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【広島平和記念資料館と原爆ドーム観光による感想】 

アイフマル ハリプ（奨学生・中国・新疆ウイグル自治区） 

8月 27日から 8月 29日の間、岡本国際交流奨学財団のおかげで二泊

三日の広島・京都旅行に参加し、初めて広島に行きました。これは私が

初めて西日本へ行く機会となりました。広島に着き、まずチームで宮島

に行きました。そこで瀬戸内海に浮かぶ赤い鳥居に代表される寺社建

築、多くの観光客で賑わう人気スポットである厳島神社を見学しまし

た。 

原爆ドームと平和記念館を見に行ったのは二日目でした。これ以前原

爆ドームは写真とビデオでしか見たことがなく、そこまで勉強していな

かった私にとって、とても衝撃的でした。写真で見て想像していたより

ボロボロで、被爆当時の事を考えると心が痛みました。その気持ちが続

くまま、次は原爆の子の像に折り鶴を捧げました。原爆ドームの後に行

った原爆の子の像は、世界中の人たちが訪れていて、亡くなってしまっ

た人の事を祈っていました。数え切れないほど多い折り鶴を見て、平和

を願っているのは皆同じだと実感することができました。 

私が広島県に行って一番忘れられない、一番重く感じたのはやはり広

島平和記念資料館で見た展示物でした。被爆当時の悲惨さを物語る数々

の遺品や写真などが展示されてあり、原爆の恐さを感じさせる物ばかり

でした。怖くて勇気が出せず、見ることができなかった展示物もありま

した。しかし、これは大げさでもなんでもない事実でした。 

今回、こうして広島に行き、現場だからこそ感じるものが多くありま

した。そして、原爆で何千人、何万人の人が死ぬという事実から原爆は

非常に恐ろしい物であることが分かります。これを後世にずっと伝えて

いかなければならないと思いました。原爆のない世の中、戦争のない世

の中が実現できれば良いなと思いました。(Love and Peace) 

三日目は京都旅行でした。京都で数多く神社に行き、日本文化につい

てもっと深く理解して来ました。すごく楽しい旅行でした。このたび、

財団より西日本へ行く機会をいただき、誠にありがとうございました。 

【広島旅行の感想】 

リン リン（奨学生・中国・内モンゴル自治区） 

8 月になり、期待と緊張のなか、OSF 家族の「広島・京都」旅行を迎えました。今年も例年どおり、8 月の最終週の月曜日から水曜日まで２泊 3 日

で行われました。その３日間の天気は、降雨と予報されていましたが、何とか好天に恵まれて計画どおりにすべての行事を実施できました。 

さて、今回の旅行への参加者を紹介します。自分自身（モンゴル民族）、アイさんとミル君（ウイグル民族）、ホァン君（ベトナム出身）、楊貴さん

と楊鵬さん（中国出身）という留学生 6名、また今回の旅行中マネージメントの役割を担う浩太さんを含めて、計 7名でした。私は、はじめてそのメ

ンバーと一緒に旅をしますので、大変楽しみにしていました。結果的にも、気の合う仲間で、お陰様で旅行は最高に楽しかったです。 

では、自分が旅行中見て思ったことや感じたことを細く説明します。最初の 1.5日は広島を巡覧して、２日目の午後から京都へ移動しました。広島

は「日本の江戸時代の情緒を感じさせてくれる」と言われていますが、本当にその通りで、宮島に着いた瞬間日本の古い歴史を感じる風景が目の前に

広がりました。また、日本三景（宮島、天橋立、松島のこと）の一つになる宮島の景色は目眩を感じるほど美しかったです。さすが、日本を代表する

景勝地だと思いました。続きまして、原爆ドーム、平和公園、平和記念資料館などを観覧し、広島への原爆投下に関するたくさんの動画や写真を拝見

しました。そこで、当時広島県民が味わった本当の痛みや苦しみは、これだけでは想像できないほど、きっとそれより大きいものだっただろう、と実

感しました。また、「何で一般の市民が、戦争を起こした人たちの犠牲にならなければいけないですか」と考えました。でも、原爆投下時点から今ま

での間、その痛手を負った状態の広島は、目覚ましい発展を遂げました。広島県民たちは本当に素晴らしい方々だと思いました。 

 続きまして、京都での話です。京都は歴史がある仏教寺院、庭園、皇室の宮殿である御所、神社、伝統的な木造家屋などが多いと知られています。

確かに、目がつく場所に仏教寺院、神社などが見られます。私たちのグループは、本堂内陣の柱の間が 33間あり、なかには 1000体もの仏像が並べら

れている三十三間堂，沢山の鳥居が立ち並ぶ通路である伏見稲荷大社，桜と紅葉の名所である嵐山など世界中に知られている、インスタ映えの観光地

を巡ってきました。観光客が多い時期でもあり、世界に知られている名所名景でもあるため、人通りが多くて大変混んでいました。けれど、緑に溢れ

た景色に感動し、本当に名に恥じない観光地だなあと感じました。また、写真が趣味である私にとって、そこにどのぐらいいても楽しみ尽くすことが

ないと思いました。 

今回の、日本の古い歴史や伝統が息づく古都である広島・京都への旅行は、本当に想像以上に楽しかったです。この一路、浩太さんの説明を頂きな

がら旅行しましたので、其々の場所の人文地理について、理解がより深くなりました。今回の旅行中、最も印象的なことは、広島平和記念資料館を見

学したことでした。見学後私は、広島原爆投下のようなことが、世界中で 2度と起こらないで欲しいと強く願っています。また、県民たちは広島の復

旧のため、皆が心を一つにして固く結び合いました。そのことを、私は非常に尊敬しており、その勇ましさを身に付け今後の生活に活かしたいと思っ

ています。そういうことで、今回の旅行は楽しくて意義のある旅行でした。この機会を頂きました OSF財団に、感謝を申し上げます。 

広島・京都旅行の体験（8月 27日～29日 参加者の作文） （裏面へ続きます。） 

【広島での感想】 

グェン ティエン ミン ホァン（会館生・ベトナム・ホーチミン市） 

8月、例年の広島―京都の旅行が無事に終わりました。今年は会館生と

奨学生を合わせて６名が選ばれました。初対面でしたが、みんなが仲良

く２泊 3日の旅を楽しんできました。 

 最初の目的地は広島でした。私は広島の経験がほとんどありません。

広島といえば、原爆の被災地と思われます。しかし、広島駅を出た瞬間、

思ったのと違う光景が見えました。目の前で、高層ビルが並び、路面電車

が車とともに道路を走っていました。見慣れた現代の町が広がり、原爆

に見舞われたところとは思えませんでした。あの日から 73年が経ち、そ

の短い間に廃虚から今のように復興してきたスピードに驚きました。私

が知っている広島は当時の広島しかないからです。その時から、広島は

どう立ち直り、人々は痛みをどう乗り越えたかを知りませんでした。 

 元安川のそばに、原爆ドームは厳かにそびえたっていました。爆心地

に近いものの、なぜか奇跡的に壊れませんでした。原爆ドームを何度も

写真で見たことがありますが、実際に見ると、感覚的に違います。そこの

時間の流れが止まった気がしました。8月 6日 8時 15分、人類は初めて

原爆の被害を受けました。その過ちを記憶に残し、忘れてはいけず、同じ

ことを犯してはいけません。 

それにもかかわらず、核兵器の開発が進んでいます。資料館には、2つ

の時計があります。1 つは原子爆弾が投下された日からカウントアップ

している時計、もう 1つは最後の核実験から日数を数えている時計です。

後者の時計は約 1 年を表示していました。核兵器を追求する国がまだあ

ります。どうやら核なき世界はまだ遠い話のようです。 

しかし、何よりも希望を持ち続けることが大事です。広島市民は逆境

を乗り越え、痛みをこらえ、前を向いてゼロから広島の復興に成功しま

した。それは広島市民の団結力、寛容な心、そして明るい未来への希望の

ためです。不遇ばかりを嘆くのではなく、元気を出して希望を持ちなが

ら努力すると、いつかいいことが来ます。これは今回の旅行で気づいた

ことです。 



 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚、出産、おめでとう！ 海外から来てくださった OBOG の皆様 

現役生イベント 
 

 

・9/6 岡本財団は会長夫人より寄付を頂

戴致しました。財団の設立当初より留学

生の方々へ深い愛情を以て接して下さ

り、財団の業務に多大なるご尽力を頂い

ております。 

財団一同、心より御礼申し上げます。 

 

☆財団本部よりお知らせ
☆ 

9/15 陳 婧嫣さん（H26・奨・中

国）が来日、現会館生で当時の奨

学生同期の孟晗君と楽しい時間を

過ごしました！中国でお仕事を頑

張っているとのことです。応援し

ています！ 

9/24（月）、ラットさん（H18・会・ラ

オス）が来日。 

急きょ稲毛でラオスミニ OB 会が開か

れ、ピチットさん（H5）、モンタさん

（H17）、ダムさん（H15）、ジョーさん

（H25）が大集合！大いに盛り上がりま

した。 

ＯＢＯＧニュース 

9/3 

王暁嵐さん（H22・奨・中国）に 

男の子が誕生しました！ 

（明志くん） 

健やかに育ってね☆☆ 

9/14 鐘  伊虹さん（H4・

奨・台湾）と胡  祖燿さん 

（H7・奨・中国）が来日、

遊びに来てくれました！ 

財団設立当時の思い出話が

たくさん出来て楽しかった

です。 

7 月・BBQ（奨） 

9 月・手巻き寿司 Party（会） 

８月・鴨川海の家 

9 月・カレー屋さん（奨） 

今年の夏、日本は猛暑でしたね！OSF も、

海の家や浴衣など、夏のイベント盛りだく

さんでした。留学生の皆さん、どのような

夏休みを過ごされましたか？ 

9/24（月）、ヒーンさん（H28・会・韓

国）が来てくれました。会館生のみんな

で、財団裏の居酒屋で宴会！ 

お母様より、花見の写真を元に描かれた

理事長夫妻の油絵を頂戴しました☆☆ 

ありがとうございます！ 

9/30  朝  鴻さん（H10・奨・中

国）が来日。奥様（陳静さん）、お嬢

さん（曦さん）と会長夫人宅に来て

下さいました。北京において、画家

として活躍されています！ 



 

  

 

 【二回目の広島】 

楊 貴（奨学生・中国・陝西省） 

大学時代は、広島について日本史の授業で学んだりしたことがありま

す。広島について特に印象に残っていることは「原爆の投下」でしたが、

当時は広島に関して知識がなく、自分の普段の生活でも意識することが

少ない地域でした。2016 年の 9 月に初めて広島に旅行に行きました。

なぜ広島かというと、中国には「広島の恋」という歌があって、あと世

界遺産の厳島神社が目的でした。原爆ドームと資料館にも行きました

が、正直にショックでした。資料館は途中で逃げて、結構恐ろしくて、

気持ちが重かったです。 

 二回目の今回は事前に、心構えがあって、最初から重い気持ちでした。

被爆者のビデオを見て、まだ生きている被爆者の話を聞いて、この被災

にもっと深く理解がありました。「くろい、くろい雨、大きな粒の雨、

空に向かって、口を大きくあけました、からだ中が、あつくて、あつく

て、水がほしかったのです」、これを読んで、涙が出ました。生きるこ

とはそもそも沢山の苦痛をともなうことであり、そして、地震、洪水な

どの天災も沢山ある中で、なんで、なんで人間が人間にこんなひどいこ

とをやったのと、なんども自問しました。 

 これだけではなくて、原爆の恐ろしさはこれに留まりません。原爆は

物理的な衝撃に耐えても、体を蝕み精神までも蝕む恐ろしい放射線を大

量に放出するのです。急性原爆症を生き延びても放射線により染色体異

常が起こり、がんや白血病の確率が高くなるそうです。  

 原爆から、放射線によって、殺された命がいくらでもありました。今

まだ生きている被爆者の方も、精神、心理的な傷が残っています。彼ら

にとって、一生でも忘れない恐ろしい悪夢です。 

 現代の生活は結構便利になってきています。その一方、平和への脅威

も多くなってきました。でも、いつでも、平和が一番大事と覚えてくだ

さい。戦争の恐ろしさを知らない人がいっぱいいると思いますが、でも、

私たちは誰でも平和の大切さを理解する責任があって、誰でも平和を守

る責任があると考えています。ぜひ、戦争なしの世界へ。 

【Hiroshima-Kyoto trip Review】 

プラティ ミルザティ（会館生・中国・新疆ウイグル自治区） 

On the morning of 27th the August, I started on a three-day journey to Hiroshima and Kyoto along with the members 

from OSF. I was so excited and grateful for having this opportunity to visit this two historical city. On the second 

day of our trip, We visited the Hiroshima Peace Memorial Museum to witness the history.  

On Monday, August 6, 1945, at 8:15 am., the nuclear weapon “Little boy” was dropped on Hiroshima from an America 

Boeing B-29 Superfortress, which was the first nuclear weapon attack in human history. The explosion of the atomic bomb 

caused a horrible human tragedy of more than 200,000 deaths and injuries, the whole city was in ruins.  

Before coming to the museum I knew the history of the war and the time leading up to the bombing which I learn from 

the history books. But in museums, there are things that are not covered in our textbooks. You can see how people were 

literally vaporized by the heat and display the melted remains of men, women, and children. You can see the lives of 

those people who contracted incurable cancers from the fall-out and their brave but vain efforts to struggle on and 

salvage a life out of the devastation. There are a lot of personal stories contributed by people who lived through the 

atomic bomb. Several video testimonials and also small bits of stories along with artifacts. Those powerful stories 

give you face to the suffering and profound impressions. The museum shows not just on the devastating effects of the 

atomic bomb on Hiroshima, but also the negative effects worldwide of nuclear weapons. 

Although the period of the time we spent in the museum was short, the impact it gave me was ineffable. The disaster 

in Hiroshima brought to the people was not limited to that moment, but continued to endanger us today. More importantly, 

we must not forget that the catastrophe of the A-bomb explosion was caused by war, which brought irreparable and 

indiscriminate damage to the people on Earth. We should boycott the proliferation of the atomic weapon, and stand firm 

against the war whatsoever. 

【廃墟の上のオレンジ色の猫】 

楊 鵬（奨学生・中国・遼寧省） 

2018年 8月 27日、人生で初めて広島に行った。 

昔高校の教科書で日本の広島の歴史を読んだことがあるが、世界で原

爆に襲われたことのある町は広島と長崎の２つだそうだ。原爆に襲われ

た後の広島は地獄に似ていると言われた。当時広島に住んでいた人々の

苦痛は、想像を絶するほどだっただろう。その傷は精神的な面、身体的

な面の両面で、存命の被爆者の方々に残っている。 

私たちの広島の初印象は、静かで、平和、秩序ある都市というものだ

った。日本の他の都市と同じで、国民は平和に暮らし、外国人観光客も

絶え間なく訪れている。しかし、他の関西の都市と比べて、神社や寺院

が少なく、伝統的な建築も少ないと感じたが、それは原爆によってこれ

らの建築物が全て破壊されていった事が理由であると、後ほど知った。 

私たちが原爆の中心点を訪れた時、荒廃した建物の残骸の中心に、一

匹のオレンジの猫が静かに寝ていて、絵に描いたようにとても暖かく、

とても平和で、自分は感動した。それはその後、原爆博物館で見学した

ものとまったく対照的だと思った。博物館には被爆投下後の広島での

人々の生活の苦しみに関する記事が多すぎると感じた。私は広島の苦し

みをあまり伝えたくない。それは生きている人々をより苦痛にさせてし

まうだけだからだ。あまりにも多くを語ると、時に無力感を感じさせて

しまう。おそらく、遺跡にいた一匹のオレンジ色の猫や、記念碑の前に

積みあがっている折り鶴は、私たちに平和の価値と広島に住んでいる

人々の勇気と偉大さを静かに教えてくれている。 

 

今年は、奨学生４名、会館生２名の計６名が旅行に参加しました。残暑厳しい中でしたが幸

い天気には恵まれ、良い環境の中広島・京都の歴史や文化に触れることができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【若い頃の苦労は買ってでもするべきだ】 

金 鐘光（奨学生） 韓国（蔚山） 千葉大学・法経学部 

 

私の家庭は父子家庭で弟が一人いるが、1997 年の通貨危機で父が職を失ったことがきっかけだと聞く。そのため、幼いころから金銭的に

とても裕福とは言えなかった。 

 高校 2 年生の頃、日本での留学を夢見て、日本の大学への受験勉強を始めた。しかし、高校では韓国の大学も受験することを強く勧めら

れ、両方の大学への準備をすることになり、塾などに通うお金がないため、一人で受験勉強を進めたが、両方とも失敗に終わり、私は浪人す

ることとなった。 

 日本留学のための塾はソウルにあったため、地方に住んでいた私は一週間に 60時間のバイトをしながら、同じく浪人生の友達と家賃を半

分ずつ払ってソウルで生活をすることになった。当時、韓国の最低時給は約 500円であり、一か月にもらえるお金は 12万円程度であった。

塾の費用だけでも一か月 8～10万円、家賃と生活費までとなると、常にお金は不足していた。 

 その後、一緒に家賃を払っていた友達が先に受験が終わったことから地元に帰ることとなり、家賃を払うお金がなかった私は家から追い

出された。 

 父は私に家賃を送ったが、私は塾に未払い金を払い、父には言わず、PC 部屋（韓国のネットカフェ、個人室はなく椅子だけであるため、

横になれない）で一か月を過ごすようになった。食事は 1日 1回、お風呂は一週間に 1回となった。 

 住む場所をなくしてまで、何の確実性のない受験を諦めずにいたのは、確かな目標設定を自分の中で定めておいたためである。他人と比

べることは悩みと自分のみじめさを感じるのみであることに気づいた時から、私は自分の中に小さな目標を立て続けた。それは 1 日の目標

であり、一週間の目標であり、様々であったが、困難を少しずつ乗り越える実感をさせ、諦めずに行動することを可能にした。 

 私はこの経験から、自分の不足している点を他人と比較しながら生きることより、自分の中の目標を立て自分と戦い、より自分を向上さ

せることの大事さを学んだ。 

【高齢者をサポートすること】 

劉 婷（奨学生） 中国（遼寧省） 東洋大学・福祉社会デザイン研究科 

 

福祉分野の専門家として活躍できるようになることが私の夢です。そのために大学学部時代で社会福祉学科を選択し、また、三年次にて

社会福祉士国家資格を取るために必要となる「ソーシャルワーク実習」で、特別養護老人ホームにいる高齢者を対象とした相談援助と福祉

専門家の業務内容の見学を行い、実務経験を積みました。 

当時、実習先施設で出会った中で最も印象に残ったのは食事介助を担当した特別養護老人ホームの利用者 A さんです。特に食事摂取につ

いて、最初にあまり食事を順調に進められず、「食べられる量で食事を提供してほしい」「薬を食物に混ぜないでほしい」などのこだわりが

多数あり、介助は非常に時間がかかりました。そこで支援者の私は実際に本人と接して話を傾聴し、個人ファイルや介護日誌、入院記録と

いった情報を収集し、優先順位や緊急度を検討し、また実習指導者(社会福祉士)からスーパービジョンを受けながら、最後に A さんの個別

性とニーズを尊重する姿勢で支援計画書を作成し、支援の姿勢を変更しました。五日間の支援の結果、最後は自分で積極的に食べることが

でき(自分でお椀を持つことができ、食物を食べる時間も短くなった)、吐き出す回数も減少しました。こうした支援を通して、利用者自身

が安楽(安心で楽しい)になったと感じるかどうかはわかりませんが、私にとっては本当に初めて達成感を感じ、自分が利用者の日々の成長

と変化を観察し、支援の過程を体験できるというのは非常に貴重な事だと思います。実習先施設の利用者の実情やニーズについて考えたの

は、この方の望みは何なのか、どうやってその望みを探し出せるのか、それは本当にその方にとって必要とされることなのか(判断能力低下

の利用者に対して支援者側の判断が必要とされるケースもある)、多数のニーズの中での緊急性の順番など、我々にとってこれらの内容を全

部、細かく考えなければいけないと思っています。 

もちろん、個人差もあることで、ニーズを把握・分析する際に利用者の個別性を充分考えた上で柔軟性のある支援を行うことも重要です。

例えば、Aさんの場合特に食事摂取についてこだわりがあるので、それらの情報を収集し適切な判断を下すのは支援側として求められる部分

だと思っています。 

最後に、実習報告会で自分が経験したことのまとめと考察を内容とした個人発表が、指導教員から「考察がよくできていた」と評価され

ました。 

留学生のみなさん 




