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私のエネルギーの源  

崔建軍（Ｈ17年奨学生、中国） 

 

最近、蘇州にいる中国人デザイ 

ナーの友人を訪ね、驚くことがあ 

りました。彼は日本語が分からないのですが、日本の本を

山ほど集めています。ほとんど工芸や美術に関する出版物

で、わざわざ日本で探して購入したそうです。日本語文章

の意味をさまざまな人から教えてもらっているようです

が、絵や写真だけ見てもデザインとしての栄養が吸収でき

るそうです。やはり、自分の馴染んでいる文化や考え方の

枠から抜け出し、より広い視野で、より違う発想から新し

いアイディアを見い出したいと思っているのです。 

彼と比べて、日本に留学して、日本文化に身近に触れる

ことができた私は、なんと幸せだったでしょう。日本にい

るときには感じられないかもしれませんが、今現在日本に

住んでいないからこそ、日本に居ることの価値や貴重さが

実感できます。なぜなら私が日本にいたときに、先進的な

専門技術の勉強のほか、さまざまな日本のことがより多く

体験できたからです。それらの経験は今の私にとても役に

立っています。 

ほかの留学生よりたくさんの経験ができたのは、さまざ

まな日本の方々にお世話になったお蔭です。その中で最も

感謝すべきなのは岡本国際奨学交流財団です。岡本正会長

と光子夫人をはじめ、理事長夫妻や財団の皆様が OSFファ

ミリーを留学生の大家族として築きました。奨学金や宿舎

の提供だけではなく、日本の文化や社会との触れ合いから

留学生を育てることに着目し、数えきれないほどイベント

を行っています。これによって、留学生たちは本当に家族

のメンバーのように親しくなると同時に、大学で教わらな

いさまざまな日本のことを学びました。イベントを通し 

 

て、文化の違いによって同じ物事に対する考え方も違い

があることが実感できました。中国人としての私が、も

とから持っていた考え方から見れば、ちょっと変った日

本的な考え方はとても新鮮であり、ネパール的なまった

く別の発想も面白かったです。自分の持つ考え方以外に

もたくさんの可能性があるというわけです。 

今振り返って見ると、そのときの経験は留学生として

最も意味深いものでした。いろいろな経験をすると同時

に、中国的な意識で日本のことを探ることができました

し、日本的な視点から中国のことを再思考することもで

きました。こういう考え方はエネルギーのひとつの源と

なり、それからの私を支えてきました。岡本財団は私に

とって暖かい家族であり、教え方の優れた学校でもある

と思います。 

今中国で建築関係の仕事で、いくつかの日本の設計事

務所とコラボレーションしており、日本での経験を生か

すことができているのは幸いなことです。創造力が要る

アーキテクトとして、中国的な考え方ややり方に巻き込

まれずに、抜け出せる発想に触れることが重要なのです。

日本とのいろいろな協力によって、お互いに理解を深め

ると共に、ある程度中国とは違った視点を保って物事を

考えることができます。 

今年の 10 月に日本を訪ね、OSF ファミリーにも帰って

きました。そこで５年ぶりに再び日本モードに切替える

ことができました。時間は短かかったけれども、本当に

実家に戻った気分で、家族と親しむと共に、昔のことを

じっくり復習しました。日本的なやる気と親切に励まさ

れながら、疲れもしっかり取れました。また、距離をお

いて、日本モードになって、自分が中国でやっているこ

とを考え直すと同時に、日本での新しい発見もできまし

た。そこは私のエネルギーの源であり、私のファミリー

でもあります。そこへの道に通い続けたいと思います。 
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◎3月はお別れの月。10日奨学生、18日会館生・家

族寮、25 年度の最後の例会で別れを惜しんだ。 

さよならパーティー 

◎10月 3日、崔建軍さん（Ｈ17奨学生、中国）夫妻が
来団してくれた。国慶節に合わせて来日し、久しぶ
りの日本の秋を楽しんだようだ。 

 
◎10月 6日、李旭さん（Ｈ15奨学生、中国）が来団。
今まで勤務していた銀行を退職し、一念発起してケ
ーキ作りの研修に来日。中国一のケーキ屋を目指し
頑張ってほしい。 

 
◎10 月 8 日、スチモン・ピアロム（ギー）さん（Ｈ8
会館生、タイ）が来団。千葉大で研究のために来日
したとのこと。15年ぶりの再会。懐かしい話がたく
さんできた。 

 
◎10月 19日、劉佳さん（Ｈ14奨学生、中国）が来日
し、来団してくれた。今、上海で歯医者を開業して
いる。劉さんは困っている学生のために、奨学金援
助を始めたそうだ。優しい心に胸が熱くなった。 

 
◎12月 17日、甘菁さん（Ｈ7奨学生、中国）が休暇で
来日し、来団してくれた。今、カナダのノースヨー
クに住んでいる。懐かしい日本を旅行してまわる予
定だそうだ。 

 

◎11月 1日、ドン・スアン・フォンさん（Ｈ22会館生、 
ベトナム）が結婚 

◎11月 7日、劉若一さん（Ｈ22奨学生、中国）が結婚 
 
◎9月 1日、王暁嵐さん（Ｈ22奨学生、中国）長男誕生 

◎10月 17日、徐媛娜さん（Ｈ20奨学生、中国）長女誕生 

◎12月 10日、モンタさん（Ｈ15会館生、ラオス）次男誕生 

◎12月 12日、アイリさん（Ｈ26奨学生、中国ウイグル自治

区）長男誕生 

◎12月 14日、ファン・ヴァン・クアンさん（Ｈ18奨学生、

ベトナム）長男誕生 

 

合同バーベキュー            千葉大祭～11月 1日～ 

◎10 月 11 日、会館生・家族寮・奨学生、合同のパーティー。 

去年もそうだったが、雨模様の天気で残念！ 

 

年忘れパーティー 

◎12月 13日、マラソンに 9名が出場。年忘れ

パーティーの翌日で、しかも雨の中だったが全

員が完走。 

エネルギーいっぱいの若者に拍手！！ 

❤皆さんおめでとう❤ 

10Kマラソン～in八千代～ ＯＢ来団 
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奨学生 



 

 

 

 

 

 

金 允婷（会館生）  韓国（忠清北道） 

千葉大学工学研究科 デザイン工学 

専攻科目の専攻理由と将来の目標 

 

学部生時代、東日本大震災をきっかけに防災用具のデ

ザイン研究を行っていた私は、いつか人の心を慰め、希

望を与えることができるデザイナーになりたいという夢

を持つようになりました。そして、自分の実力を積み重

ねながらデザイン分野においてより高い専門性を持つた

めには、大学院へ進学する必要があると思いました。大

学院の生活は、学部生の時とはまた違う論理的な思考力

や課題の解決能力を求めることが多くて大変な時もあり

ますが、そのような過程の中で自分が成長し自分の夢に

より近づいて行っていることを感じながら、やりがいを

持って楽しく勉強しています。 

現在、修士論文のテーマは農作業時の身体的負荷を軽

減するための補助具や装具の開発です。農業従事者の人

口が減少している今日、若年層に農業の魅力を喚起させ 

 

武俊軼（奨学生）  中国（上海市） 
千葉大学法経学部 経済学科 

留学生活を経験して自分で成長したと思えること 

  

日本に来てもうすぐ 5 年になります。今までの留学生

生活を回顧し、自分が一番成長したことは逆境の中でも

進めるようになったことだと思います。 

 一般の留学生と違って、私は中国の大学を卒業して、2

年間就職してから日本へ留学しました。2年間ずっと働い

ていて、あまり本に触れていなかった私にとって、留学

試験は第一回目の難関でした。日本語はもちろん、数学

や総合政策も他の人より時間がかかりました。その時、

一回捨てたものを再び拾うのはいかに困難なことかと実

感しました。日本語学校の 2年間毎日夜 12時まで勉強し、

必ずいい大学に合格すると誓いました。自分のわがまま

で親が苦労して得たお金を使って日本へ来たので、親に

も自分にももう一度がっかりさせられないと思いまし

た。そして、千葉大学に合格しました。 

しかし、2012年 10月入学して半年の時、父が転んで右

足が粉砕骨折になりました。本来余裕がない我が家にと

って、高額の治療費は泣き面に蜂のようでした。私の学 

 

ることができる新たな農作業服の価値 

を創造することに着目し、若い感覚で 

ありながらも農作業時の身体的負担を 

軽減できる衣服の制作を目的としています。 

研究を進めるにあたり、農村の現状や使用者のニーズをは

っきり把握した上で、それに適合する解決策を提案するこ

とで社会に貢献できればと思っています。主にミシンを使

って服の試作を行う予定ですが、これから様々な服をデザ

インして制作していくことも楽しみにしています。 

デザインをすることとは、常に人のことを考えながら、

おもてなしや思いやりの心を持って工夫を凝らすことだと

思います。将来、私はこのような思いをもって世の中で何

かの問題で苦労をしている人々や悩みの中にいる人々に希

望を与えるデザイナーになりたいです。また、日本と韓国

の架け橋となって韓日の親善にも貢献できるよう、この日

本にいる間も精一杯頑張って行きたいと思っております。 

 

費も問題になりました。２重ショック 

を受けた私は一度諦めて帰国しようと 

考えたこともあります。でも、親も 

親切な友達も、そして、日本の先生 

たちもいろいろ励ましてくれて、そ 

して助けてくださいました。私は方々から勇気をもらい、

どんな困難があっても乗り越えて見せると決意しまし

た。 

そして、勉強を邪魔させないという前提でアルバイト

し、自分の生活費も学費も全部自分で払うことになりま

した。貯金ができたら、家に送金します。幸いその時妻

がずっとそばにいて支えてくれました。日本語を話せな

い妻にとって、日本の生活はいろいろ不便なところがあ

ったと思いますが、それでもずっと居てくれて、本当に

感謝しています。妻は今妊娠して帰国しましたが、私は

もう一人でもどんな逆境でも進むことが出来ます。どん

な困難であっても立ち向かう勇気と自信が、この留学の 5

年間で身に着きました。それは私にとって一生の宝物だ

と思います。私は日本に来て本当に良かったと心から思

っています。 

 

 

 

 



回も聞いていました。暖かく握った 

手をなかなか放してくれませんで 

した。今考えると、20年近く目が 

見えなかったおじいちゃんは、すっかり成長した私の顔

は見えなくても、声を聞いて体温を感じるだけでも、も

っとそばにいてほしかったのでしょう。しかし、それま

で一度も実家を離れたことのない私には、わくわく感で

いっぱいで、それが最愛のおじいちゃんとの最後だとは

思いもしませんでした。おじいちゃんがなくなったこと

を聞いたときは、何ともいえない感情が込みあがって、

こぼれ落ちる涙をどうしようもありませんでした。感謝

の気持ちはもちろん、照れくさくて「大好きだよ」とい

う言葉も一度も口に出したことがありませんでした。 

その時の悔しい思いはいつまでも心の底に残るもので

しょう。それからは、愛する気持ち、感謝の気持ちは今

のうちにできるだけ口に出して見せるようにしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朴香玉（奨学生）   中国（吉林省） 

敬愛大学国際学部 国際学科 

留学生活を経験して自分で成長したと思えること 
 

日本での留学生活を通じて、自分で成長したと思うのは、

身内への愛情表現ができるようになったことだと思いま

す。 

日本の礼儀作法やマナーに感銘を受け、日本への留学を

決めた私ですが、初めの頃は家族同士でも「ありがとう」、

「ごめん」という表現を頻繁に使う日本の文化に少し違和

感を感じたことを覚えています。日本語学校の授業で、「家

族なのに距離を置いているような表現で、冷たく感じる」

と言ったこともありました。私が接してきた中国や韓国の

文化には、身内への愛情表現は日常的に存在するものでは

なかったからです。 

日本での生活が長引き、少しずつ表現の大切さがわかっ

てきた頃、思いもせぬ出来ごとがありました。それは、た

った一人の孫娘だといって誰よりもかわいがってくれた最

愛のおじいちゃんの訃報でした。 

留学を決め日本に旅立つ日の朝、おじいちゃんは挨拶に

行った私に「いつ帰ってくるの？」と、それだけ何回も何 

 

 

ヘン ピセコン（奨学生）  カンボジア（プノンペン） 

千葉大工学研究科 人工システム科学専攻 

留学生活を経験して自分で成長したと思えること 

 

 日本で留学してから、人とのコミュニケーションでは、

留学する前に比べてより積極的で、あまり恐れがなく必要

な時に相手と話せるようになりました。例えば、電車に乗

るとき、路線図や行き先がわからないときに、駅員に声を

かけて、道案内してもらえるようになりました。そして、

日本では人に会う度に挨拶するということが大事ですの

で、私は日本人だけではなく、同じカンボジア人や他の留

学生とでも挨拶することが既に自分の中の習慣となりまし

た。 

 それに加えて、新たなことに挑む気持ちは日本に留学し

てから、より一層強くなったと感じます。勉強や研究以外

の時間に、私はボランティア活動に参加しました。家庭の

事情で塾に行けない中学 3 年生に高校受験のための勉強の

しかたや受験対策などを教え、各自の志望校に合格できる 

 

ように支援するというボランティア 

活動をしています。いろいろな学生 

と触れ合い、指導やアドバイスをし 

て、一緒に困難を乗り越えることを 

経験しました。それを通して、私は自分のためだけでは

なく、周りの人と助け合えるような人間に変わることが

できたと感じました。 

 さらに、そのボランティア活動でたくさんの大学生や

社会人スタッフに出会え、共に仕事することを体験でき

ました。そこからチームワークに必要な責任感、信頼性、

そして柔軟性を身につけることができ、日本人とのボラ

ンティア活動をうまくできるようになりました。 

 4 年間の日本での留学で勉強の面と社会交流の面も両

方経験して、自分が大人として少しずつ成長してきたと

感じます。今まで積み重ねた経験を大事にし、これから

の研究活動や社会貢献に活かしていきたいと思います。 

 

 

 




