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『上海の長い夜』

そんな生活が続く中、早くも 2、3 年が経ちました。彼
女は毎日部屋中のクモを観察し、クモから生命の奇跡を
感じて、小さな喜び、希望と自信が新たに湧いてきまし

王

維婷さん

た。また看守を観察し、取り調べを受けた時に周りの人々
を観察し、周囲の情報を受け取ろうとして、いまはどう

（H17・中国・奨学生 OG）

いう状況なのかを自分なりに分析し、一生懸命生きよう
としていました。もちろん絶望する時もありましたが、

原稿の依頼から早くも 2、3 週間が経ったような気が

当時、自殺した人が多かった中、生きていれば、いつか

します。内容がなかなか決められなくて、ずっと悩ん

自分の無実を証明できるのではないかという信念を持

でいました。書く内容について考えていたら、寝られ

ち、六年も牢獄の中に過ごしていました。

なくなった夜もありました。あまりにも書きたいもの

彼女のその精神力の強さ、観察力の鋭さ、忍耐力及び

が多くて、これまでの失敗したこと、成功したこと、

堂々とした態度、苦難をうけても人に対する優しさや寛

楽しかったこと、悲しかったこと等を思い出したら、

大な心、マネしようとしてもできることではないです。

まるで映画のシーンのように目の前に浮かぶのです。

私だったら、毎晩叫んで、疲れきって、それでも堪えら

これを全部書いたら私の伝記になるのではないかと思

れずにおかしくなるのか、あるいは自殺するのか、人を

い、やはり私のではなく、最近読んだ『上海の長い夜』

恨むようになるのか、呪いでもしているのでしょうか。

という作者の自伝を紹介することにします。

彼女のように冷静にいられないことは確実です。男女問

この本は文革時代の一人の女性の人生を描いている

わず、人の品格は、このようなものではないのでしょう

ものです。彼女は 50 年代に外交官の夫と一緒に上海に

か。どんな状況の下でも堂々と生きようとする、身の周

残り、新しい生活を始めようとしていました。もとも

りを清潔にする、聞く耳を持ちながら、自分の意見も堂々

と裕福な家庭で育ち、イギリスの大学に留学し、その

と言う、忍耐力、優しさ、寛大さを持ちながら、自分の

後、祖国の中国に戻りました。文革が始まる前に、夫

信念を貫くことです。私は今の時代に生きていることに

が癌で亡くなり、彼女はイギリスの会社シェル石油会

感謝しています。たいして苦労もしてなく、自分のやり

社で働き、一人娘と悠々自適な生活を過ごしていまし

たいことをばっかりやってきて、周りの人にたくさんの

たが、このような生活は長続きしなかったのです。60

迷惑をかけました。

年代から文革が始まって、彼女は資本家として標的と

今後の人生をどういうふうに生きていこうかと考えて

なり、取り調べや訊問を受け、結局投獄されました。

いる時に、目標の一つは品格を持って生きていくことだ

私は政治的な角度からではなく、一人の女性の目線

と自然に思うようになってきました。時代によって様々

から彼女をみることにします。牢獄に入った時に、独

なことが違ってくるが、品格はどの時代でも同じだと思

房が汚く、ベッドもトイレもあらゆるものが汚くて、

います。この本を読んで思ったことを書いてみただけ、

とても寝られる場所ではなかったと書いています。し

品格を標榜するつもりはないです。彼女の運命はどうな

かし、彼女は看守に雑巾、トイレットペーパー、布等

っていったのか、もし興味があれば、
『上海の長い夜』を

の購入を頼んで、自分で部屋を掃除し、壁も新聞紙や

読んでみてください。作者は鄭念です。

紙を貼り、トイレも掃除しました。彼女を収監した牢
獄は昔政治犯向けの牢獄で、没収された資産の中から
日常生活に使う必要最小限なものを申告すれば買える
システムでした。その後に続く取り調べでは、彼女は
なにがあっても自分が犯罪者ではない、愛国者である
こと、外国のスパイではないと主張してきました。し
かし、無罪を主張しても牢獄から出ることはできなか
ったのです。

2016 年、プチ OB 会にて（ご本人右）

海外から来団してくれた OB・OG の皆さん

結婚、出産、おめでとう！！
♪2 世誕生♪

4/30 モイヨさん（H24・ﾓﾝｺﾞﾙ会館）来日。
当日、会館には沢山の OBOG が集まり、プチ同
窓会を行いました！また是非来て下さい。

4/13

アブリズさん（現・中国奨）

長男誕生（ﾃﾞｨﾔﾝくん）
4/19

フイさん（H19・ﾏﾚｰｼｱ会館）

長男誕生

6/3 余永輝さん（H4・中国奨）ﾌｧﾐﾘｰ来日。
財団一期生の来団に感動！！娘さんが今度
日本の大学に入学するそうだ。

4/24

李潤貞さん（H22・韓国奨）

長男誕生
6/6

6/25 ルーリンさん（H16・ﾗｵｽ会館）ﾌｧﾐﾘｰ
仕事の合間を縫って来日、会館に来てくれた。
久しぶりの再会にお酒も進む。

マヒラさん（現・中国奨）

長女誕生（ｱｲﾌｧﾙちゃん）
6/30

カンさん（H28・ﾍﾞﾄﾅﾑ会館）

長女誕生
すくすく育つことを祈っています！
♡ご結婚♡

6/29 李勇さん（H15・中国奨）来日。
忙しい合間に理事長宅を訪問してくれ
た。広州の大学の教授として活躍されて
いる。

4 月、ルーンさん（H24・ﾍﾞﾄﾅﾑ会館）
入籍！いつまでもお幸せに！

OSF イベント

4 月・オリエンテーション

5 月・千葉北総旅行（奨学生）

奨学生
今年は新しく 9 名の仲間が奨学生になり、
総勢 16 名でスタート。またも個性派揃いです！

会館生

あいにくの雨だったが、楽しい思い出が
いっぱい！

会館生

6 月・ピザパーティー
奨学生

6 月・10km ナイトマラソン
参加者の皆さん、本当にお疲れ様でした！！！

5 月・バーベキュー（会館生）
夜遅くまで大盛り上がりだったね。

ＯＢＯＧニュース
【速報】
7/9、みつわ台で会館生の OBOG 会が
開かれました！暑い中でしたが、今年
は 25 名の会館 OBOG が来て下さいま
した。宴会の後は水掛け、みんなびし
ょ濡れで気持ちよかったですね！また
是非お越し下さい！！

6/10 、 深 圳 （ 中 国 ） で 、 付 照 君 さ ん
（ H15 ・ 中 国 奨 ） 一 家 と 徳 志 偉 さ ん
（H12・中国会館）一家のミニ OB 会が
開かれました。徳志偉さんの家で火鍋を
囲み、日本の思い出や現在の仕事など、
話が弾んだそうです。皆さんの故郷で小
さな OB 会が開かれる事を、財団として
もとても嬉しく思います！

会館・家族寮ニュース
＜入館＞会館に新しく３名が入りました！
これからよろしくね。楽しい会館にしていこう。

ミルさん（中国） 馬さん（中国） 朴さん（韓国）
＜退館＞ジョーさん（ﾗｵｽ）夫妻が家族寮を退館し
ました。名残惜しいですが、いつでも遊びにき
てね。

グェン・ティエン・ミン・ホァン

（会館生）

ベトナム（ホーチミン）
千葉大学 理学部 地球科学科
専攻科目の専攻理由と将来の目標
私は今、大学で地球科学を専攻しています。三年次
から卒業研究の配属を実施することになり、堆積学分
野に進みたいと考えます。地球科学を選んだのは、地

留学の最終的な目的は、自分ひいては社会に役立つ

球科学が地球上の諸現象を解明するため、理系の物理

ことを学び、地域開発に貢献することです。私はホー

的かつ化学的な知識を用いた総合的な学問であるため

チミン市出身です。目と鼻の先にあるメコンデルタは

です。同じ理由で地球科学の他分野に広くまたがる堆

有望な資源と環境危機に直面しています。隣接する沖

積学を選ぶことにしました。

合の大陸棚に大型の海底油田が発見された一方、気候

学部の４年間だけで、マスターするのは難しいと思

変動やメコン川上流での国々のダム建設計画が進んで

い、大学院の修士課程に進学し、堆積分野をもう 2 年

いるため、下流の自然環境が一変してきました。どち

深く勉強し続ける予定です。大学院卒後の進路につい

らも、領土問題や外交問題と絡み合います。ベトナム

ては、帰国し、大学院で習得する研究手法や指導教官

とその周辺の国は、交渉のテーブルにつき、専門家か

の下で積み重ねた研究能力を生かせる職に就きたいと

ら中立的な意見や指摘に冷静に耳を貸すべきです。そ

思います。研究職が好きなので、一般企業の研究室や

の際に、科学者の出番が必要となります。地元の開発

地球科学系の NPO、あるいは狭き門ですが、ベトナム

と利益の為の科学者になりたいです。これから、そう

科学技術研究所に就職しようと努力していきます。

いう道筋を歩んでいこうと思っています。

于

陽（奨学生）

中国（河北省）
麗澤大学 経済・経営研究科
あなたにとって、一番大切なものは何ですか
人生には、家族、友情など、大切なものはたくさん
あります。私は、日本に来る以前は、人生の円満さは
「お金」
に比例すると信じていました。
「金さえあれば、
なんでもできる」と思っていました。その後、日本人
の友達と出会う中で、日本の社会を身近に感じ、大切
なものに気付くようになりました。それは「信念」で

道の両脇の店舗が薄い灯火に映され、道ゆく人々とと

す。信念には、３つの意味があると思います。

もに江戸時代の日本に戻ったと錯覚させられました。

まずは、祖先との関わりです。かつて私が住んでい
た家の近くに神社がありました。
小さな神社でしたが、

信念とは、文化を大事にし、子孫に伝承することとも
言えましょう。

春には周りに見事な桜が咲き、美しい場所でした。私

最後に、困難に立ち向かうことです。ある日、大学

が毎朝通学するとき、お爺さんをよく見かけました。

の先生が、自身の若い頃を語ってくださいました。そ

お爺さんは神社を掃除していましたが、その前に必ず

の先生は、かつて高度な研究に夢中になっていました。

目を閉じて手を合わせ、お祈りをしました。私は、お

一年間、研究室にこもる過酷な生活を送っていました。

爺さんの誠意に感動しました。信念というのは、祖先、

それを聞いて私たちは驚きましたが、先生は「社会全

神霊への畏敬の念と言えます。次に、文化の伝承です。

体にとっては些細なことだ」と言いました。私は、そ

私は、古い街並みが好きです。私は半年間、京都に住

の「些細なこと」が集まってできたのが、日本の姿だ

んだことがありますが、夜に友達と外出し、花見小路

と思います。信念というのは、困難なことでも放棄せ

など歴史あふれる街並みを散策していました。周りに

ず、自分の意思を最後まで貫き通し、人生を歩んでい

は、着物を着て楽しむ外国人も多くいました。

くことと言えるでしょう。

顧

瑩 （奨学生）

中国（江蘇省）
明治大学 商学研究科

あなたにとって一番大切な物は何ですか
自分にとって一番大切な物は、優しい心だ。ある知人は東京でこのような経験をしたことがある。
一人の婦人が橋の上でずっと下の川を向き、深く考え込んでいる様子を見て、
「なにか探し物でもありますか」
と一言をかけてみた。相手は少し驚いた顔をし、すぐ笑顔になり、「大丈夫ですよ」と答えた。知人は安心して、
その場を去ろうとしたときに、急に婦人に呼び止められ、感謝を言われた。
「本当にあなたみたいに優しい子この世には滅多にないよ、ありがとう」と。
そのような話を聞いた時に、急に胸にぐっと来た。たとえ一言でも、婦人にとってかけがえのない優しさだっ
たのだろう。もしかして命も救われたのかもしれない。
日本にきてから、国際交流という言葉を耳にたこができるほど聞いた。しかし本当の国際交流というのはただ
の建前のボランティアでも、ただのお菓子交流会でも何でもないと思う。国際交流は、日常の中で人たちとの付
き合いに深く溶け込んでいる。
初めてバイトを探すときに、
「ごめんなさい、うち外国人を受け入れられないの」と何度も断られた。辛うじて
入った先で一生懸命努力して、最後には「君のような外国人をうちで働かせて本当に良かった」と一言をいただ
き、本当に嬉しかった。それこそ本当の国際交流なのではないか？自分の国に対する偏見や未知なるものへの不
安が、日常との付き合いの中で、どんどん消え、深い絆に変わっていくことは何よりも素晴らしく思い、そして
その核は優しい心の中に住んでいる。人は嘘や偽りを簡単に見破る能力を持っていると考える。その一方、優し
い心も必ず相手の心に伝えられる。
私は唯一の外国人として、半年間ある地域連携活動に参加した。町でアンケート調査に協力してくれた地元の
お姉さんがいた。二人で雨の中で一緒に観光客にインタビューしたり、アイスを食べたり、自分の将来について
語ったりして、本当に楽しい時間を過ごした。
「えっちゃんみたいな優しい中国人に出会えて本当に良かった。」私の目をまっすぐに見て、お姉さんがこう言
った。
私は百人一首の中で、一番大好きな歌は在原行平の「まつとし聞かば、今帰りこむ」である。たとえ将来帰国
したとしても、
「たまに帰ってこいよ」と言ってくれる日本人がいることで、国際交流の目的が初めて実現するの
ではないかと思っている。そして、必ず帰ることを約束しよう。優しい心を持っていたからこそ、このように日
本で沢山掛け替えのない思い出を作ることができたのだ。

☆財団本部よりお知らせ☆
・財団本部は 8 月 11 日（金）～18 日（金）お休みを頂きます。
・6 月に理事会・評議員会が行われ、平成 28 年度の事業報告、
及び承認が終了致しました。

アジサイの綺麗な季節になりました。
行事の写真も掲示中！お気軽にお越しください。

