
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【広島・京都の旅】 

ブルガンヒシグ バトトグトフ（会館生・モンゴル） 

 

 今回の広島・京都の旅は色々考えさせる、とても勉強になったと

ても意味のある旅でした。 

その中でも広島平和祈念式に参加できたことが一生忘れません。

来日して 8 年目の私だが、広島の原爆について知識も感心もあまり

無かったことを恥ずかしく思いました。実際、広島に行って原爆ド

ームや平和記念資料館を見た時になんともいえない複雑な気持ちに

なりました。戦争は生死の恐怖、それから人間を残酷にし、悪魔に

変えてしまうこの世には絶対起こってはいけないものだと改めて感

じました。72年前のあの日からヒロシマを平和の町にする復興への

強い思いや願いが心に伝わりました。平和祈念式の平和への誓いの

“戦争の事実を正しく学ぶことは必要です”という一行にとても感

動しました。機会があればまたヒロシマに行きたいと思います。 

京都は日本ならではの伝統文化が溢れた素敵な町でした。仏像な

ど近くで拝観することができて良かったです。その中でも広隆寺で

拝観した弥勒菩薩半跏像が一番印象的でした。 

【平和の意義】 

李 文明（奨学生・中国） 

 

72年前の 8月 6日に広島市は原子爆弾を投下され、広島市民が一

瞬にして地獄に落ちてしまいました。多くの人々は命を失い、今な

お、苦しみを抱えて生活している人もたくさんいます。広島の「平

和記念式典」に参加して、「平和資料館」を見学して、言葉にできな

い驚きが忘れられないです。想像もできない残酷なことは実際に起

きていたと考えるだけで悲しみが抑えられないです。「平和資料館」

の一階の写真を最後まで見る勇気が無かったです。「平和」という言

葉の意義を改めて認識しています。私達が学校に行って研究するこ

と、友達と遊んで笑うこと、普通に生活していることはどれぐらい

幸せなのかを今回の広島旅行で深く感じています。 

広島平和記念公園にある原爆の子の像の周りに世界中から送られ

てくる数え切れない千羽鶴があります。これらの千羽鶴は全世界の

人々から広島への祈りであり、世界中の人々の心の声を代表して、

世界へ「平和」の大切さを伝えていると思います。私は戦争のない

世界ができるように心から祈り、これからの世界平和に貢献したい

と思っています。 

【OSFの旅行 IN広島】 ソ マン（奨学生・中国） 

 8月 5日の朝 6時 15分に皆は西千葉で集合し、長期間に期待してきた「広島旅行」はその時から開始した。今回の旅行の日程は広島と京都という 2

つの地域に辿り、二泊三日の旅行である。 

 一日目に訪れたのは広島だった。宮島の厳島神社の御社殿が海水のさしひきするところに建てられた奇観、弥山からの瀬戸内海と原始林の絶景は

我々が高温天気を無視するぐらい素晴らしかった。翌日に向かったのは今回の「広島旅行」の重要な目的地である平和記念式典だった。天気が猛暑だ

ったのか、戦争の恐ろしさが原因なのかその日の OSFの皆の顔に笑顔がなかった。私も心が重かった。 

 原爆資料館に入館する時の 1945 年 8 月 6 日という日月と 8 時 15 分を指した時計の図形が我々を原爆したその日に連れて行ったようである。1945

年の春以降、日本の戦況が圧倒的に不利な中、アメリカには長引く戦争を終結させるため、原爆という恐ろしい手段を実施した。気候と戦争補給基地

の条件で投下目標の選定地は広島・長崎と決めた。資料館で陳列する廃虚になった広島の図絵、原爆の事件で残った機具、真っ黒に焦げた遺体の写真、

14万人も死亡したという統計などから大きな衝撃を受け、戦争の恐ろしさを実感できた。資料館の原爆の紹介によると、今回の広島・長崎の原爆投下

により、世界は「核時代」に入り、核兵器保有国は増加し、原爆威力が広島型原爆の 600倍にも達する水素爆弾も開発されつつあるという。また、そ

の核戦争により、食料生産が打撃をうけ、多くの生物が死滅し、全人類は飢餓に直面するだろう。人類は自らの手で生活する地球を破壊しているでは

ないかと嘆いている時に集合時間が迫ってきた。 

 次の日の京都旅行で、龍安寺が戦争の怖さに畏れた心を落ちつけた。そこの枯山水庭園の簡素なつくりは自然の自律性を重視した禅文化を背景にし

たものだった。私は龍安寺の石庭の前に座って、人類が自然を愛し、地球への被害を減少し、核兵器保有国による核兵器廃絶が一日も早くできるよう

にと祈った。 

【人生の生き甲斐】 

阮 将軍（奨学生・中国） 

 

2017年 8月 6日、岡本財団のご好意で、私たち 6人は、研修旅行で広島へ

行ってきた。そこでは、広島の原爆のすさまじい被害や、戦争の無残さ、悲

しみを通して、戦争とはなにか、また、これからの生き甲斐について考える

ことを五感で学ぶことが出来た。 

一瞬で命がなくなることから、戦争とは、多くの関係のない人たちが巻き

込まれる殺し合いだと初めて認識した。短い人生のなかで、殺し合い・苦し

みを与え合うのではなく、平和に向かって、１日も早く世界中の誰もが幸せ

になるために、自分のできることをすることは、一番大きな生き甲斐だと思

う。 

上記の考えに基づき、自分の専攻と繋がり、黒子として各地域に出向き、

これまで気がついていないさまざまな伝統文化を再発見・再認識し、重要な

資源として、当該地域の人びとのこれからのより良い生活をつくるために、

活用していこうと思う。例えば、自然と共に長い歴史のなかで、自ら暮らし

ている生活環境を徹底的に観察し、積み重ねてきた染色の知恵を生かし、自

然に優しい衣文化を再生する。今年の夏休みから、それを実践しよう。 

【広島の感想】 楊 熙仁（会館生・韓国） 

 

戦争の悲しみは、誰が背負うべきなのか。広島平和式典に参加した後、頭

の中でずっと残っていた考えでした。授業や歴史の本から学んだ戦争のこと

は、どこの国の勝ちか負けかだけだったが、平和式典では戦争の残酷性や戦

争後の生き残った人々の悲しみを感じることができました。 

原爆が落ちた場所で燃やされた子供の鉄製３輪自転車を見た瞬間、今まで

戦争を、歴史の表面的なこととしか考えたことがない、と分かってきました。

鉄が貴重な時期、子供の為他の人にそのおもちゃを頼む親の心は、戦争を起

こした国の人の心でもなくただの親の心でした。 

戦争から生き残った人、またその次の世代の人、皆が戦争の被害者だとい

うことは人間が数千年の歴史の流れで学んできたことです。しかし、歴史は

繰り返し戦争は何回も続いてきました。誰が悪いか何が正義かなどより戦争

の悲しみから人類が学ぶべきことは、戦争の大義名分ではなく、お互いのこ

とや立場を許した上で、こんな悲しみがあったことを忘れないようにするこ

とではないかなと思います。 

広島・京都旅行を体験して 
（8月 5 日～7 日 参加者の作文） 
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7/28、徳志偉さん（H12・中国・会館）が来団。 

自ら開発した「安眠まくら」の PR 活動で来日

した。「昼寝博士」に声援を送りたい！！ 

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！！ 

9/13 

ルーンさん（H24・ﾍﾞﾄﾅﾑ・会館） 

男の子が誕生。 

9/30 

林合祐さん（H24・台湾・奨） 

男の子が誕生。 

9 月 

金錦花さん（H22・中国・奨）に 

女の子が誕生。（嘉穎ちゃん） 

みんな、すくすく育つことを 

祈っています！！ 

 

＜入館＞ 

会館に新しい仲間が入居しました！ 

これから、よろしくね！ 

楽しい思い出を作りましょう。 

 

 

 

 

会館・家族寮ニュース 

♪2世誕生♪ 

8/9、デリバールさん一家（H10・中国・奨）

が来団。 

毎年訪れてくれて、とても嬉しいです。 

娘さんも大きくなりました！ 

8月・花火大会（会館有志） 

【7/9 会館生 OBOG 会 ＠学生会館】 

毎年恒例の会館 OBOG 会が行われ、 

懐かしい仲間の皆さんがたくさん集まってくれました。 

やがて水かけが始まり、びしょびしょになりつつ盛り上がりました！！ 

【9/2 奨学生プチ

OB 会】 

金潤秀さん（H12・

韓国・奨）が来日し、

昔の仲間が集まり、楽

しい一夜を過ごしま

した。 

金さん一家は来年の

3 月まで日本に滞在

するそうです。 

恒例の広島原爆慰霊

式典に参加。 

翌日は古都・京都を

見学した。世界平和

を考える、有意義な

ツアーでした。 

鴨川合宿！あいにくの悪天候にも負けず、思いっきり海を

楽しんできました。 

OSFイベント 

9月・カレー屋さん（奨） 

8月・鴨川海の家（会・奨有志） 

林 智恵さん（韓国） 9月・浴衣で手巻き寿司（会館） 

8月・広島旅行（会・奨） 

7月・バーベキュー（奨） 

幕張海岸で開催された花火大会に会館生有志が参加。 

夜空に打ち上げられた花火にうっとり。 

ＯＢＯＧニュース 



 

  

 

【感謝の心】 

馬 駿馬（奨学生） 

中国（河北省）千葉大学 理学研究科 

 

私にとって一番大切な物は感謝の心です。人生は一度

しかないものです。楽しい気持ちを持っている事が大切

です。楽しく過ごすのは一日で、悩んで過ごすのも一日

です。だから、どうして毎日悩んで過ごさなくてはいけ

ませんか？今日という日は過ごした後戻らないもので

す。幸せな人は、理由がなくてもいつも感謝の心を持っ

ています。 

例え生活が貧しく、状況が苦しくても、感謝の気持ち

を持つことはできます。世の中には、小さいけれど価値

のある「幸せ」というものが、たくさんあります。それ

は、焼きたてのパンの香りや、コトコトいってる鍋の音、

雨上がりの草のにおいや、理由の見当たらない幸福感、

といったものです。幸せの価値というのは、大きさの問

題ではありません。だから、日常の小さなことに気づい

ていけば、幸せの数はどんどん増えます。どうせなら「幸

せ」は毎日、たくさん、あったほうがいいです。人間生

きてく上で他人と関係しないなんて事はありえません。

だからこそ感謝したいものです。 

食べ物自体に感謝、その生産者さんにも感謝、それを売

っているスーパーやコンビニの店員さんに感謝します。本

当いろんな人に感謝できます。身近な人への感謝も忘れて

はなりません。親に感謝、奥さん・旦那さんに感謝、子供

に感謝、上司に感謝、同僚に感謝、後輩に感謝。ありがた

いなと思う気持ち、感謝の心を持つことは、そういう小さ

な幸せを手にするチャンスをたくさん作ってくれる。成長

するために、感謝の心は必要不可欠なんです。 

幸せな人たちは、今を生きる一方で、将来に向けて目標

を立てます。目標があることで、どの方向に向かっていけ

ばいいかわかるようになるからです。そうすることで、人

生で成し遂げたいことを、希望と大志をもって夢中になる

ことができます。常に感謝という言葉を忘れず、仲間と一

緒に幸せな人生を送りましょう。 

 

【私にとって一番大切なものは健康】 

ホァン ティ ビン（奨学生） 

ベトナム（グアン省）敬愛大学 国際学部 国際学科 

 

癌の高い死亡率の社会に生きている現在、私にとって

一番大切なものは健康です。私は 2009年に故郷の大学を

受験し、合格しました。しかし、私の父が直腸癌になっ

たので、治療費を支払うために家族のすべての財産を売

りました。父は健康体から病体への身体的変化とともに、

記憶力や性格や行動も変わっていきました。私の家は経

済的に恵まれなかったので、大学進学は辞めました。そ

れ以降、腫瘍学が専門の病院に 4 ヵ月間父は入院しまし

た。その間、私は父を看護しました。この経験から健康

の大切さをよく理解しました。 

自分自身が健康でなかったら、いい仕事ができません。

また、少なくとも仕事は健康が保証されないことによっ

て制限されます。母国では体に障害のある退役軍人たち

には特別恩給が支給されています。しかし、その支給は

衣食住の費用にも足りません。 

もし健康を欠いていると、自分のすべての資産を売らな

ければならなくなります。難病になったら、お金が必要に

なります。住宅を売らなければならなくなります。仕事に

行くためにベッドから起き上がれないと、能力は発揮でき

ません。キャリアが否定され、貯金したお金は、すぐなく

なってしまうかもしれません。病気になったら、生活に影

響するだけではなく、周りの人たちにも影響が及びます。 

 私の母は病気の夫のために尽くしました。母はいろいろ

な仕事をしました。肉体労働でさえしましたから、今の母

の健康は悪化しています。去年、母は目が見えなくなって、

目を手術しました。病気になったからこそ、仕事の能率は

下がってしまいました。 

 健康は私たちの生活の中で将来に取得できる資産のた

めの、安定性を維持するための基盤です。健康は一度失わ

れた後では見つけることができない「資産」です。住宅や

仕事などは変更することができますが、健康は何よりも大

事な、かけがえのないものです。例え、病気が治っても、

自分の身体はもとのままではありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私の専攻と夢】 

朴 高登（会館生） 

韓国（蔚山） 千葉大学 工学部 ナノサイエンス学科 

 

私の専攻はナノサイエンスである。私がこの専攻を選んだ理由は本当に小さなきっかけがあったからだ。 

私は高校生まで具体的に何かになろうという考えがなかった。社会的慣習により大人になって就職をし、結婚をして

睦まじい家庭を築けばいいと思っていた。 

その後、韓国の受験に失敗をしてから浪人生時代によく図書館によって自習をしていた。図書館では自習もしたがよ

く本棚の周りをうろついていた。その時、読んだ本がリチャードファインマンの「ご冗談でしょう、ファインマンさん」

という本であった。その本の内容は物理学者のファインマンさんのエピソードが書いてあったが物理に関しての内容で

はなく自分の人生で面白いエピソードを書いた内容であった。しかし、そのような面白いエピソードが多くできた理由

は物理という学問の特性から誘発されたことだと思った。 

物理は物事の根本的な法則を探す学問である。物理的な考え方をもって生きていくと、私が経験する世界というもの

に関して、もっと根本的な理由を疑いながら生きていけると思ったから、物理と関連がある、そして特に量子力学に関

連がある学科を選ぼうと思い、ナノサイエンス学科を選んだ。 

ナノサイエンス学科の研究は簡単に言うとナノ物質の理解である。ナノとは 10 億分の 1 メートルのことを指し、こ

の長さはたった分子数個分程度である。ナノサイエンス学科では新たなナノ物質の構造を解析し、電子特性の解明を試

みている。この研究は、より小さく、高速でかつ省エネルギーな電子デバイスで使われることが可能と思われている。

その中で私の研究は新たなナノ構造を発見し、理解するために理論モデルを作ってコンピューターシミュレーションを

行うのである。このようなシミュレーション結果を X線や電子を用いた分光実験と比較することでナノ材料の電子状態

を解明できる。これらの研究はその物質を電子デバイス、触媒、センサーといった技術に応用するために重要である。  

私の究極的な夢はシミュレーションでも実際の実験のような結果がでるように、現在出ている通常の理論モデルより

正確なモデルを作ることである。そのために私は多様なモデルを設計して失敗するだろう。 しかし、屈服せず、引き

続きシミュレーションを引き継いでいこうと思っている。 

 

 

☆財団本部よりお知らせ☆ 

・日本語教室で勉強しましょう！ 

（午前中：初級、午後：中・上級の勉強をしています。） 

 友達や知り合いに、日本語を勉強したい方がいたら、ぜひ声をかけて下さい！ 

 詳しいことは財団本部へお問い合わせください。 

 

・OB・OGの皆様、そして現役生の皆様。 

お時間がある時は、ぜひ財団本部に遊びに来て下さい。 

 皆さんの近況の報告を聞けることは、財団職員にとっても大きな喜びです。 

 お待ちしています！ 


