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餞

淑君（H14 奨学生・台湾）
日本留学で学んだ、ナイチンゲールが
残してくれた貴重な知的遺産

鋭い見解には敬服するばかりです。例えば、皆様風邪を
引いた経験があると思います。風邪を引いたとき、よく
熱・咳・鼻水などの症状がでます。一般的にはこれは体
の不調のみと捉えがちですが、もう一歩進んで、何故体
が細菌・ウイルス感染になると、以上の症状が出るだろ

実母ががんで日本の
病院にお世話になった

うかを考えていくと、細菌・ウイルスという異物が体に

ことがきっかけで、昭和

入ったとき、自ら命を守ろうとして、免疫システムが活

58 年に日本に留学し、専門学校に入って看護の勉強を

性化され、白血球・リンパ球などがそれらの異物と戦い、

しようと考えました。大学受験の結果、早稲田大学の

体にとって不要なものを排出しようとします。そのた

心理学科と千葉大学看護学部に受かることができま

め、たん・鼻水として出てきます。たん・鼻水を気管支・

したが、学費及び当初の留学の目的を考えて、千葉大

のどから出すために、咳という動きによって、異物を自

学の看護学部に入学することを決めました。看護の道

分の体から排出できるようにします。専門分野の書籍に

を選んだことは今でも後悔しておりません。何故な

よると、熱が１度上がると、新陳代謝が 11～13％高まる

ら、世界どこへ行っても、どんな年齢層の方にとって

と書かれています。つまり、新陳代謝を高め、異物と戦

も、看護という専門職は役に立つことがあるからで

うために、熱として体に現れた症状だと言えます。この

す。

ような体験を思い出せば、膿・下痢などは実は命を守ろ

今回の「OSF 便り」を通して、私が日本で学んだあ

うとする巧みな仕組みであると考えられ、約 150 年前の

る健康の概念を紹介させて頂きたいと思います。ナイ

ナイチンゲールは既にそのような病気の本質を見極め、

チンゲールという人物は小学生でも知っていると思

著書として後世の我々に貴重な知的財産を残してくれ

いますが、その著書「看護の覚書」の冒頭に、「病気

たのです。

は回復の過程である」と述べられています(原文：

ナイチンゲールの言っている「回復の過程」を支える

“…a reparative process. Sickness or disease is

基盤は運動・休息・食事・排泄などという何の変哲もな

Nature’s way of getting rid of the effects of

い日々の生活で、例えば、地産地消の農産物、季節もの

conditions which have interfered with health)。

を食べることもその一つです。何故ならば、その土地、

初めて聞く方が多いと思いますが、一般的に回復と言

季節に土から出てきたものは土壌、気候によって培われ

ったら、健康になることだと認識しているので、違和

たものであり、元気に成長した農産物を私たちの体に取

感のある表現だと思われているでしょう。

り入れれば、その土地で元気に生活していけるからで

しかし、長年様々な患者と出会い、その病のプロセ

す。
上記に述べたことは自分にとって、日本に留学したお

スを勉強させて頂いた私は、上記のナイチンゲールの

陰で、身についた無形財産と思っております。
6 月 8 日理事会・24 日評議会が行われた。
暑い中、みなさまご出席下さって、昨年度の決算も
無事に承認されました。
理事・評議員の方々、ありがとうございました。

奨学生南房総旅行

会館生バーベキュー

結婚おめでとう！
6 月：例会

付照君さん(H15 奨学生、
内モンゴル)

タオさん（H12 奨学生、
ベトナム）が 結婚

◎

5 月 9 日、鄭龍雲さん（H20 奨学生、韓国）に
女の子が誕生。
◎ 5 月 27 日、崔雪寧さん（H24 奨学生、
内モンゴル）に男の子(智駿くん)が誕生。

OB・OG 便り

◎5 月 20 日、徳志偉さん（H12 奨学生、内モンゴル）が来団。
いつも元気の出る話をありがとう！

◎７月４日、モンタさん
（H17 会館生、ラオス）
日本テレビ
「世界まるみえ」に出演！

安玉発さん(H7 奨学生、
中国)

孫玲さん(H26 奨学生、
中国)

◎6 月 18 日、「幕張チャレンジロー
ドレース」に 12 人がエントリー。
炎天下の中の力走、お疲れ様！

ティナさん（H6 奨学生、
マレーシア）

陳

友龍（奨学生）

日本大学

理工学研究科

中国（福建省）
情報科学専攻

あなたにとって一番大切なものは何ですか
人生は片道列車に乗っていることと同じです。様々な
人と会うことができると同時に、たくさんの人が降りて
いき、その人には二度と会うことはできません。また、
窓の外に綺麗な景色が広がっているが、その全てを写真
に収めることはできず、選択しなければなりません。そ
れは人生でも同じ事で、大切なものを選択することはと
ても重要だと考えています。後悔しても戻ることができ
ません。
人によって大切な物はたくさんあると考えられます。
人と人のつながりが大切だと考える人がいるでしょう。
それがない世界はすごく冷たい世界になります。仕事が
大切だと考える人もいるでしょう。仕事を通して必ず誰
かの役に立っています。仕事をしていなければ得られな
いものはお金や名誉など、様々あると思います。また、
家庭が大切だと考える人もいます。
それでは一番大切なものは何でしょうか。私は健康が
一番大切なものだと考えます。
高校時代に読んだ物語です。ある男は貧乏の家庭に生
まれ、休むことなく毎日一生懸命働いていました。その
ため生活がだんだん良くなり、彼は 20 歳後半のころに奥

宋

成軍（奨学生）

千葉大学人文社会科学研究科

さんと結婚し、子供が生まれました。
奥さんと子供のために彼はもっと頑
張って働き、５年後には自分の家を立
てて、とても幸せな生活を送っていま
した。しかし、一年後彼は働き過ぎて
体が壊れて死んでしまいました。
死後の世界で、彼は家族のために一生懸命頑張ってきた
ので天国に行けると思っていましたが、地獄でした。不満
を持って彼は神様にその理由を尋ねました。神様は何も言
わずに、彼が死んだ後の家族の生活を見せました。彼のお
母さんは彼の死が悲しすぎて、半年後に亡くなりました。
奥さんは子供のために、好きではない人と再婚しました。
子供は父の愛がなくて、笑顔が少ない内気な性格になり、
人生が変わりました。彼はそれを見て涙を流しながら後悔
しました。もしも働きすぎなければ、金持ちになれなくて
も、幸せな生活を送ることはできます。しかし、自分が健
康でなければ、家族の幸せを守ることはできません。
健康な身体はお金を得ることはできますが、お金では健
康な体を手に入れることはできません。愛情や友情は健康
な身体の上に成り立っています。健康でなければ、家庭を
大切にすることもできません。もしそれを軽視するなら
ば、最後には必ず不幸になります。健康こそ基本であり、
一番大切だと私は考えます。

韓国（京畿道）
地域文化形成専攻

私の夢
30 代を生きている私に一番大事なのは“夢”だと思
っている。もちろん人によって大切なのが最愛の家族
や友人、恋人である可能性はあるが、現在の私には未
来に私が必ず叶えたい夢が一番大切と言える。私は現
在千葉大学人文社会科学研究科地域スポーツ学科に在
学中の 1 年生で、卒業後にアジアスポーツの発展に寄
与できる、素敵なスポーツマネジメント会社を創業し
ようという夢があり、自分の職業に対する希望、自負
心、夢が私の人生で最も大事といえる。
その間、私は私が夢見てきたことをどれだけ手で書
いて、口で言って、目に見たのかをよく知っている。
30 年前、中国ハルビンのある教育者の家庭に生まれ、
体育教師の父親の遺伝および影響を受け、小さい頃か
らプロサッカー選手になるのが夢であった。しかし、
高校時代の試合で足に怪我を負い、サッカー選手への
夢を諦めざるを得なかった。大学を卒業した後、様々
な仕事をしてきたが、やはりサッカーへの執念は捨て

られず、スポーツマネジメント経営への
新たな夢を見つけ挑戦することを決め、
文化も似ていて球団経営の面で進んで
いる日本へと留学することを決意した。
この歳になってからの留学は人生の中
で大きな冒険かもしれないが、夢のためにはいつでも挑戦
するべきだと強く信じている。
2013 年 3 月から 11 月まで筑波 FC サッカー球団で週末
のユースコーチとして働きながら、日本の一貫ユース育成
システムにアプローチすることができ、2015 年 7 月から 2
カ月間、学部生だけが参加できるインターンシップにも参
加した。インターン過程で球団の運営、財政、選手管理、
経営戦略、地域密着など多様な情報を得ることができた。
朝学校へ行くために家を出る時、私は「学校へ行ってき
ます」と言わず、「夢を実現するため、しばらく家を留守
にします」と言っている。
子供と一緒に遊んであげたいし、愛する家族ともっと多
くの時間を一緒に過ごしたい気持ちは山々だが、私は今日
も夢を達成するために最善を尽くしている。

自分で決められることです。世の中の沢
山の人は「やること」を「意味がある」
千葉大学 工学研究科 デザイン文化計画研究室
と「意味がない」という２種類に分類し
たうえで、
「意味がない」と思っている
最も大切な物――目の前にある「やること」
ことをちゃんとしません。
３年前に、私が大阪の日本語学校で勉強
来日してから、もう３年目になりました。有限の人生
の中で日本での留学の体験があって、本当に良かったと した時には、毎日の生活はほとんど同じでした。
平日の午前中には肉工場でアルバイトして午後には学
思います。留学を通していろいろ勉強になりました。そ
の中の１つは、目の前にある「やること」を大事にする 校でしたが、週末によくごろごろしていました。ごろごろ
ことです。時間は一番公平なことだと思います。なぜな した後で、気分が悪くなったことが多いです。もちろん、
ら、皆それぞれ 24 時間がありますが、どうやって使うか、 時間を無駄にしたことについても後悔しました。

夏

彬（奨学生）

中国（江蘇省）

千葉大学に入学してから、前の生活と変わりました。
研究室の様々な活動のおかげで、生活がとても充実して
きました。農作業、藍染め、色々な祭など、それに先生
から頂いた任務（ポスター、ロゴ、パンフレットなどの
デザイン）、これらは自分の夢
または未来の就職と直接的な
関係はないかもしれないです
が、様々な経験を通して、様々
な人々と出会って、日本の文

化と専門知識の把握・活用の方法について勉強できまし
た。このような体験は自分の人生の中の宝物だと思いま
す。
人生は様々な「やること」の組み合わせですので、目
の前にある「やること」は意味がないという認識は正し
くないと思います。目の前にある「やること」は自身進
歩のあり方だと考えます。今も未来も、私はすべての「や
ること」を大事にして、充実した生活の中で
頑張ります。

チィン・カック・キー（会館生）
ベトナム（ゲアン省）

社で、会社の運営やコミュニケーション
などの能力を身につけます。サラリーマ
ンをしながら、自分の起業を考えます。
専攻科目の専攻理由と将来の目標
30 歳までに自分を磨いてから帰国し、自分の企業を立て
私は 2013 年千葉大学法経学部経済学科に入学しまし ます。現在のベトナムの投資環境はまださまざまな問題
た。ベトナムでも 1 回経済大学に入学しましたが、日本 があって、日本や欧米国の投資家が投資したくてもなか
なかできません。そのうえ、裾野産業が弱くて、ベトナ
に来るため、大学を辞めました。家族は小売販売業に専
ムにある会社に部品などの提供はほとんどできていませ
業し、子供のころから経営に興味がありました。また、
ん。しかし、日本や先進国の企業は発展途上国にたくさ
将来は経営者になって、たくさんの人の生活を支えたか
ん進出しているので、これからのベトナムの工業は将来
ったので、技術者の道を経由するより、経営を専攻した
性があるだろうと考えます。最初は裾野産業から始め、
ほうがいいと考えていました。もともと数学や理科も好
きでしたし、医者になりたいときもありました。しかし、 最終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。ベトナム市場限定ではなく、世界にも進出します。
出身地、母国により多く貢献できるためには、失業率が
50 歳から 60 歳ぐらいまで、仕事を一生懸命頑張って、そ
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
の後は牧師または先生になって、次世代の教育に貢献し
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 たいと考えています。自分の力を最大限出し、全力で人
生を楽しみたいと思います。
考えています。将来は自分の企業を作るため、小さな会
千葉大

韓

法経学部経済学科

冀娜（奨学生）

早稲田大

教育学研究科

中国（河北省）
学校教育専攻

私にとって一番大切なもの
人間、生きていれば、色々な人に出会います。知らない
人もいつか友達になりうることがあります。「人と人のつ
ながり」は、私にとって一番大切なものです。どこで見た
か忘れましたが、「人は人がいるから生きていける。人が
いるから喜び・悲しみ・怒り・愛を理解できる。だからこ
そ人生が輝きを増やす」という言葉を見てずいぶんと感銘
を受けました。
日本に来る前は、日本人は冷たい民族だと聞いていまし
たが、３年前ここへ来て初めて日本人の温かさを感じまし
た。初めて日本で部屋を借りた時に、大家さんは優しいお
ばあさんで、私たちが外国人であることが分かると、いろ
いろと助けてくれました。ごみの分別から、市役所の手続
きまで親切に説明していただきました。日々のささやかな
ことですが、今思い出しても、おばあさんの温かい心遣い
に感動します。大家さんだけではなく、近所のおばあさん、
おじいさんたちはいつも、私たちが朝学校へ向かう時に
「おはよう」と声をかけてくれたり、夜帰宅する時に「お
疲れ様」と慰めてくれたりしています。家族のいない日本
でも温かい家族のような人たちに囲まれて幸せです。
日本に来る前は日本のマナーが煩わしくて大変だと聞
いていましたが、３年前ここへ来て初めて、この心の奥か

らの礼儀は相手への思いやりの表われで
あることに気付きました。市役所、銀行、
デパートなどに行くと、スタッフさんは
いつも笑顔で対応してくれます。手間の
かかることでも、面倒を嫌がらずに親切に
案内してもらえます。日本人と接した時には、相手からの
思いやりが深く感じられます。「一期一会」の心でふだん
の生活や、初対面の人との付き合いも疎かにしないという
日本のマナーには心から感心しています。
日本に来る前は、日本人と友達になれないと聞いていま
したが、３年前ここへ来て初めて日本人の友達ができたの
は嬉しかったです。「日本は本音と建前の社会だ。だから
気を付けないとダメよ」と中国にいる日本語の先生に言わ
れました。最初は学校でも、バイト先でも、プライベート
ではあまり日本人と関わりたくなかったです。しかし、そ
うしたら、自分はだんだん一人ぼっちになってしまい、ホ
ームシックもますます強くなっていました。やはり人間は
一人では生きていけないものですね。それに気付いたあ
と、学校で積極的にクラスメートと話したり、ご飯を一緒
に食べたりしていると、友達がいっぱいできました。しか
も親友になった人も何人かいます。今毎日学校に行くこと
を楽しみにしています。
人と人とのつながりを大切に、一つ一つの縁に感謝し、
これからも笑顔で毎日を過ごしたいです。

