
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本 暢（李 暢）（Ｈ18会館生・中国） 

★今何をしていらっしゃいますか？ 

昨年 2月、子どもを出産し、いまは育児休暇中です。 

毎日、子育てにバタバタしていますが、充実した日々を過ごしています。 

子どもが生まれて、生活も一変しました。あと一ヶ月で子どもが一歳になります。夜泣き、授乳… 

寝不足の日々が続いていますが、子どもの顔を見れば、何故か疲れがすべて吹き飛んでしまう。 

まだまだの新米ママ、新米パパだけど、二人三脚でこれからも道を歩んでいきます。 

★留学生生活について 

留学生時代に楽しかったことも辛かったことも沢山ありますが、来日の 11年間の日々が目の前に浮かんで来ます。  

その中でも、思い切り遊んだり、笑ったりしたのは、やはり、毎年の財団水掛けパーティ－です！ 

記憶にみんなの笑顔と笑声だけ残っています！ 今年、子どもが一歳半になるので、参戦させるつもりです！ 

★日本に留学してよかったですか 

日本に留学して、一人で生活できるようになりました。また、客観的に自分の国をみることができました。 

外国にいる自分だからこそ、見えるものもある。新聞やニュースで報道されたことを単に信じるのではなく、本当の

事実が知りたければ、自分の足で歩いて、自分の目で確かめるしかないです。 

★後輩の皆さんにアドバイス 

→学生時代を思う存分楽しむこと。 

楽しいことも、辛いことも今後の財産になり、むしろ辛いことのほうが将来のためになる。 

やりたいこと、やれること、いまやろう！  5年後、10年後、振り返ってみて、 

いまの留学生生活が悔いのない毎日だったと思うようにしてください。 

 
皆さんの「お便

たよ

り」お待ちしています！ 

みんなで「OSFだより」をつくっていきましょう。 

コン・サムロート（Ｈ14 会館生・カンボジア）      

OSF ファミリー 

皆さん、こんにちは。 

12 年前のこの時期、私は OSF 会館で 

他の会館生と日本代表を応援していま 

した。今は、前と同様の気持ちでカン 

ボジアから日本代表を応援しています。 

会館を出てから早くも 8 年になりました。昨年 11 月、岡

本理事長夫妻をはじめ多くの OB 方々がカンボジアに訪れて

くれて、盛大な OB 会が実施されました。10 年近くの歳月を

経て OBの皆さんの年齢もさまざまでしたが、OSFファミリー

の文化がしっかり根付いていて懐かしく、若々しくて皆さん

は昔のように楽しんでいました。私にとって感動の 3日間で

した。 

近年、世界の国際化のスピードは予想以上に進んでいま

す。早くも来年にはアシアン地域内の物流の自由化が実現さ

れることになります。カンボジアにおいては、近年多くの日

本企業が進出しています。この目まぐるしい変化の中で大事 

なのは、情報収集とネットワーク作りだと言われています。 

しかし、私は上記の 2点を加えて「思いやり」も大切だと 

思います。これは OSF 会館の生活で教えてもらった大切な

考え方です。 

日本に留学していた時代は、学問に夢中になり上記のこ

とを忘れがちでした。学問に不良の成績を貰うとがっかり

していました。試験に不合格だと部屋にこもって他の人と

話したくない時もありました。しかし、そういう時には、

岡本理事長がいつも「飲みに行こう！」と誘ってくれまし

た。あの時の生ビールは上手かった。今でも忘れられない

です。 

人間は無限の能力を持っていますが、無限の体力と精神

力は持っていないと思います。自身の体力と精神力だけで

は無限の能力を引き出せません。だから人間は必ず家族、

部落、社会が必要です。お互いに助け合い、励ましあって

こそ、各個人の能力をとどめることなく発揮させていける

のでしょう。 

OSFファミリーは数人の人々から始められて、ネットワー

クをだんだん広げてきました。現在、多くの OSFの OBの方々

がさまざまな分野で各地域にて活躍しています。やがてこ

のネットワークが大いに各国および国際社会に貢献するこ

とができると思います。 
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進めますが、私は班員に迷惑をかけたく 

ないので、自分がよく理解していないこ 

とを受けて、無理にすることがありました。 

逆に実験を進める効率が低くて、みんなに 

迷惑をかけたこともありました。 

私の「優しさ」はもっとも致命的な短所だと 

考えています。 

 私は 2009 年に日本に来て、今年でもう 6 年目です。勉強

しながら、アルバイトをするのは留学生のみんなそうだと思

います。私も大学に入ると、学校の近くにある飲食店でアル

バイトをはじめました。週に 4 回ぐらいで朝勤の 6 時から

10 時まででした。バイトが終わってから学校に勉強に行き

ます。朝早起きするのがすごく大変だと思っています。最初

のときは本当に苦労に耐えられず、やめようと思っていまし

たが、知らず知らずのうちに 2年も続けていました。振り返

ってみると、自分の長所は根気があるということだと思って

います。 

  

 

徐 旻(奨学生)        中国（海南省） 

東京理科大学 理工学部 応用生物学科 

 自分の長所と短所 
 
自分の長所と短所をいうと、大学の面接のことを思い

出しました。そのときも先生からこういう質問をされま

した。当時の私は「よく友達に優しいといわれました。

これが私の長所だと思います。ですが、自分にはこの優

しさも短所だと思います。いつも他人のことを優先して、

自分のことを後回しにしていました。自分が困ったとき

にあっても、他の人に迷惑をかけたくないので、無理に

することが多くありました。」とこう答えました。 

 ｢自分のことは自分が一番よく知ってるよ！｣と思って

いましたが、人間はそれほど客観的に自分のことを理解

していないと気づきました。大学に入ると、よく生物系

あるいは化学系の実験をやっています。四人組の班に分

けて、実験をします。それぞれの班員に分担し実験を 

 

金主榮（会館生）      韓国（忠清北道） 

千葉大学 工学研究科 デザイン科学専攻  

地域の中から発見する生活文化 
 
 高校 2 年生のとき、初めて来た日本という国は、母国

の韓国と最も近い国であり、長い歴史の間交流してきた、

同じ東北アジアの一つの国でありました。しかし、生活

の深いところまで入ってみると、人々の考え方や話し方、

コミュニケーション方式や生活上の守るべき礼儀、また

宗教と信仰への考えなどが韓国のそれとは多くのところ

で違うことが分かりました。 

 初めての日本旅行を終えて、私は日本を含めた世界の

国々の様々な文化に対する興味が湧き始めました。どう

して人々の生活様式が違うのか、考え方はどのように形

成されるのか、文化というのは何かなどに疑問を持ち始

めました。特に、地理的にも歴史的にも近くて現在も経

済・政治上で密接な関係を結んでいる日本に対する興味

が深くなりました。 

そのようなことがきっかけとなり、私は 2009年日本へ

の留学を決心しました。長野大学の 4 年間の学びを通し

て、上田市という町への愛着を感じるようになり、この 

地域を自分の研究の拠点としたいという 

思いを持って、文化への学びを深める 

ため進学を決めました。 

 それで現在、千葉大学大学院の工学 

研究科でデザイン科学を専攻とする「デ 

ザイン分化計画研究室」に所属して「ま 

ちづくり」、「生活づくり」、「地域振興」などをキーワード

とする「文化デザイン」に関する勉強を行っております。

文化の形成において最も基本的な構成要素は、同じ自然環

境の中で、それなりの生き方を工夫してきた地域共同体で

あると思い、文化を知るためにはその国の地域の生活を学

ぶ必要があると考えました。 

 そこで、個人の研究テーマを「長野県上田市鹿教湯温泉

町における地域振興」と設定し、地域の人々が営んできた

生活、またそこで形成されてきた生活文化に対する研究を

行っております。 

 今年で修士 2 年になりますが、これから更に様々な日本

の地域に出向いて、生活文化への研究を深めたいと思いま

す。その研究の経験を生かして、日本と韓国を含めた世界

各国の様々な地域固有の生活文化を守ることに寄与する人

になりたいと思います。 

 

 

周 興（奨学生）       中国（江西省） 

明海大学 経済研究科 経済学専攻 

自分の長所と短所 
 
 私の長所は逆境に強いということです。ピンチ時に追

い込まれるほどやる気が出ます。ただ、追い込まれない

とやる気が出ないところがあり、この点は改善するべき

であると自覚しています。たとえば、レポートの提出が

あるときに、期限間近にならないと取り掛かれませんで

した。この点については、明日が提出期限であると自己

暗示をかけて努力しました。自分の性格を分かった上で、 

  

自分を追い込み、甘やかさないようにして 

います。私の長所を表すと、完璧主義だ 

と思います。私は、自分自身について、 

こうありたいという理想があり、近づく 

ための努力をすることが大切だと考えて 

いますので、完璧主義という言葉はもっとも 

私を表すのにふさわしい言葉だと思います。ただ、友人には

効率性を重視するようにと言われることが多いです。これか

ら現実と理想のバランスをとっていきたいと考えています。 

 集中力があることが私の長所です。集中力が必要となるよ

うな細かい作業を、一気に短時間で仕上げられるという点で 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大学院の研究室では、教授や、先輩、同級生から評価され

ていました。ただし、熱中しすぎて時間を忘れてしまい、

予定していたスケジュールの実行に失敗してしまうこと

がたびたびあるので、それが短所かと思います。気づくと

深夜まで大学院で研究していたり、家では、深夜まで勉強

してしまっていたりと、スケジュールを確認するようにと

注意を受けることがよくありました。今後は、スケジュー

ルをきっちりと実行していくことが目標です。 

 物事を表面からだけでなく多面的に見ることができる

のも私の強みです。悪い面しか見えないものでも、違った

見方をすれば、よい面が見えたり、違った個性的な面が見

えたりします。ただし、この強みの反面、物事を考えるの 

 

兪 煐姝（奨学生）       韓国（蔚山） 

千葉大学 工学研究科 建築・都市科学専攻 

自分の長所と短所 
 
 「自分の経験から他人を理解する心が生まれました」 

私の長所は、他の人を理解する心があるところだと思い

ます。2010年 4月に来日して、そろそろ 5年になります。

運よく研究生を経験しないで博士後期過程に入学するこ

とができたものの、最初の 2年は苦労の連続でした。何故

かというと、日本語もできないし、金銭的にも余裕がなか

ったため勉強に集中できなかったためです。生活のために

は、アルバイトをしないといけなかったので、当時から現

在まで韓国語を日本の方に教えています。私が精神的に落

ち込んでいる時にも今も勇気を下さる方が、韓国語を一緒

に勉強している学生の方です。 

 よく考えてみると、私には他人を理解できるような余裕

はありませんでした。しかし、自分が辛い時、自分の事情

をよく理解してくださったり、力をくださった方がいらっ

しゃったので、自分も少しでも他人を理解できるように 

なったと思います。きっと、その方は生活に 

余裕があるから私に勇気をくださったので 

はなく、心に余裕があるからだと思ってい 

ます。 

 来日した時の経済的状況は今と比べて、 

あまり変わらないです。しかし、今は学校の生活がとても楽

しく思えるなど、全てのことに前向きな姿勢を持つようにな

りました。また、私の過去の状況に似ているような後輩に、

授業料免除の書類作成や就職活動・進路問題などのアドバイ

スをしています。5 年前と比べてみると、その時にはなかっ

た他人を理解する心が今の私の長所です。 

「遅くまで遊んで、セミナーに遅刻したこともあります」 

 基本、友達と遊ぶのが好きです。そして、楽しくなると次

の日にセミナーなどの重要な日程があっても、あまり気にし

ないで遅くまで遊んでしまいました。またお酒も好きで、飲

みすぎたこともあります。友達と遊ぶのはいいと思います

が、やはり次の日に重要な日程があるのであれば、少しは控

えたほうがいいと今は思い、自己管理をしています。 

 

 

に時間がかかり、非効率となるときがあります。ですので、 

最近では、考えすぎることを避けるため、時間を意識して、

決断することで対応しています。 

 私は素直な人です。たとえば、私には欠点がいくつかあり

ますが、それを指摘されても、怒ることはなく、相手の批判

を受け入れて反省することができます。「そういう考え方もあ

るんだな」と素直に思うことができます。また、相手に間違

いを指摘されたとき、素直に自分に非があることを認め、す

ぐに謝ります。このような姿は重要なことだと考えています。

ただし、素直ゆえに、他人の言葉をすぐに信じてしまうこと

があります。 

 最近では、対応策として、慎重に相手の意見を分析するよ

うに心がけています。  

金 星（奨学生）       中国（河南省） 

明治大学 政治経済学研究科 経済学専攻 

自分の長所と短所 
 
 自分の長所はまわりにいる人達の心を掴むのが上手い

ところだと思います。たとえば、私はある寿司屋でアルバ

イトをしたことがあります。その店へ行く前、先輩から店

長はすごくうるさく厳しい方だと聞きました。だから、私

は入店した時はきわめて慎重でした。しかし、私はその寿

司屋へ行って一週間でもう店長と友達になりました。なぜ

かというと、私は店長が独身で子供がいないから、ちょっ

と孤独な感じに気づきました。年配の方が昔の話をよくす

るのは知っていました。だから、私は毎日きちんと店長の

話を聞き、自分の意見を発表しました。結果として、店長

と友達になり、自分の日本語の練習にもなり、大変勉強に

なりました。「父の日」で私は店長が子供がいないから、

落ち込んでいるのを感じたので、プレゼントを用意しまし

た。店長は大変喜び、何も言わなかったですが、涙を 

浮かべていました。最初、みんなから厳しい 

と聞いていた店長は私の日本の父親になり、 

親切で日本の文化と風習をいろいろ教えて 

くれました。 

 私のもう一つの長所は、常に向上心を持ち、 

苦手な分野には積極的に飛び込んでいこうとするチャレンジ

精神です。私の大学時代の専攻は日本語ですが、中国の大学

にいる時、環境に関する本を読んで、環境の深刻さを感じま

した。よって自分は環境分野の本を読み、環境経済学をこれ

からのチャレンジだと決め、自ら経済学をゼロから勉強し、

明治大学大学院の入試に合格しました。ここで大森先生の下

で勉強し、環境経済学をもっと深く理解しました。これから、

環境保護と回復に力を尽くしたいです。 

 私の短所は行動が少し遅いことだと思います。ずっと日本

の茶道を習いたかったのですが、なかなか行動に移せません

でした。せっかく日本に来たので、日本の伝統的な文化を勉

強したいと思っています。これから、何とかして行動力の遅

いことを改善したいと思います。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◎ 6月 14日、18日 奨学生と会館生のピザパーティーが行

なわれた。うっとうしい天気が続いているが、皆元気で夜

遅くまで笑い声が響いていた。 

 

 

 

◎ 5月 10.11 日、奨学生南房総へ行く。海ほたると野島崎、そし

て鴨川シーワールドで雄大な海をたっぷり味わった。 

◎ 5 月 20 日、OB の馬安衆さん（H12 奨学生、中国）が

久しぶりに来団してくれた。今家族でアメリカに住ん

でいるそうだ。小さかった娘さんも今は優秀な大学生

になっている。アメリカでの活躍を応援しています。 
  

◎ 6 月 13 日、OB のミビンさん（H23 家族宿舎、ベトナ

ム）一家が来団してくれた。ミビンさんはこれから宇

都宮大学に進学する。また、ご主人のチーさんはハノ

イでスーパーの経営者として活躍している。 

しばらく離れて暮らすことになるが、二人ともそれぞ

れの夢をかなえてほしい！ 

幕張チャレトラ 2014 

南房総の旅へ！ 

 

◎ 6 月 7 日、幕張で行われたマラソン大会に

11 名が参加。 

雨で最後まで参加が危ぶまれたが、みんな元

気に完走できた。会館生、奨学生、OB と 

スポーツ好きの仲間が集まった。 

 

OB来団 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

◎ 6月 3 日に理事会、20日に評議員会が開かれた。 

役員の皆さま、お忙しいところ、財団のために足を運んで

くださって感謝しております。 

ありがとうございました。 

馬 安衆さん ミビンさん一家 
 

◎ 5 月 21 日、ベトナムのドンズー日本語学校のホゥエ先

生が来団下さった。 

 学生の数が 4000 人を越えたそうだ。将来のベトナムの

発展について熱っぽく話された。 

ホゥエ先生の愛国心にはいつも頭が下がる。   

いつまでもお元気で！ ワールドカップ！ 

会館でも皆で応援したが、アジア勢敗退 

世界は強い。残念！！ 


