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来年古希を迎えようとする人間が、中・高校生の多感な時期に

読んだ本を取り上げるのはいささか照れ臭い。でも、忘れること

ができないいくつかの日本の文学書があるので、その一つを紹

介したい。そして、筆者がなぜ忘れられないのかもあわせて書き

たい。 

一番思い出深いのは、有島武郎著の「生まれ出づる悩み」だ。

最初に国語の教科書で接し、その後に文庫本をじっくり読んだ。

有島の体験談のようであり、彼の故郷、北海道を舞台にしてい

る。 

学生服を着た少年が作家である札幌の「私」の家にやってき

て、「絵を描いている」と告げ、絵を見せるのだ。その後、交遊は

途絶えるが、10 年ぶりに「私」に小包を送ってくる。魚の臭いがし

み込んだ包装紙でくるまれたスケッチ帖だった。しばらくして赤銅

色の顔をした漁夫（原文のまま）が「私」のところを訪れる。紛れも

なく学生服を着ていた彼だった。望んでいた絵描きにはなれず、

生活のために漁夫になったのだ。 

だが、今でも絵を描いており、猟場にもスケッチ帖を持ち込む

と言う。「私」はその様子から、漁夫が「寝ても覚めても、祈りのよ

うに胸の奥深くにかき抱いている」一つの望みを持っている、そ

れは画家になりたいという望みだと理解する。しかし、漁夫は一

方で、「俺は漁夫で一生を終えるのが相当らしい」との諦観も持

つ。それで、「望みがかなえられないままこの一生をどんな風に

過ごしたら、俺らしい生き方になるのか」と悩むのだ。 

筆者自身、この小説の主人公「私」と同じような体験をしてい

る。ペンキ塗りの仕事のために船橋の自宅に来た中年の職人と

昼食時に話したことがあったが、彼も「絵を描いている」と明かし

た。こちらの仕事が記者だと言うと、彼は一段と身を乗り出してき

て、「ぜひ絵を見てもらいたい」と言って、翌日数点を持参したの

だ。風景画が中心で、素人目にもうまい。ただ残念ながら、筆者

には鑑定眼はないので、「お上手ですね。まず二科展辺りに出品

されてはどうですか」と言うほかなかった。 

 

有島の小説が強く我々の心を打つのは、だれしも理想（あるい

は希望、夢）と現実（あるいは生活）との乖離があり、そのギャップ

の中で悩み、苦しみ、生きていくのだということを教えてくれるか

らだ。人間、すべて望んだことが実現できるわけではない。欲す

る物がなんでも手に入ればこんな楽しいことはないが、ありえな

い。もちろん、夢の実現のために努力することは必要で、努力の

ないまま「到達できないのはなぜだ」と考えるのは厚かまし過ぎ

る。だが、いくら努力しても、能力的、体力的、あるいは金銭的、

条件的に到達不可能と認識せざるを得ないことは良くあること

だ。努力し、苦労し、最後にその夢が実現できないと分かった時、

われわれはどう振る舞ったらいいのか。どう納得し、気持ちを整

理したらいいのか。 

イソップ物語に「酸っぱいブドウ」という寓話がある。キツネが

高いところにあるブドウが食べたくて何度か跳び上がるが、届か

ない。だから、最後には、「あのブドウはまだ青くて食べられない」

と自分なりに言い分けして諦めるという話だ。世間一般的には、こ

れを負け惜しみと言う。心理学では「合理化」と呼ばれ、防衛機制

の一つである。 

人間も往々に取れないブドウを前にしたキツネの境遇におか

れている。その時はやはり「合理化」しかないのだろう。だが、巷

間言われるところの負け惜しみと思う必要はない。別の人生の選

択をしたのだと考えればいい。別の人生で幸せになれないかと言

えば決してそんなことはない。反対に、最高の選択をしたと喜ん

でも逆境に遭うこともある。いや、もともとベスト、二番目、三番目

…などと選択の序列があるのか。どれも並列にあって、所詮人生

の岐路での”偶然“のチョイスに過ぎないのではないか。（了） 

「多感な時期に読んで印象深かった一冊」 

日暮 高則 理事 

 

（白川郷での一枚。） 



 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ＯＢＯＧニュース 

【速報】7/8（日）、学生会館にて恒例の 

会館 OBOG会が開かれました！今年は過去最高の

57 名（うち大人 38 名）が参加し、大盛況の会と

なりました。来年もまた行う予定ですので、会館生

OBOG の皆様、是非参加してくださいね！ 

結婚、出産、おめでとう！ 

会館・家族寮に新しい仲間！ 

これからよろしくね！ 

アリミティ・アブリズさん 

ルクヤ・マムティさん 

ディヤンちゃん  

（中国 新疆ウイグル自治区） 

会館生 

 
奨 

 
会 

王 建明さん 

（中国 山東省） 

5/3 

ジョー君（会・ラオス・H25）に 

女の子が誕生しました！おめでとう！ 

いいパパになってね☆ 

海外から来てくださった皆様 

4/13 リーさん（会・ﾀｲ・H5）、根本さん（会・

日本・H7）、山口さん（会・日本・H5）が集ま

り、理事長宅にてプチ OB 会☆急な呼びかけに

も拘らず、本当によく来て下さいました！！ 

6/14 付照君さん（奨・中国・H15）と文汨さ

ん（奨・中国・H10）が遊びに来てくれまし

た。中国の IT 事情のお話、興味深く聞かせて

頂きました☆ 

6/26 王維婷さん（奨・中国・H17）のご両

親が来日し、財団にも来て下さいました。

ユーモアあふれるお父様とお母様でした！ 

5/31 蔡銘倫さん（会・台湾・H17）が遊びに

来てくれました。子育てにお仕事に、日々奮

闘中との事。がんばってください☆☆ 

 

3/19 金藍洋さん（奨・中国・H17）が来てく

れました。上海でのご活躍の話を沢山聞かせ

て頂きました。娘さんは疲れていたのか、終

始スヤスヤ♪ 

５月・BBQ（会） 

会館生は、4 月にアブさん一家（家族

寮）、5 月に王さん（会館）が入りまし

た。これからの１年、みんな一緒に楽

しくやっていきましょう！ 

今年は、奨学生は新たに１２名が OSF の

仲間となりました！ 

５月には千葉県南総を旅行し、学生同士

の絆を深めることが出来ました。 
４月・オリエンテーション 

現役生イベント 
 

学生会館・ 

家族寮ニュース 

 

家族寮生 

５月・南総一泊旅行（奨） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【真の自分を見つける道】 

李 芝賢（奨学生） 

中国（吉林省） 早稲田大学 文学部 

 

 中国の田舎の町からアジアで最も発展した都市のひと

つである日本に住み始めてから、もう４年目になります。

この国で私はやりたいことを見つけただけではなく、新

たな自分と出会うことができました。 

 日本に来たばかりの私はとても気弱で臆病でした。そ

んな私が始めた最初のアルバイトはコンビニのレジスタ

ッフでした。笑顔さえあれば私でもやっていけると思っ

ていました。しかし、思った通りにはいきませんでした。 

私は先輩たちのような笑顔を出すどころか、声をあげる

勇気さえありませんでした。このままではまた昔と何も

変わらないと、何度も自分に言い聞かせましたが、それ

でも心の底から未知への恐怖は消えませんでした。 

 そんな時、同じ留学生の先輩が私に２つアドバイスし

てくれました。まず、挨拶はきちんとすること。挨拶は一

見簡単で些細なことに見えるけど、そこからその人に対

する評価が始まると。次に失敗を恐れずに何にでもチャ

レンジしてみること。失敗が多ければ、多いほど学ぶこ

とが多いと言ってくれました。 

 当時の私にとってはとても難しくて、理解することに苦

労しました。そして、先輩のアドバイスを素直に受け入れ

ることに決めました。まず挨拶をきちんとするように、頑

張りました。最初の頃は、不慣れでいつもビクビクしてい

ました。でも、挨拶をした後に、相手からの笑顔を見て、

何故か元気を分けてもらったような気がしました。 

 挨拶をきちんとしてから、２か月が過ぎた後のことでし

た。周りの世界が以前考えていたように恐ろしくは思えま

せんでした。それから、様々な失敗を繰り返しました。そ

うして、いつの間にか日本という未知の国が、日本人とい

う未知の人々が、愛おしく思えていました。 

 そこから、全てが変わりました。今の私は仕事先で頼れ

る先輩として、留学生の後輩にアドバイスできる立場に変

わりました。そして、新たな自分を生み出せる勇気も手に

入れました。 

 

 

呂 行（奨学生） 

中国（安徽省） 千葉大学 融合理工学府 

 

 今まで経験した困難なことの 1 つは 18 歳の時、中国の

大学入学試験に落ちたことです。 

 中国の大学入学試験は私たちの世代に対する人生の中

で 1番重要なことの 1 つと言っても過言ではありません。

だからみんなは人生の幸せをこの試験にかけるような決

意を持って頑張っています。私はその戦に負けました。両

親の失望した目を見た時、親しい友達が気に入った大学に

入った風景を見た時、その時、18歳の自信は崩れました。

それ以降、人生の道は何処に行けばいいのかを迷っていま

した。 

 当時、私と両親の関係は悪く、両親を満足させられない

私は彼達から離れて独立生活する能力がない自分を恨ん

でいた。もしもう 1 年頑張れば、1 年の努力はすべて試験

のその一日にかかってくる。こんな圧力に耐えられるかど

うか分からない。もしそのまま志望していない大学に入る

と、自分の人生はそのまま決められるのか、何年もの努力

は意味がなくなるのか、この道に行く勇気がない。 

進路について私と両親は何回も喧嘩した。ある日私は両

親に、私を一人にして 1 週間他のところで独立生活させて

ください。と手紙を書いた。その人生の初めての一人暮らし

の 1週間に、私は友人と両親から離れて、すべてのことを自

分で決め、最後に、苦痛と迷いの原因を見つけた。その原因

は弱い自分を直視する勇気がない、1度だけでも負ける自分

を直視する勇気がないことでした。人間は成功を楽しむの

なら、失敗にも耐えられるべきであり、成功と失敗は全部人

生の経歴である。そして、人生は様々な経歴を組み合わせる

ことだ。だからもし死ぬ前自分の人生を振り返ってみた時、

これらの経歴の良し悪しは区別できないのではないか。そ

の時、今の経験を失敗と思う自分を回想したら、思わず笑う

かもしれない。 

ついに私は初めて自分で人生の道を選び、１年後希望し

ていた大学に入学した。今でもその時の経験は、私の大きな

財産となっています。 

【今まで経験した困難な出来事と、それをどのようにして乗り越えたか。】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私は将来、母国の発展の力になりたいです。】 

バトスーリ・アシドマー（会館生） 

モンゴル（ウランバートル） 千葉大学 工学部  

 

 

 私は将来構造設計者になり、これから母国モンゴルの発展の力になりたいと強く感じています。 私が初めて構造設

計者になりたいと思ったきっかけは、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災でした。当時私は物作りのエンジニアになりた

い、モンゴルの発展の手助けをしたいと思っていましたが、進む道を選んでいませんでした。震災後にヤフー国際ニュ

ースで日本の建築の優れた技術が災害の被害を抑え、大勢の人の命を救うことができたと書いてある記事を読んで、建

築士になることを決めました。 

 今年で私は国費留学生として文部科学省から奨学金を頂いて 6年目です。2017年の 4月に千葉大学に 3年次編入する

前に岐阜工業高等専門学校（以降、岐阜高専）を卒業しました。岐阜高専では建築材料・施工の研究室に属し、フライ

アッシュ系ジオポリマーモルタルに関する研究 モルタルの圧縮強さ特性とフロー値の経時変化に関する研究をしま

した。 

 留学生でありながら日本語で論文を書くことで非常に苦労しましたが、指導教員のおかげで去年 7月に仙台で行われ

た日本コンクリート学会と 9月に広島で行われた日本建築学会で高専の卒業論文を指導教員との共同研究として発表を

させていただきました。それらの学会で発表をしたことは自分にとっては非常に貴重な経験となったと思います。 

 モンゴルは近年急速に発展しており、都市化が進んでいますが、気候が寒い、冬季と夏季の温度差が激しい、人口が

少ない、それに伴う高い能力を持つ技術者が不足していることなどが問題となっています。これらの課題を考え、私は

さらに大学院に進学し、日本の優れた技術を身に付ける予定です。モンゴルは平均的な日本の多雪地域ほどには雪が降

りませんが、場所によっては雪が大量に降る、風が強い地域などがあるので、将来母国に帰り、構造設計者としてモン

ゴルで活動をして行く上で積雪荷重、風力についての知識は欠かせないこと、自分の長所になると思います。 

 趣味は映画鑑賞と写真を撮ることです。 映画をみることが趣味で英語を独自で習い去年 4 月の時点で TOEIC915 点

を獲得しています。日本語も英語もまだまだですが、それは私自身のこれからの課題でもあり、OSF の家族の元で私自

身が母国の発展の力になりたいという目標に向けて必要な知識を得るために、熱意的に研究をしていきたいと思いま

す。 

 

☆財団本部よりお知らせ☆ 

・ 財団本部にて 6/1 に理事会が、6/22 に評議員会が予定通り行われ、平成 29 年度の事業内容及び決算に

関して、満場一致で承認を頂きました。理事、監事及び評議員の皆様におかれましては、ご多忙のところ

ご参集頂き、誠に有難うございました。 

平成 30 年度も早 4 分の 1 が過ぎましたが、引き続き留学生のオアシスとなるべく、日々創意工夫を続

けております。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

・ 6/20 会館生 OB の彭 覬龍さん（H28、中国）より、地震のお見舞いとしてご寄付を頂戴しました！財

団一同、御礼申し上げます。留学生の皆さんとの交流のために、有り難く使わせて頂きます。 

ペンさん、また日本や財団に遊びに来てください！ 

・ 設立当時より、当財団の評議員を務めて頂きました工藤正司様が 7/2（月）、永眠されました。75 歳で 

した。謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 


