

 

住所変更！お忘れなく！ 

 

 

 

張翼さん（H12奨学生・中国） 

「ＰＨＰビジネス The２１  

新春号」に掲載。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◎12 月 24 日、蔡銘倫さん（H17 会館生、台湾）に男の

子が生まれる。名前は錫恩（シーン）君。 
 

◎1 月 4 日、梁生鈿さん（H23 奨学生、中国）に男の子

誕生。栄喆くん。 
 

◎２月 20日、李暢さん（H18会館生、中国）に女の子 

誕生。梓萌（アズエ）ちゃん。 
 

◎4 月 1 日、李星花さん（H18 奨学生、中国）に女の子

誕生。 
 

◎9月、王景さん（H23 奨学生、中国）が結婚。 

今、アメリカに住んでいる。 
 

◎12月 6 日、王暁嵐さん（H22 奨学生、中国）が結婚。 
 
 

♡～おめでとうございます～♡  
 

    

◎財団の監事の手島先生から次のようなメールをいただいた。 
 

「2/27-3/5 に、ミヤンマー・タイへ千葉県経済同友会の経済視察に行きました。 

その折、ミヤンマーの現地の日系縫製工場を案内してくれたのが岡本財団のＯＢ 

チ－トウ・シェイン君（千葉大出身、奥さん日本人）でした。 

現地で日本とミヤンマーの橋渡しのコンサル、経済交流等のコーディネーターをしているとの 

ことです。財団在籍中は大変お世話になっていたとのことで、理事長にもよろしくお伝え 

くださいとの事でした。財団の卒業生が母国で活躍するのが前理事長の夢でした。 

着実に夢が実現しているような気がしてうれしくなりました。」 
 

手島先生ありがとうございました。 

 

◎3月 8日奨学生、20日会館生のお別れ会を実施 

毎年この時期は心寂しい気持ちになるが、皆さんの前途を応援したい。 

いつまでも OBとして、仲良くしていきましょう。 

  
 

 

お別れ会            

結婚・出産 

◎2月 8日、李美慧さん（H20奨学生、台湾）が来団。

一家と会食をした。祖国の大学で活躍している。 
 

◎2 月 14 日、時代さん（H15 家族寮、中国）がお子さ

んと来団。赤ちゃんだった子が、可愛い女の子に。お

しゃべりをたくさんしてくれたが、 

言葉がわからず残念。 
 

◎3月 5日、李志さん（H18奨学生、中国）が帰国の挨

拶に来てくれた。日本での経験を生かして 

両国の架け橋になってほしい。 

 

２月の某日、千葉に大雪が降る。 

 

 

 

 

 

OB来団 

 
奨学生の一品持ち寄り会 

 

 

◎1月 9日、委員長選挙があり、22 代委員長に張暁静さん

（千葉大、中国）が選ばれた。 
 

◎3 月 12,13 日、会館生福島県の常磐ハワイアンセンター

へ一泊旅行をする。フラダンスを満喫したようだ。 
 

◎エルデネさん（モンゴル）、ソピィさん（カンボジア）、

家族寮のカリさん（中国・新疆ウイグル）が退館した。

長い間、会館・家族寮のために尽くしてくれた。ありが

とう！また会いましょう！ 

 

会館ニュース 

ガザルにて会館生の例会 

李志さんを囲んで 

ハワイアン 
センターにて 

 



  
金 民赫（奨学生）      韓国（釜山） 

千葉大学工学研究科 デザイン科学専攻 

韓国の出産文化について 
 

 最近、我が家に新たな命が産まれることを知り、韓国と

日本の出産文化について関心を持つようになった。 

 両国とも出産に対する意識や大切な思いは基本的に同

じであったが、古くから伝えられた伝統や思考方式による

出産文化の違いは存在していた。それでは、その代表的な

違いについて紹介したいと思う。 

 韓国では産婦が赤ちゃんを産むときに、へその緒を医者

の代わりにお父さんが切ることになる。私を含めて、韓国

のお父さんたちはこの行為が一番期待されることである

が、一方、恐ろしくて緊張する時間だと思っている。しか

し、日本では医療法によって禁止されているので、病院で

は行われていない。そして産後、韓国では産婦は産後調理

院（韓国の産後ケア施設）と言う施設に入るのですが、こ

の産後調理院が韓国でしか見られない独特な出産文化の

一つであり、日本では見られない産後の回復方法が多い。 

 

辛い食べ物を控え、産後の肥立ちに 

良いとされるわかめスープを毎日欠 

かさず飲む。また、冷たい食べ物や 

シャワーを浴びたりお風呂に入ることは 

避ける。そして、産婦の健康のために 

赤ちゃんや重いものは持ち上げないように 

する。このような行為は三七日と言う期間の間に行われ、

韓国の産婦たちはこの期間の間に赤ちゃんの世話をしな

がら静養するのが一般的である。 

 ここで三七日というのは 21日間で、7日を基準に行事が

3 回行われることを意味する。7 日を基準にして行事が行

われることは 7という数字がめでたいという俗信のためで

ある。  

以上のように、韓国の出産文化について簡単に紹介した

が、これ以外にも文化的差は多数存在していた。しかし、

文化的差とは関係なく韓国と日本を越して全世界どんな

親でも新たに産まれる命に対する尊厳性と大事な思いは

変わらないということをこの作文を準備しながらわかる

ようになった。 

 

 エンフトブシン・ムンフバヤスガラン （会館生）      

モンゴル（ウランバートル） 

千葉大学 工学部 電気電子工学科 

 専攻科目の選考理由と将来の目標について 
 
  私はモンゴルから参りました、エンフトブシン ムンフ

バヤスガランと申します。通称はモイヨです。来日してか

らあっという間に５年間経ちましたが、最初の一年間は、

東京で日本語学校、その次の３年間は岩手県の一関工業高

等専門学校に通い、2012年の３月に高専を卒業して４月か

ら千葉大学の工学部電気電子工学科の３年次に編入しまし

た。 

  今年で卒業に必要な単位をすべて修得し、来年は卒業研

究だけに集中して研究できるよう努力しています。前期で

は情報理論、通信工学、制御工学、電子回路、計算機工学、

半導体物性、電力システム、科学技術英語、数値計算とい

った電気電子工学の中でも相互に異なる分野の科目を履修

し、幅広い基礎的専門知識を身に付けるために勉学に取り

組んでいました。 

  後期が始まって、もともと時間割表に載っていた科目の

中に半導体関係の科目が多かったために、履修している科

目の中に電子デバイス、半導体デバイス、基礎電子物性と 

言った半導体関係の科目が三つもあり 

ます。その他に、制御理論、最適化 

理論、集積電子回路、信号処理、電磁 

気学、プログラミング など専門科目を 

選考して学んでいます。 

高専で主に電力関係の科目を取っていた 

ので、今回はなるべく別の分野の知識を身に付けるため、上

述したような科目を履修しています。半導体関係の科目を三

つも取った理由は高専で半導体のことはほとんど教わらな

かったからです。半導体工学は電気電子技術の大元、ものづ

くりの背景にある学問ですので、これから電気のエンジニア

になろうとする人にとっては、半導体工学などの科目を通し

て、電子の振る舞いや電子デバイス作りの発想など本質的な

ところを学び、その知識を感覚的に身に付けることが不可欠

だと考えています。 

 卒業後には帰国するつもりです。モンゴルで就職し、日本

で学んだことをモンゴルの社会や環境に合わせた形式で適

用して行きたいと思っています。 

しかし、モンゴルで就職する際には、卒業してから就活す

ることになっているので、それまでには勉学に取り組んで学

べるところまで学んでおくべきだと思っております。 

 

 

今年の正月に王浩洋さん（H11奨学生、中国）から嬉しいメールをいただいた。 

羅明華さん（H12奨学生、中国）と中国で再会したそうだ。 
 

「羅さんとの再会も１０年ぶりです。羅さんの顔は１０年前と変わらず、驚きました。 

羅さんとの知り合いは、１９９７年です。１６年前の羅さんも今と変わっていないことに、 

妻も不思議と言いました。今年の旧正月は、山東省の済南市で過ごしました。妻は小学校 

まで済南市で過ごしました。今回帰ったのは、妻のおばさんの８０歳の誕生日に参加の 

ためです。羅さんも済南市にいますので、久しぶりに会いました。昔のことをいっぱい話して、 

特に元理事長のことを思い出して悲しいです・・・岡本兄さん、いつか会いたいです！」 
 

王さん、羅さん 

 



一人一人が省エネや環境保全を意識しており、徹底した

ゴミの分別であったり、東北大震災後における国民総出

の節電計画においても、日本人の規律の高さに加えて、

いかに普段から省エネの意識を持っているかが伺える。 

 日本の隣にある台湾では、日本統治時代があり、習慣

や文化の点で日本に共通する部分があるが、上述の点に

おいては日本で常識であるものの、台湾はそうでない。

その理由について、私はその答えが「教育」にあると思

う。以前、日本で暮らし、子供を育ている台湾人の友人

と話す機会があったのだが、日本の教育は、日本国憲法

でも記されているように、平和・平等主義が根幹にあり、

さらに、日本の伝統的な考え方である「和」という、他

人を思いやり、協力していく姿勢を幼少から教えるそう

である。台湾においても、儒教の思想に基づく基本的な

道徳・倫理観はあるが、相手に譲る、思い遣る、という

点などにおいて日本のそれとは異なるし、子供に教える

姿勢も日本の方が強いように思う。私は台湾の教育が日

本のこの理念を参考にしながらよりよい教育環境を作れ

ればよいと思うし、近い将来私に子供が出来たら、そう

いったことを教えていきたいと思う。 

 

 

林 合祐（奨学生）     台湾（タオヤン） 

千葉大学 工学研究科 人工システム科学  

日本の習慣や常識であなたの国との違いについて 
               

  私は 2009年 10月に千葉大学大学院博士後期課程に編入

したが、兵役のため一年で休学した。兵役の後、2010年の 9

月に復学し、今年が 2年目になる。現在は学業とアルバイト

に追われつつも、日本の文化を学んだり日本人との交流を深

めたりしながら、去年日本に来たばかりの妻と共に、有意義

な日々を過ごしている。 

 私は日本に来てからというもの、様々な人に、台湾と日本

の習慣や常識や文化などがどう違うのか、よく聞かれる。ま

ず私が思うこととして、世界においても、日本ほど、高度に

発展し、交通網などが整備された先進国でありながら、環境

保護など先進国としての責任を果たしつつ、伝統的かつ独特

な価値観を持ち、ここまで規律を守る国民性を持つ国はな

い。ということがあり、それらの点で台湾は全て異なると思

う。例えば、成熟した交通システムついては、どこでもきれ

いに整備された道路があり、鉄道・バス網も不便なく配置さ

れている。また、サービスにおいても、公共交通機関に お

いて、従業員が、乗客のことを考えて声をかけたり、優先席

や携帯電話の使用に関する案内を自動音声や車内放送で頻

繁に行うなど品質が高いことが挙げられる。特に驚いたこと

としては、深夜の交差点において、往来する車両が少なくて 

も交通ルールをしっかり守っている自動車の運転手および 

通行人である。また、環境の保護においても、日本人は 

段 瑩（奨学生）      中国（四川省） 

早稲田大学 社会科学研究科 政策科学論   

調味料から見た味覚の違い 
 
中国産の食品は農薬、添加物等様々な問題により、大き

くイメージダウンしている。先日私と一緒にアルバイトを

している日本人の率直な先輩と中国の食品について話を

した。そのアルバイト先の中国人の同僚は帰国の度に、お

土産を持って来る。しかし、その先輩はそれらをあまり食

べず、薬臭いので不安に感じていると言っていた。確かに

私自身も最近母から送られてきた鍋の素や、菓子等を食べ

た時、その様な感じがした。 

この点が気になり、中国の食品の包装に書いてある原材

料名をチェックしてみた。中国では伝統的にシナモン、花

椒、八角、クローブ、陳皮を使っている食品が一般的であ

る。これらは殆ど植物性の調味料である。それに対して、

日本の食品に使われている調味料は昆布だし、魚だし、味

醂、味噌等、海産物や主食のお米から作られる物が一般的

である。中国の中部は内陸地域が広く、豚や牛、川魚等を

使った料理が多い。それにより肉や内臓料理の臭み消し、

炒め物や揚げ物の香味付けをする為に味の濃い香辛料を 

 

 

 

 

 

 

使うのが慣わしである。一方、日本は海に恵まれており、

食べ物自体の味を重視している海鮮を中心とする料理が

多い。 

 中国の調味料はほぼ漢方薬と同じように山の植物が素

になっていることで、味が濃く、薬っぽい感じのする物が

多い。そのため薄味に慣れている日本人が本場の中国料理

を食べると、多かれ少なかれ漢方薬の味がすると感じてし

まうのではないだろうか。私も日本に三年間暮らしている

うちに、日本の味に慣れてきて、中国の濃い味に敏感にな

ったのかもしれない。 

 日本と中国は地理条件の違いにより調味料が異なるこ

とで、それぞれ独自の食品を生み出している。もちろん、

中国の食品には改善すべきことも沢山あると思われるが、

飲食文化と習慣の違いによる誤解が解ければよいと思う。 

 

 

 

 




