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社会人となる君たちへ
理事長

岡本和久

桜の開花と共に OSF では、去りゆく仲間と新しく入

限定され、自分の与えられた仕

る仲間が入り混じり、悲喜こもごも、毎年複雑な気持

事のみを考える毎日に没頭しが

ちになります。旅立っていく仲間達には OSF で培った

ちになります。

家族主義の精神をもって、新しい世界で頑張って欲し

自分の仕事は会社の中でどのような位置付けなのか、

いし、新しい仲間達には OSF ファミリーの一員として

日本の中では、世界の中ではと考えながら仕事をしてみ

仲良く交流をして欲しいですね。

る。そうするか否かで、将来大きな差が出てきます。そ

特にこれから新社会人になる仲間達に、人生の先輩
として一言アドバイスを送りたいと思います。
まず第一に、社会人は今迄の学生時代とは異なり、
会社の理念に基づいて、社員全員で協力し合い、業務

こで専門以外の人との交流、人格を高めるための読書な
どが大切になってきます。どうか意識して「専門バカ」
にならない努力をしてください。スケ-ルの大きな社会
人になって欲しいと思います。

を遂行することが必要です。個人の我が儘は通用しま

最後に、仕事を好きになり、楽しくする工夫をしてく

せん。会社は「選べない人間関係の中で仕事をする」

ださい。社会人になれば、仕事中心の毎日を送ることに

ところだということを忘れないでください。

なりますが、仕事を楽しくするか否かで人生は変わって

職場の上司や先輩は、まだ半人前のあなた方に、時

きます。理想的な仕事はまずありえません。仕事への不

には厳しく指導することもあるでしょう。あなた方を

平や不満がいつか必ず出てきますが、無理をしてでも仕

早く一人前にしようと思っている先輩達の温かい心

事の楽しいところを見つけて下さい。必ず見つかりま

を、素直な気持ちで受け入れて欲しいと思います。

す。そのためにも自分の仕事がどのように社会と繋がっ

けれども、どうしても性格的に合わない人間も必ず
います。その時は広い心で相手の良いところを探す癖

ているか、世の人々に喜びを与えているかを常に考える
習慣を作って下さい。

を身につけて下さい。そうすれば気持ちが通じて不思

以上、この三つのアドバイス

議とスムーズに仲良くなれるものです。『我以外皆師

を頭の隅にでも置いて、明るく

なり』と言う言葉もあります。

前向きな気持ちで、社会人生活

それでもどうしても許せない人間がいたら、反面教

をスタートしてくれたらと願っ

師として、「将来偉くなった時の参考にしよう」とで

ています。OSF は常にあなた方

も思っていたら、いいのではないでしょうか。

を温かく見守り続けていますよ。

次に、いつも広い視野を持ち続けてください。入社
して仕事が決まったら、しばらくは業務に精通するべ
く努力する必要があるのは当然です。
しかし、自分で意識しないと交流範囲が仕事仲間に
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2016 年度前期行事予定
6 月 24 日

評議員会

4 月 20 日

会館生・家族寮例会

7 月 10 日

会館生ＯＢ会

5 月 14・15 日

奨学生南房総旅行

7 月 14 日

奨学生例会

5 月 18 日

会館生・家族寮例会

8 月 5～7 日

広島慰霊祭参加

6月3日

理事会

8 月中旬

鴨川海水浴

6 月 10 日

奨学生例会

9 月 13 日

奨学生例会

6 月 15 日

会館生・家族寮例会

9 月 21 日

会館生・家族寮例会

今年も海外からたくさんの OB・OG が訪
ねて来てくれた。皆さん立派になって、
時の経つのは速いもの
だ。

李美慧さん(台湾 H21○
奨)
がお嬢さんと来日

ブ ジ ュ さ ん (ネ パ ー ル
Ｈ9○
会 )千葉大学帰国
留学生のシンポジウム
でスピーチするために
来日した。

鄭龍雲さん(韓国 H20○
奨
が仕事で来日。

甘菁さん(中国 H7○
奨 )クリ
スマス休暇でカナダから
観光で来日した。

モニラさん(カンボジア
H15○
会 )が出張で来日。

金 海英さん(中国
H18○
奨 )が来団。マレー
シアに転勤だそうだ。

クアンさん(ベトナム
H18○
奨 )が来団。昨年末に
日本に赴任したそうだ。
アイリさん(ウイグル H26 ○
奨 )が
家族で来団。笑顔のかわいい赤ち
ゃんだった。

文 泊 さ ん ( 中 国
H10○
奨 )が夫妻で来日

張

穎さん家族

他に国内からも、たくさんの仲間たちが来団してくれた。
ありがとう！
また、卒業・出産と祝い事が重なり、
家族宿舎の親御さんの来日が続いた。

◎1 月 1 日、張 穎さん(中国Ｈ
24 ○
会 、中国）に長女利奈ちゃん
誕生。

◎3 月 10 日、25 日、理事会・評議員会が開かれた。

◎4 月 3 日、フーチンさん（ベトナ
ム家族宿舎）に長男日明くん誕生

3 月のお忙しい中、
金 泳 雄 さ ん ( 韓 国
H26○
奨 )が昨年末結婚。

熊本・大分の大地震。活断層の上に住む者にとっては、
決して他人事ではなく、心が痛い。2 月には台湾でも起き
たが、お互い助け合っていきたいものだ。

会館性お別れ会

いつも財団のために足をお運びくださり、
ありがたく思っております。
◎3 月 5・6 日、元理事の佐野元生様の千鶴子夫人の
ご厚意で世界ダンス大会を観戦した。
幕張メッセで開催される、とても大きな大会だ。

会館の花見

◎1 月 6 日、委員長選挙が行われ、金主榮さん(千葉大、
韓国)が選ばれた。
［入・退館］
《退館》

家族宿舎：モイヨさん一家(モンゴル）
会館：ミランさん(中国）・蔡虹さん(中国）

《入館》

家族寮：テグシェーさん一家(モンゴル)
会館：楊熙仁さん(韓国）
、彭覬龍さん(中国）
孟晗さん(中国）、白柳爛さん(韓国）、
アノダリさん(モンゴル）

奨学生お別れ会

チィン・カック・キー（会館生）
ベトナム（ケアン省）
千葉大

につけます。サラリーマンをしながら、

法経学部経済学科

自分の起業を考えます。30 歳までに

専攻科目の専攻理由と将来の目標

自分を磨いてから帰国し、自分の企業

私は 2013 年千葉大学法経学部経済学科に入学しまし

を立てます。現在のベトナムの投資環

た。ベトナムでも 1 回経済大学に入学しましたが、日本

境はまださまざまな問題があって、日

に来るため大学を辞めました。家族は小売販売業に専業

本や欧米国の投資家が投資したくても

し、子供のころから経営に興味がありました。また、将

なかなかできません。そのうえ、裾野産業が弱くて、ベト

来は経営者になって、たくさんの人の生活を支えたかっ

ナムにある会社に部品などの提供はほとんどできていま

たので、技術者の道を経由するより、経営を専攻したほ

せん。しかし、日本や先進国の企業は発展途上国にたくさ

うがいいと考えていました。もともと数学や理科も好き

ん進出しているので、これからのベトナムの工業は将来性

でしたし、医者になりたいときもありました。しかし、

があるだろうと考えます。最初は裾野産業から始め、最終

出身地母国に、より多く貢献できるためには、失業率が

的にはトヨタのような大企業を作るという夢があります。

高いという問題を解決できる経営のほうがよいとずっと

ベトナム市場限定ではなく、世界にも進出します。50
歳から 60 歳ぐらいまで、仕事を一生懸命頑張って、その

前から考えていました。
大学を卒業してから、日本で就職し、経験を積もうと

後は牧師または先生になって、次世代の教育に貢献したい

考えています。将来は自分の企業を作るため、小さな会

と考えています。自分の力を最大限出し、全力で人生を楽

社で、会社の運営やコミュニケーションなどの能力を身

しみたいと思います。

張

蕊君（昨年度の奨学生）

早稲田大

中国（天津市）

政治学研究科政治学専攻卒

形態で、国籍や、年齢、資格、地域を越え

10 年後の私

て、不登校、引きこもり、義務教育未修了

21 歳の時に、天津外国語大学のダブルディグリーに参 者、外国人などが学んでいます。日本人先
加したきっかけで、広告専攻だった私は、ある夢を抱い 生が中国人生徒のために、一生懸命日本語
て、日本にやってきました。その夢は、いつか自ら制作 を教える姿が印象でした。しかも先生も全
員ボランティアで、交通費も自腹で、どこからの援助も受

した CM がテレビで流れることです。
あっという間に、日本での生活はもう 5 年目になりま
した。映像が好きなので、大学院に在籍した時に、論文

けていません。
「あ、映像で、この学校を記録できるんだ。
夜間中学の存在をみんなに伝えよう、優しい日本人先生の

系の代わりに、作品系を選びました。そのため、私の 2015 ことを中国にも発信しよう」と思い、撮り始めました。学
生としては、極小さな力しかないですが、その力で、人を
年は、人生一番大変な年になりました。
就職活動を挟んで、卒業制作も大きな力を入れなけれ 助ければ、日中の架け橋になれば、それはすごく嬉しいこ
ばなりません。最初の企画がうまくいかなくて行き詰ま とです。
就職活動も映像を中心として展開しましたが、残念なが
った時に、埼玉県川口市にある川口自主夜間中学と出会
いました。夜間中学というのは、昔戦争の混乱期、貧困 らうまく行きませんでした。でも、未来は長いです。10 年
のため昼間は家の手伝いなどで学べない生徒や、様々な 後の私は、きっと、スクリーンの裏に立っています。自分
理由で義務教育を修了できなかった人が通える夜間の学 が好きな分野だけではなく、映像の「翼」をもっと広げて、
校です。川口自主夜間中学では、マンツーマンという勉 社会貢献ができればと思います。
強

姜

天怡（昨年度の奨学生）

千葉大

中国（湖北省）

園芸学部緑地環境学科卒

10 年後の私
１０年後の私は３３歳になる。その時の自分が何をし

はなく、経験も積み重なっていく。今、
全ての物事を全力で迎えれば。思う存分
に楽しめれば。
後で振り返ってみると過去の全てが輝

ているのかを考えるだけでどきどきする。きっと今より

くように見えると思う。日本に来たの

もっと情熱を持って、もっと幸せに生きているだろうと

が 17 歳の時だった。飛行機を降りた時、

思う。私はそう願っている。

私は喜びと緊張が入り混じった気持ちを抱え、透き通った

今までの１０年間を振り返ってみると、私は中 3 の幼

空を見ていた。その遠いような、近いような空の奥に自分

い女の子からあっという間に一人前の社会人になった。

が漂っていると感じた。今日から、未知な新天地でゼロか

10 年間というのは長いようだが、過ぎてみれば短いと感

らスタートするのだと自分に声をかけた。新しい道に家族、

じる。その間、見る風景が増えるとともに、世界も広が

先生、友達など大勢の方々から応援、温かい言葉を頂いた。

っていく。時間が経つにつれて、増えるのは歳だけで

途中で戸惑い、挫折などがたくさんあったが、一度も心が

折れたことはなかった。皆様の暖かい見守りがあったか

なる。10 年後の私は他の人を幸せにする。１０年後、私は

らこそ、全ての困難を乗り越えられたと思う。日本にい

どこに居ようが、何をしようが、旅の中で自分が感じ取っ

る６年間を旅のように楽しく思うことができた。再び空

た感動を言葉、行動を通して他の人に発信するようになり

を見ると、風を追って走っている自分の姿があった。私

たい。自分が出したほのかな光から新しい希望が生まれれ

は幸せ者だ。

ばと思う。

どこに行っても、あそこには私を見守る人がいると思
うと、心が熱くなる。世界は広い。10 年後の私にはもっ

人は孤独な人間でありながら、決して孤独ではない。
10 年後の私はきっと太陽のように輝いている。

と違う風景が見えてくる。10 年後の私はもっと強く

ヌグロホ

クリスティアン

シホンビン （奨学生）
インドネシア（ジャワ島）

千葉大学工学研究科人工システム科学専攻

せ、人間関係や絆が失われて、やっと気
づいた人は少なくないと思います。実は

私にとって一番大切なもの

私も同じ経験をしたことがあります。日

インドネシアではこのような言い伝えがあります。
「世

本に来て間もなく、無理して勉強して、

の中で一番大切なものは目に見えないものなのです」
。で

倒れたときがありましたが、幸いに二日で

すから、このタイトルの答えを探るとき、目に見えない

回復できました。そのとき、両親は涙して、自分が悪いこ

ものから始めました。愛、知識、経験、人脈、人間関係

とをしてしまったと気づきました。ここにきて、自分の命

などがあげられますが、これらの答えを改めて見てみる

はもはや自分だけのものでなく、他人のものでもあると感

と、全て自分自身を指したものです。すなわち、私にと

じることができると思います。

って一番大切なものは自分の命です。どういうことかと

生活において他人と関わって、その中で悲しみや喜び、

いうと、家族の愛や知識や人間関係などは自分に関わり、 苦しみや楽しみを体験して、自分の命の大切さを実感でき
そこに自分がいなければ成り立たないものなのです。決 ると思います。自分の命がものすごく大切ですから、両親
して自己中心の事ではありませんが、これらを守ってい

に育てられ心配され、家族や友人に愛され、他の人に助け

くためには、自分自身が元気でいなければいけないとい

られたのです。また、日々食べているものは全て命あるも

うことです。

のであり、その命によって生かされているということを分

自分の命は自分が最初にいただいたもので、他人には

かると思います。

関係なく、自分だけのものです。自分自身のものだが、

結論として、私にとって一番大切なものは命です。自分

命の大切さはよく気がつかないものなのです。家族のた

の命は決して自分だけのものではなく、他の人がいるから

めに一生懸命働いて、知識や経験を習得するために、精

守られたものです。そのために、この命をもって、他の人

一杯勉強したが、結局病気になった人はたくさんいます。 と互いに支え助けあって、家族と愛しあって、自分の命を
はじめ、全ての命に感謝し、大切にしたいと思います。
倒れたときに、知識や経験が役に立たず、家族を心配さ

周

楠（奨学生）

聖徳大学

中国（河南省）

人間栄養学研究科

私にとって一番大切なもの

成功までは遠いかもしれませんが、成功
への道で、たゆまず頑張り抜き、勇往邁

ある人にとっては、お金や権力、または成功して上の

進し、一歩一歩丁寧に進んで、貴重な経

人になることが、大切なことかもしれません。私にとっ

験を積み重ねることが重要だと思います。

て一番大切なものは何だろうと考えると、それは、良い

成功の瞬間は短いですが、何千何万の足元からなる道を形

結果が一番重要なことではなく、成功への道を勇往邁進

成するために、一歩一歩の努力が最も感動することではな

する信念、および貴重な経験が一番大切なものだと思い

いでしょうか？舞台の上で 1 分間の素晴らしい公演は短い

ました。

ですが、完璧に上演するために、舞台の下で 10 年間の厳

成功への道のりで、勿論様々な困難や悩みがあります

しいトレーニングをやり続ける努力が、最も感動すること

が、たゆまず頑張り抜き、かつ勇往邁進する信念を持っ

ではないでしょうか？桜の咲く時間は短いですが、その美

て、どんな困難があっても諦めないで、貴重な経験を積

しさを表現するために、寒い冬を越えて満開させるための

み重ねながら、自分の不足を補い、頑張り続けることが

努力が、最も感動することではないでしょうか？

大切だと思います。

若いときに、成功への道にむかって、たゆまず頑張り抜

いつも、自信がない時あるいは悩みがある時に、朝起

き、かつ勇往邁進する信念を大切に持ち、貴重な経験を積

きて鏡の前で、自分が自分に“周楠、頑張って”と励ま

み重ねながら、自分を充実させることが今後の人生に対し

し、やる気を出して一日を始めます。今の私にとって、

て貴重な財産だと思います。

