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広島・京都への旅

８月 5 日～7 日

参加した皆さんの感想を抜粋します。

陳

友龍（奨学生）

張

1945 年の夏はまれにみる冷夏でした。８月６日午前 8
時ごろ、広島の島病院はいつもと同じ様子でした。看護
師は薬を配ったり、体調を聞いたり、朝食をベッドまで
運んだりと大忙しです。
「どうぞおいしく召し上がって下
さい」の声に患者さんは感謝しながら「頂きます」と言
っています。天気は晴れで、空はいつもより綺麗です。
8 時 15 分、この瞬間、時計は 7 万人という人の命と共
に永遠に止まっていました。原子爆弾は、島病院南西側
の上空約 600ｍで炸裂しました。原子爆弾から発生した
高熱は約 4000℃まで上がり、周辺にいた人の多くは蒸発
してしまうほど、強烈な破壊力でした。広島は一瞬にし
て廃墟となりました。そして原爆投下以降、爆発自体で
亡くなった人と放射能の影響を受けて亡くなった人の数
の合計は、25 万人に届かんとしているのです。
広島平和記念館で、8 時 15 分で止まったままの時計、
破れてしまい着ることのできない服、熱線を浴びた人の
影が残った石、黒焦げになったお弁当箱など、たくさん
の遺品をこの目で見ることができました。自分の想像を
遥かに超える悲惨な資料の前に、言葉を失いました。
人類の歴史の中には、数えきれないほど争いや戦いが
あります。侵略、内乱、独立など原因は様々ですが、ど
れも例外なく、争いによって大きな犠牲が積み重ねられ
てきました。
平和とは何でしょうか。私は、過去を受け入れ、自分
らしく前に進もうとすることが平和につながると思いま
す。

奕（奨学生）

何故、戦争が行われるのであろうか。私はその根本に、
人間の「欲」があるのだと思う。自分にないものを持つ
人が羨ましいと思うのは当然のことだし、私もそう思う
時がある。戦争はその「欲」が集まって生まれるのかも
しれない。他国の持つ土地や財力が欲しい。争って他の
国から土地を奪おう。食糧や資源を奪おう。それが、戦
争の起こる原因だと思う。現代では、大きな戦争は起こ
る可能性が少ないが、文化と信仰の衝突はまだ存在して
いる。
すべての人々にとって、より安全で平和な未来、より
良い世界のため、核兵器のない世界の実現に向けて取り
込んでいくには、71 年前の悲劇の原因を考えなければい
けない。そして、平和な世界を実現するため、多くの国
際文化交流、信仰の受入れ、
「核兵器禁止条約」の徹底的
な実行、政府の自己批判と反省、武力ではなく互いの信
頼関係で世界を変えていくことが大事だと思う。私は架
け橋として、日中の平和と発展のため、友好協力パート
ナーシップの構築にも貢献したい。

金閣寺

グェン・フ・ユン（会館生）
今回の旅の中で、平和祈念式に参列する機会に恵ま
れました。式典に出席し、広島の人々に触れ、今でも
原爆の影響がなくなっていないことを再認識できま
した。また、平和な世界のために私も貢献しようと改
めて思い、感想ノートに書き残し、広島をあとにしま
した。とても素晴らしかったです。私の周りの留学生
たち、そしてベトナムの人々にも参列するように呼び
掛けたいと思います。
最後に、優しくて親切で、個性が豊かな旅仲間とユ
ーモアある佐野先生に囲まれながら、今回のこの旅を
できたのは本当に幸せでした。会ったこともない私た
ちに広島のお店を予約してくださり、お土産まで下さ
った先輩、熱い天気の中で常にユーモアのある言動
で、楽しませてくださり、また勉強させてくださった
佐野先生に感謝致します。

姫路城

周

楠（奨学生）

今回の旅で一番印象に残ったのは原爆ドームと被爆した
アオギリでした。 原爆ドームは地面に散らばった大量のレ
ンガと頂上に残された鉄骨が原爆の勢いをものがたり、思わ
ず鳥肌が立ちました。原爆は、亡くなられた方のほかにも、
たくさんの人に心の傷をつけたのだと思います。とても悲し
く、絶対に許せないことです。
戦争は、体だけではなく、心も傷つけるものです。傷は消
えることはなく、ずっと残り続けます。それは、とても大き
な悲しみをつくります。そのため、 戦争は絶対にあっては
いけないのです。 平和を守るために私がしないといけない
ことは、戦争について語り継ぐことと、今の生活を大切に思
うこと、そしてできるだけたくさんの人と仲良くすることだ
と思います。これから私が守る小さな平和は、いつか大きな
平和となり、世界を守ることができると信じています。

海水浴 !!

連日雨模様の天気で、バーベキュー
も中止。
海で思いっきり遊ぶことはできな
かったが、仲良しのみんな、
楽しい合宿ができた。
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明洙さん（Ｈ25）も参加して
くれた。子供もたくさん増え
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結
結婚
婚！
！赤
赤ち
ちゃ
ゃん
ん！
！
お
おめ
めで
でと
とう
う

幕
幕張
張花
花火
火大
大会
会
◎

◎
◎

◎
◎

昨年 12 月 5 日に朱潔さん（Ｈ25 奨学生、中国）に長男
潤也君誕生。先日お母さんと 3 人で来団、元気な赤ちゃ
んを見せてくれた。
6 月に郭保竹さん（Ｈ21 奨学生、中国）に長女誕生。
8 月 18 日、李娜さん（Ｈ20 奨学生、中国）が結婚。
李娜さんには毎年広島でお世話になっている。
いつもありがとう！
8 月 19 日、マヒラさん（奨学生）が故郷ウィグルで結婚。
9 月 9 日、フーチンくん（家族宿舎）がベトナムに帰っ
て結婚式を挙げた。

ＯＢ，ＯＧの皆さん
どうしていらっしゃいます
か？皆さんの近況を報告して
ください。
「ＯＳＦだより」をみんなで作
っていきましょう。原稿も首を
長～くして待っています。
朱潔さん

◎

◎

8 月 27 日、弭欄さん（Ｈ26 会館生、中国）が来
日中のご両親と一緒に来団。今年から幕張で社会
人一年生。がんばれ！
倪悦勇さん（Ｈ17 奨学生、中国）が企画、実施
した社会貢献活動が、中国の「人民日報」に取り
上げられた。素晴らしいことだ。

白がまぶしいですね。
マヒラさん
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アイリさんは卒業後、千葉を離れ
て、大阪に移るそうだ。奥さんたち
の近くに住めてよかったですね。
アイリさん
（Ｈ26 奨学生、
新疆ウィグル）

9 月の例会

奨学生 カレー屋さんで

フーチン夫妻

李娜さん

浴衣姿で 会館生

金ユンジョンさん
（会館生）

ｃ

プン・イスワル（奨学生）
東京大学

新領域創成科研究科

ネパール（バグルン）
国際協力学専攻

私にとって一番大切なもの

農業であり、簡単にできることから始め
れば良いと考えています。現在私が考え

日本に来て学んだことがたくさんあります。家族と研

ていることの一つは、山村の畑で蕎麦の

究以外、私にとって一番大切なことはネパールの山村に

栽培をすることです。ネパールの山岳地

住んでいる人々の生活を変えることです。

域は標高が高くて気候も涼しいし、蕎麦

ネパールはインドと中国の間にあり経済成長は低いで
す。ネパールは地理的に山岳地域、丘地域、平野地域の

の栽培にとても適した地域だと分かっています。だから
私は日本のそば生産の技術を使って、ネパールの山村で大

三つに分けられ、とくに山岳地域に生活するのは大変で、 きなスケールでそばを作り、海外にエキスポートしたいと
肥沃な土地も少ない。そんな生活しにくい中で何ができ 考えています。そのように伝統的な農業の仕方しかわから
るかをあそこの人々はまだみつけていません。そのため

ない山村の人々に日本の現代的な技術を紹介し、農業でも

山の人は仕事のために海外やインドなどに移動していま

お金を稼げることを知らせたいです。山村の人々が少しで

す。この傾向がずっと続くとそのうち山地域は空っぽに

も経済的に強くなれば、教育、健康面などでも成長できる

なりそうです。

のではないかと私は思っています。自分も同じところで生

そうならないように私は様々な方法を考え、日本での

まれ、大人になってここまで来ているから、あそこの人々

一品一村などのようなことを、ネパールの村でもできる

の暮らしをよくすることも私の責任だと思います。一番大

かどうかを調べ、日本で学んだ知識を母国の農業開発に

切なことはその人々の生活を変え、次世代のためにも住め

適用することを考えています。山地域の農業はまだ有機

るところを作ることだと考えています。

楊

熙仁（会館生）

千葉大学

融合科学研究科

韓国（京畿道）
情報科学専攻

人工衛星搭載用合成開口レーダーの設計と開発

けでなく、今まで受けてきたこのような
親切に恩返しをするために、日本有数の
大学で教授になり、後学の養成に貢献し、

私が日本に憧れたのは、1977 年以降、最近まで日本の

技術の発展に励むことが目標です。その

気象衛星 GMS を用いた気象予報を韓国で見ることができ

ため、日本で大学教授になって、これま

たことや、ペンシルロケットを発明して、ロケット時代

で培ってきた知識を学生と共有して、人工

を開いた東京大学の糸川教授の話を聞いたことがきっか

衛星やレーダーに関する研究を進めたいと思います。

けです。

教授職を終えたあとには、より大きな夢を実現したいと

その時から宇宙と電子工学に魅了され、大学と大学院

思います。宇宙開発の分野では、日韓の協力がうまくでき

でのレーダーシステムと衛星に関する研究を行ってきま

る条件が造成されています。例えば、日本では、中型衛星

した。そして去年、私に多くの動機を与えてくれた日本

を発射する内之浦宇宙センターと、大型衛星を発射するこ

の文化と知識を直接学ぶために博士後期課程に進学しま

とができる種子島宇宙センターがあります。 一方、韓国

した。日本で 3 年という限られた時間のなかで、学んだ

では、小型衛星を発射することができる高興宇宙センター

知識と教養を磨き、全地球を観測して様々な情報を提供

があります。これをうまく活用すれば、日韓宇宙開発のた

することができる人工衛星搭載用合成開口レーダーシス

めに、日本を中心に人工衛星の打ち上げや、運用などを管

テムを開発することが私の夢です。しかし、人工衛星な

理することができます。また、地殻変動が多く、継続的な

どの宇宙技術開発は莫大な予算と時間と人材が必要とな

監視が必要な環太平洋造山帯付近の国々、または資源が豊

るため、民間企業や研究所では技術検証すら困難な状況

富な東南アジア諸国に、資源探査のために小型合成開口レ

ですので、このような状況を考慮

ーダーを普及させ、これに必要な地上局システムも一緒に

して、比較的開発期間が短く、必

輸出することができ、日本とその国との間の研究協力が行

要な資本が少ない小型衛星を開発

われれば、国家間の親睦を図ることが促進できると考えて

し、技術を検証することが最近の

います。

動向です。そのため、すでに存在

これにより、日本を中心とした東南アジア諸国の国際協

している大型合成開口レーダーシステムをベンチマーク

力による研究グループのネットワーク構築、および小型衛

にして、小型合成開口レーダーを開発し宇宙からの技術

星技術を先取りすることにより、宇宙産業をめぐる周辺の

を検証するならば、今後、人工衛星の開発と打ち上げに

宇宙強国による独占支配を排除し、東アジアだけでなく、

必要とされる天文学的な費用を節約する経済的効果を生

世界の平和を導くことができると思います。これらの理由

み出すことができます。

から、FPGA を用いた合成開口レーダシステムの設計と開

私が日本に来て以来、後学を熱意を持って教えてくれ

発のための研究を進めており、より良いパフォーマンスを

た教授方と周りの学生達から、学業と生活していく上で

得るための並列処理方式を適用した信号発生器を開発し

役立つ、多くの教えと助けを受けて来ました。私の夢だ

ています。

ｃ

彭覬龍(会館生)
千葉大学

中国（河南省）

工学研究科

人工システム専攻

専攻科目と専攻理由と将来の目標
私は今千葉大学で工学部機械系人工システムの学生と

実現することや、生物の最適運動や生命・
生体機能におけるメカニズムの工学的
応用を目的としています。環境に対して、
熱流体エネルギー教育研究領域では、

して勉強しています。機械工学のミッションは、
「社会の

エネルギーの供給・利用・変換に関わる

ための科学技術」を実現し、社会の直面する複雑な問題

熱・流体工学の教育と研究を行うことが必要です。

を解決することにあります。機械工学科は大きく４つの

学問・学術的には、伝統的な機械工学自身を深めると同

領域に分けられます。材料・強度・変形教育研究領域、

時に、学際分野・基礎科学と連携して新領域を開拓し、

加工・要素教育研究領域、システム・制御・生体工学教

社会に求められる技術や価値を創造するための基盤的な

育研究領域、環境・熱流体エネルギー教育研究領域です。 知の体系を築いていくことを常に目標としてきました。
全ての工業製品は機械工学によって製作されていま

これまで、機械工学を学んだ技術者・研究者は、産業

す。身の回りの日常製品から遠い宇宙空間の製品まで、

界の様々な分野に柔軟に適応し、多大な貢献をなしてき

大型機械から原子サイズの構造物まで、輸送機械、情報

ました。人類の福祉のために、機械工学の教育を進めて

機器、医療機械など全てが機械工学による製品です。物

います。

理・化学・生物学的な現象を工学に応用し、新しい学問
分野を開拓することも機械工学の重要な使命です。
工学の最先端を担っているのは機械工学
なのです。

ず、機械工学科で取り扱う教育研究領域に含
まれるはずです。現代社会では、豊かな暮らしをめざし

システム・生体工学教育研究領域では、

て効率性や利便性を追求するだけでなく、人と環境にや

ロボットや車両、飛行体、福祉支援機器

さしい配慮も求められています。プロの研究者として大

などの機械システムの知能化・自律化を

学で研究員を育成することを目的としています。

マヒラ・エゼズ（奨学生）
千葉大学

このように、機械工学は広い領域を網羅し
ています。人々が取り組みたい学問領域は必

工学研究科

中国（新疆ウイグル）

建築・都市専攻

私にとって一番大切なもの
私にとって一番大切なことは自分を信じることです。

を信じて、いろいろチャレンジしてきまし
た。その経験から、私にずっとポジティブ

自分を信じることができれば、自発的にどんなことでも

なエネルギーを与えたのは、「自分を信じる

できると思います。

ことだった」と言いたい。その精神がどんなことに向かっ

大学卒業後、学校推薦で大学院に行くことになりまし
たが、新しい環境に挑戦して、最先端技術を学ぶため国
の大学院にはいかず、2012 年自分の美しい未来に憧れ

てもやる気を出させてくれたと思います。
将来社会人になってもそのスピリットを忘れずに仕事
に向かえば、自分が成長できると思います。
この留学で、日本の近代建築や伝統的町並みに関してい

日本に来ました。
日本に来て、親から遠く離れて新しい環境で生活しな

ろいろ学ぶことができ、日本らしい建築の魅力を感じまし

ければならない私にとって、最初の壁はやはり言語でし

た。過去の建築を大切にしながら、新しい技術を開発して

た。その時言葉が通じず苦労したことがいっぱいありま

いくことに感動しました。

したが、「自分自身を信じて日本に来たのだから、きっ

中国新疆ウイグル自治区で生まれた私は、子供のころか

とできるよ」と思い、自分の目標に向かって頑張ってき

ら近くのいろいろな国の文化や習慣の違いなどを肌で感

ました。留学と言えば、勉強することが最も基本的な目

じて視野を広げてきました。今までの学校でもっと深い知

的ですが、学校での勉強を中心にしながら、留学生活の

識を学ぶため、自分の言葉以外中国語、英語、日本語を勉

喜びや苦しみなどのいろいろな経験をしてきました。ど

強しました。私は語学力と異文化適応能力が誰にも負けな

んな困難に遭っても、ポジティブな思想で、自分の能力

い自信があります。

2016 年度後期行事予定
10 月 10 日（月）：
11 月 14 日（月）：
11 月 16 日（水）：
12 月 10 日（土）：

会館生・家族寮生・奨学生
合同バーベキュー
奨学生例会
会館生・家族寮生例会
年忘れパーティー

1 月 12 日（木）：
1 月 18 日（水）：
1 月 31 日（火）：
2 月 8 日（水）：
2 月 15 日（水）：
3 月 10 日（金）：
3 月 15 日（水）：

奨学生例会
会館生・家族寮生例会
奨学金応募締切
奨学生例会（フリー 10：00～17：00）
会館生・家族寮生例会
奨学生さよならパーティー
会館生・家族寮生さよならパーティー

