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奨学生・会館生の皆さん、 

あ！っと驚く楽しい踊りを 

ありがとうございました。 
 

2015年 皆さまにとって 

良い年となりますように！ 

「正義は自分が傷つくことを覚悟しないとできない。

格好いいものではない」と絵本のあとがきの中で語っ

ています。 

アンパンマンンの声優として各地をイベントで回っ

た戸田恵子さんはやなせ たかしさんの「人生は喜ば

せごっこ」という言葉を大切にしています。 

 自分の身を削っても子供達を楽しませようとしてい

たそうです。 

 やなせ たかしさんは大病を重ね入退院を繰り返し

ても「リフレッシュ入院」と明るく受けとめるユーモ

アの持ち主だったそうです。 

 落ち込んだところは誰も見たことがないそうです。 

 留学生の皆さんは祖国から派遣されたエリート中の

エリートです。  

 将来立派なポジションに就かれることでしょう。 

 そうなった時にやはり正義の味方になって欲しいの

です。 

 弱い人の痛みが分かる人間、思いやりのある人間に

なってください。 

 そのことが岡本財団に在籍した証です。 
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清古 髙志（財団専務理事） 
 

アンパンマンとやなせ たかしさん  
  
留学生のみなさんは「アンパンマン」というテレビア

ニメを御存知でしょうか？ 

主人公のアンパンマンは顔の一部を相手に食べさせ

てしまうキャラクターです。 

 絵本のアンパンマンは当初貧困に苦しむ人々を助け

るという内容であり、未就学児には難解な内容と酷評さ

れていましたが、次第に子供達の間で人気を集め幼稚園

や保育園から注文が殺到するようになりました。 

 作者のやなせ たかしさんは従軍経験があり、戦いの

中で「正義」というものがいかに信用しがたいか痛感し

たそうです。それまでのヒーローは派手な格好をし強い

力、武器、必殺技を持ちながら「正義」を口にする。悪

者や暴れる怪獣を徹底的にやっつけることが主であり、

飢えや空腹に苦しむ者を救いませんでした。また戦いに

よって汚染や破壊された自然や建物に対しての後始末

や謝罪が見られませんでした。戦中・戦後の深刻な食料

事情もあり、彼は「人生で一番辛いことは食べられない

こと」という考えを持っていました。 
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◎10月、呉霜さん（Ｈ20奨学生、中国）に 

長女誕生。 
 
◎10月 18 日、デラさん・マイさん（Ｈ18会館生、 

インドネシア・ベトナム）に次女誕生。 
 
◎12月、ググンタナさん（Ｈ19 奨学生、 

中国内モンゴル）に長女誕生。 

 
 
◎12月５日、崔雪寧さん（Ｈ24 奨学生、中国内モンゴ

ル）が仙台で結婚式を挙げた。私たち夫婦と同期の

仲間 3人が参列した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

李娜さんを囲んで 

 

 

 

 

 

 

◎10 月 2 日、李偉萍さん(H８会館生、中国)が来日し来

団してくれた。故郷で元気に活躍している。 
 
◎10 月８日、カヤストさん（Ｈ17 奨学生、ネパール）

が帰国の前に来団してくれた。帰国後は母国発展のた

め力を尽くしたいとのこと。いつも見事な踊りを披露

してくれた。ありがとう。 
 
◎12月 10 日、李娜さん（Ｈ20 奨学生、中国）が来団。

彼女には広島旅行で毎回大変お世話になっている。広

島へ行ったメンバーが 10 人ほど集まり、彼女を囲ん

で歓談した。 
 

◎11月 15 日、モニラさん（Ｈ15会館生、カンボジア）

が千葉大学友会に招待され来日し、講演を行った。偉

い先生方の前で堂々とした話しぶり。頼もしかった。 

 

グエン・フ・ユン君（ベト

ナム）が会館に仲間入り。

早速マラソンにも挑戦！ 

 

◎11 月 2 日、評判は上々。みごとに完売！奨学生もたくさん

手伝いに来てくれた。ありがとう～ 

◎12 月 7 日、八千代市主催のマラソン大会。 

9 名の元気な若者が参戦。全員完走 お疲れ様！ 

 
 

 

◎10 月 5 日、会館生・家族寮・奨学生、仲間が初めて顔をそ

ろえた。あいにくの雨で屋上でのバーベキューは中止。 

 でも、屋内で和やかに行われた。 

 

合同バーベキュー            

結婚・出産 

10K マラソン がんばりました！ 

ＯＢ消息 

千葉大祭に出店 
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グエン・フー・チン（会館生）  ベトナム（ハノイ） 

千葉大 工学部 情報画像学科  
 

日本に留学した理由 
 

私はグエン・フー・チン、ベトナム人の留学生です。小

さい頃からコンピューターに関する分野に興味があり、こ

れからの世界では、コンピューターが必要不可欠なものに

なると思い、その技術を勉強したいと考え、高校では科学

コースを専攻しました。高校卒業後ベトナム大学に進学し

て情報工学を学び、さらに深く学問を探求するため、日本

への留学を決意しました。 

 日本のテレビドラマを初めて見たのは高校時代でした。

「日本人は礼儀正しい」、「日本人は働くのが好き」、「日本

は美しい」など、日本についてぼんやりとした認識しか持

っていませんでした。日本と聞くと、 桜や和服を着てい

る女性の姿、富士山、車社会というイメージがすぐに頭の

中に浮かぶようになり、日本のことがもっと知りたい、日

本に行ってみたいと思うようになりました。そして、日本 

を留学先に選んだ一番の理由は、日本 

が先進国の中でも特に科学技術が優れ 

ているので、どうしても日本の高度な 

先端技術を学び、学習したかったから 

です。日本では、研究分野においても計画がきちんとたて

られ、立派な成果があげられています。私もぜひ日本人の

ような研究者になりたいと思っています、 

自分の進路・将来性 

 大学卒業後は大学院に進み、博士課程まで研究を続け、

深い専門性と幅広い視野、豊かな想像力と実行力を持ち、

コミュニケーション能力を高め、国際的なエンジニアとし

て活躍できるようになりたいと思っています。将来、日本

で学習した専門知識と経験を活かし、技術者として母国ベ

トナムの発展のために尽くしたい。そして日本・ベトナム

両国の交流にももっと役立てるように全力を尽くし、社会

貢献したいと強く希望しています。 

 

孫 玲（奨学生）   中国（遼寧省） 

千葉大学 人文社会科学研究科 地域文化形成専攻 
 

自分の長所と短所 
 

 私は中国の遼寧省の出身です。遼寧省は満州族、朝鮮

族などの 43の民族が住み、文化の背景が異なる様々な民

族が共に暮らすところである。多文化の中で育って来た

私は、人文科学に興味を持ち、2013 年千葉大学・人文社

会科学に入学した。 

  鏡の前に立つと、自分の姿が分かる。心の鏡があると、

自分の長所と短所が分かる。留学生活は心の鏡のようで

あり、私自身をそのままに映し出した。 

 来日する前に、私は家事もせず、何でも母に頼ってば

かりだった。日本で一人暮らしをして始めて、掃除の大

変さを知った。最初は片付けもうまくすることが出来ず、

生活も乱れていた。ゴミの出し方も分からず、隣人のお

姉さんに何回も注意された。このお姉さんが私のために、

正しいやり方を教えてくれたのに、私は自分の短所を人

に言われたくないから、彼女のことを怒った。 

 今一番後悔しているのは、ある一時期、私はこのお姉

さんと会っても挨拶しなかったことだ。このお姉さんは

引越しする前に、私のところへ来て「トイレの神様」の 

 

CDをくれた。私は謝りたかったが、「あ 

りがとう」としか言えなかった。確かに、 

人に言われると耳が痛いが、周りにいる 

人に対して、常に感謝の気持ちを持たないといけないと感

じた。それ以来私は「トイレの神様」を聞きながら、部屋

を掃除することもあった。「神様はきれいなところが好き

だ」という歌詞は、私の心に刻まれた。それから、少しず

つ家事ができるようになった。 

 私は日本で初めてアルバイトをした。子供のころから、

様々な民族の人と接してきたので、どのような人とでも物

怖じせず、コミュニケションが取れるほどの性格である。

アルバイト先の先輩とも仲良くしている。 

 私のセールスポイントは笑顔である。この間、お客様に

「笑顔がいい」とほめられたので、私はとてもうれしくて、

人が喜んでくれると、自分も幸せになると実感した。ある

人は学校に通いながら、アルバイトすることは大変だと言

うが、私にとって幸せなことである。 

 私の短所は数え切れないほどあるが、日本にいる間にそ

れを長所にしていきたいと思っている。私の長所はそのま

ま維持して、もっと頑張ろうと思う。 

 

 

 

 

 

  
 

  

「年忘れ」の楽しいひとときをご一緒しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スメートには日本がどんな状況なの 

かが分りづらく、非常に不安そうで 

した。それで、私は毎日、自宅には 

テレビがないため駅までニュースを 

見に行って、すぐ電話で彼らに情報を伝えてあげました。 

 しかし、人からの頼み事が断れないのは私の短所でも

あります。アルバイト先で、自分で作った弁当を食べる

時に、友達が買った弁当の好きではないおかずと交換し

たいと頼まれても、断れませんでした。また、学校でア

ルバイトへ行く前に、宿題を終わらせようと頑張ってい

る時に、友達に Wordの使い方を教えてと頼まれ、断れず

宿題を夜遅くにやることになりました。日常生活で困っ

ている人の頼みを断らず力になることはいいことです

が、これから社会に出て仕事をする時には、断るべき場

合をしっかり判断しなければならないと学びました。 

 現在、就職活動を始め、来年には、日本でしっかり仕

事ができるよう頑張らねばなりません。将来、立派な社

会人になるよう努力していきます。 

 

邵 巧 （奨学生）       中国（安徽省） 

敬愛大学 国際学部 国際学科 
 
自分の長所と短所 
 
 この果てしない世の中に、完全無欠な人は存在していな

いでしょう。金持ちにしろ、貧しい人にしろ、長所と短所が

あるはずです。私も例外ではなく、長所もあれば、短所もあ 

ります。 

 私の長所は困っている人を見ると助けずにはいられない

優しさです。留学生別科に入ったばかりの頃、私自身も日本

語がうまく話せるかどうかと心配でしたが、同じクラスに日 

本語の上で挨拶しか知らない学生がいることに気付きまし

た。先生は日本語だけで授業をしますから、聞いても理解で

きない人がいました。彼らの不安げな顔を見た私はできる限

り、彼らに日本語を教えることに決め、放課後、日本語の助

詞の使い方から文法項目などを彼らに教えました。彼らの日

本語の上達が自分のことのように嬉しかったです。 

 また、来日１年も経っていなかった２０１１年３月の東日

本大震災の直後、福島原発の放射線に関するニュースが流れ

ました。その時、漢字があまり読めないネパール人のクラ 

 

 

レンディ プラタマ（会館生）    

インドネシア（スマトラ島） 

千葉大学 理学研究科 地球生命圏科学専攻 
 

自分の長所と短所 
 
 まず、私の長所のことを説明します。私は積極的である

ことが一番の長所だと思います。もしボランティアやホー

ムステイなどの千葉大学のプログラムがあれば、参加した

いと思います。今までは、千葉大学付属の小学校で二回ボ

ランティアをしました。そして、昨年、千葉大学のホーム

ステイのプログラムに参加し、たくさんの人と積極的に話

をしました。今でもその時に会った人と良い関係です。ま

た、学業の面でも今まで毎学期に自分の研究を学会で発表

しています。さらに私はまだ日本語が得意ではないです。

しかし、わからない日本語を聞いたり見たりした時、私は

メモをとり、後で日本人の友人に質問したり、辞書を使い

その言葉の意味を調べて、覚えるようにしています。そし

て、笑顔を絶やさないことがもう一つの長所だと思います。 

 

例えば私の大学院の研究室では多く 

の方が研究室に来ます。その時私は 

笑顔を絶やさずに、元気にあいさつ 

をするように心がけています。 

次に、私の短所です。私はもう 24歳になるのですが、

今でも時々子供のような振る舞いをしてしまうことがあ

ります。例えば、研究室の学生室などで周りの人が研究

していても、大きな声で話してしまうことがあります。

その度に私はいけないことをしていると思っています

が、友人との話に熱が入ってしまうことが多いのです。

私はそれを直すために、周りを見るという努力をしてい

ます。そして、私は優柔不断だと思います。何かを決め

なくてはならない時に長く考えすぎてしまうことが多い

です。例えばお店で物を買う際に、悩みすぎて結局何も

買えなくなってしまうこともあります。  

 これからの生活では自分の長所だと思えるところはそ

のままにし、短所だと思えるところは改善していくこと

で、より充実した生活を送っていきたいと思います。    

 

 

 

 

 
 

 

   


