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年忘れパーティー 
12 月 10日 

  ～バーディーホテル～ 

 

あけまして おめでとうございます 
幸せな年になるといいですね 

今年もよろしくお願い致します 
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◎９月、ヴォー・ゴク・タオさん（Ｈ12 奨学生、ベトナム）に

長男 

◎10月 29 日、呉静翎さん(Ｈ23 奨学生、台湾)に長女 

◎11月 1 日、 韓珺巧さん(Ｈ16 奨学生、中国)に次男 

◎11月 5 日、 王大倫さん(Ｈ19 奨学生、中国)に長男 

◎11月 25 日、金鉉必さん(Ｈ22 奨学生、韓国)に第 2子の 

お嬢さん 

◎12月 28 日、サラントヤさん(Ｈ25奨学生、中国・内モンゴル) 

に長女 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃん誕生 
おめでとう！ 

10月 30日 ドン・スアン・ 
フォンさん 
（Ｈ22会館生、ベトナム） 

来団ありがとう！ 

10月 7日 権聖さん(Ｈ
15 会館生、中国) 

八千代マラソン 
12月 11日  

 

会館入居 
 
◎10月 16 日、みつわ台会館にチャン・ゴ

ック・チャミーさん(ベトナム・千葉大)

が入居。仲良くやっていきましょう！ 
 

10 月 10日、会館生・奨学生 
合同パーティー 

天候に恵まれ、久しぶりに 
屋上でのバーベキュー 

 

千葉大文化祭 

11月 6日、 

 

バーベキュー 

11月 おでん 

11月 29日 呉銘洪さん 
（Ｈ14緑町宿舎、台湾） 

 

ぜんぶ売ったぞ！ 

お疲れさまぁ～ 

参加者 14名みんな完走！ 

～がんばったね～ 

会館生 

奨学生 



 

 

 

 

すごく楽しいことに変えてくれます。 

だから、逆に仲間が辛く感じていたら、同じように相談に

のってあげます。辛いのをため込むのではなく、私もいる

から頼りにしてほしいと言いたいと思います。 

このように、私は常日頃仲間の大切さというものに気づ

かされています。人間は、決して一人では生きていけない

と思います。だからこそ、これからも仲間と共に、喜びも

悲しみも分かち合っていき、仲間との日々を歩んでいけた

らいいなと思います。私にとって人生は短いですので、楽

しみの気持ちを持って、暮らしていきたいと思います。し

かし、人生はいろいろなので、これから、自分の人生の中

で[一番大切な物はなんですか]という問いを、自分でよく

考えていかなければならないと思います。 

 

 戚 鈺（奨学生）      中国（江蘇省） 

東京医科歯科大学 心肺統御麻酔学専攻 

あなたにとって一番大切な物はなんですか 

 

私にとって一番大切なものは仲間。それが、今の私

にとって一番大切なものです。 

私は、友達という言葉よりも仲間という言葉のほう

が何かグッときて、心がしめつけられるような気がし

て好きです。 

仲間というのを辞書で引いてみると、[共に事をする

人][同じ仕事をする人]としかでてきませんでした。で

も、実際の仲間というものは、そんな言葉で表しきれ

るような簡単なものではないと私は思います。生きて

いる中で、楽しいこと、辛いことがたくさんあると思

います。しかし、そんな中でいつも一緒にいてくれる

のが仲間です。私が辛い時は、自分のことのように親

身になって聞いてくれて、いつも私を支えてくれてい

ます。楽しい時は、そんなにおもしろくないことでも 

 

ボルジキン・ソマン（奨学生） 中国（内モンゴル）                               

千葉大学 人文社会科学研究科 公共基盤専攻                         

人との絆 

 

人生で何が一番大切な物かと聞かれると人によって

違うでしょう。私にとっては、一番大切な物は「人との

絆」だと思う。 

子供のころから片親家庭で育てられた私は 19 歳の時

に、母が亡くなった。その時の悲しみは、たとえようも

ないほど大きいものだった。その苦痛な時期から今まで

元気で、幸福に生きてこられたのは、そばにいてくれた

親戚、友人、先生たちの支えがあったからに他ならない。 

母が亡くなった時は、私は一週間も横になり、一日中、

自分の部屋の中に閉じこもっていた。叔母さんは毎日好

きな食べ物を作ってくれたり、心理的に慰めてくれた

り、行き届いた配慮をしてくれた。叔母さんは私に「私

はあなたにとって母の存在だよ。これから叔母さんと一

緒に暮らしましょう」と言った。この言葉が今でも心を

温める。その時から、叔母さんの支えで学校を卒業し、

留学の夢も叶えた。だから、その留学の機会を大切にし

て頑張っている。 

自分の成長してきた過程では

叔母さんのように大きな影響を

与えてくれた人々は数えきれな

いほどである。私が大学一年生

の時に、通訳のアルバイトで知

り合いになった日本人の造船技

術者Ａ氏も、私の人生の中に欠

かせない影響を与えてくれた。 

 

 

何回かのメールでのやり取りで、私の 

状況が分かったＡ氏は、高額の電話 

代をかまわず、激励してくれた。 

その時期だけではなく、もう七年過 

ぎた今でも、私が自分の生き方に迷い、 

疑問を感じる時、Ａ氏から支えの言葉とアドバイスをも

らえる。本当に父親のように親身な存在である。実は、

Ａ氏の娘さんは四歳から今まで 40 年もベッドで横にな

ったまま、生活を続けている。その上、Ａ氏自身の体の

中に 12 個所も鉄の釘で関節を連接していて、腎臓、心

臓の病気で苦しんでいる人である。それにもかかわら

ず、前向きに治療をして、何回も手術を受けながら、周

りの人たちに勇気を与える偉い人である。 

人間は人生の歩みで様々な困難が直面する。しかし、

私はとても幸運な人間だと思う。私が挫けそうになった

時は、そばでこんなに色々な人が手を差し伸べてくれ

た。人と人の間の「絆」の大切さをしみじみ感じた。 

人間が生きていく上で大切なのは、裕福になるという

ことではない、名誉を手に入れることでもない。長生き

するということでもない。それより大切なのは、自分自

身の人生において価値のある人間になれるかどうかと、

そして、ほかの誰かにも価値を与える人間になるという

ことである。長い人生の中で、人々は出会い、ふれあい、

支え合いながら、人と人の間の「絆」を強めることで、

世の中のより多く人が幸福に暮らせるようになれると

思う。私は日本に来てから、より多くのボランティア活

動に参加し、社会からもらった恩恵を、自分のほんのわ

ずかな力でも支援を必要な人々に貢献できればと思う。 
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トゥムルバートル・アノダリ (会館生) 

モンゴル(ウランバートル) 

千葉大学 工学部 電気電子工学科 

専攻科目の専攻理由と将来の目標 
 

私は勉強がとても好きでしたが、数学と物理に最も興味

を持つようになりました。小さい頃から世界で技術が優れ

ている便利な日本を見て、母国も日本のようになってほし

いと思いました。モンゴルは発展途上国なので、母国の技

術を発展させるために日本の技術を学びたいと思い、日本

への留学を決めました。 

高専は勉強が実践的で、実験も多く、基礎から勉強がで

き、普通科よりは集中して専門の勉強をする環境であると

聞き、まず高専に入ることにしました。また、高専に入れ

ば高専と大学を両方とも体験でき、より良い理論的知識や

実力を身につけることができると思いました。そこで、留

学制度を活用し、北九州工業高専門学校の電子制御工学科 

の 3年次に編入学しました。 

高専での 3年間の学習だけでは、あまりにも時間が少な

いと感じ、さらに経験を積むべく、千

葉大学・工学部・電気電子工学科に編

入学しました。高専での 3年間の経験

をもとにして、また新しい日本の生活

を体験し、自分がより良い豊かな人間

性を求めて行きたいと思いました。 

 

現在、千葉大学の 3年次に所属してい 

ますが、卒業研究ではスマートグリッド 

に関する研究をやりたいです。スマート 

グリッドとは再生可能エネルギーによる 

発電は天候で出力が大きく変わるため、 

大量に送電網に流れ込むと、需要バランスが崩れる恐れ

があります。それを防ぐため、電力の流れを供給側、需

要側の双方から情報技術を使って制御し、最適な状態を

保つことができる送電網のことです。 

モンゴルの電力システムにおいては、電力の需要量に

対して供給量が不足する傾向にあり、既存の火力発電所

が古くなっているのが現状です。このため、新たなエネ

ルギー源の導入と電力システムのインフラの更新工事に

より高効率化を促進していくべきです。そこで、最先端

のスマートグリッドに関する研究をし、母国における次

世代送電ネットワークの構築に貢献したいです。 

学部卒業後は、大学院の博士前期課程まで研究を深め

ていきたいと考えています。そして、日本で就職し、勉

強したことを会社にどうやって活かせるのか、日本の社

会がどう成り立っているのかなど経験を積みたいです。

そして、母国の電力システムの問題を解決でき、電力シ

ステムの技術を発展させるエンジニアになれるように一

生懸命努力していきたいと思います。 

 

 

アリミティ・アブリーズ（奨学生）  

 中国（新疆ウイグル） 

千葉大学 融合科学研究科 情報科学専攻 

あなたにとって一番大切なものはなんですか 
  

私にとって、今までの人生において、大切なものはた

くさんありました。幼い頃の飴の箱。高校時代に買うこ

とのできなかったクラシックギター。街の中の綺麗に飾

り付けられた家。修士課程の学生だった時、私はアメリ

カや日本のような外国で勉強したいと思っていました。

私は、幸運にもその思いを達成し、日本の一流大学の一

つの博士課程で今勉強しています。私たちにとって大切

なものは、人生のそれぞれの過程においてあります。私

は、幼い頃に必要だったものは、既に手に入れたと言え

ますが、以前私にとってとても大切だったそれらのもの

は、最近の人生においては、あまり重要ではなくなりま

した。 

 日本での生活を通した私自身の経験から、私は最近の

人生において「情熱」が私にとって一番大切なものだと

考えます。人生や自然に対しての情熱。研究や仕事や音

楽に対しての情熱。私が行う全てのことに対しての情熱。

何かに対して情熱的であるということは、それが好きで、

それに夢中になっているということを意味します。例え

ば私が、中学生の時に物理学を勉強し始め、今なおよ 

 

り高いレベルで勉強しているのは、 

物理学が大好きだからです。また、私 

はマンドリン、英語、日本語、クラシッ 

クギターを学んでいますが、それは強 

制されたからではなく、言語や芸術を 

学ぶことに対して情熱的だったからです。私は、身の回

りの自然に対しても情熱的です。桜の木にいる小さな鳥。

時間に正確な日本の電車。笑顔で道を歩くとても素敵な

人々。もしも私がそれらに対して情熱を持っていなかっ

たら、私はそれらに感謝する機会を持てないかもしれな

いし、何かに対しての感情さえも持たないかもしれませ

ん。そして人生は意味がなく、つまらなくなってしまう

でしょう。 

 私たちは、自分のすることが好きで、強い情熱を持っ

ているから、それに精力をそそぎます。もしも誰かが強

い情熱をもって仕事をしたら、その人は何をしていても

とても集中し、仕事は簡単に、面白く、そして効果的に

なるでしょう。 

 上で挙げた例は、私たちが自分の行動に精力的になる

ためには、人生において情熱が必要であり、情熱によっ

て仕事はより効果的になり、人々の関係はより本物にな

り、身の回りの景色はより美しくなり、私たちの人生は

より意味のある、楽しいものとなるであろうことを証明

しています。 
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