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謹 賀 新 年

今年もよろしくお願いします。

🔔久しぶりの再会🔔
乾杯のご挨拶は、奨学生 OG
の孫玲さん。Thank you!

12 月 8 日（土） 於バーディーホテル

また皆で集まりましょう！
現役生の皆さん、素晴らしいパフォーマンスありがとう！お疲れ様♪

8/17 金泳雄さん

海外から来てくださった皆様

8/20

長女誕生☆（タンビちゃん）

フォンさん
(H22・会・
ベトナム)
長女誕生☆
（アンちゃん）

結婚、誕生、おめでとう！
10/23 ロベルト清さん(H12・
奨・ペルー)が遊びに来てくれま
した！メキシコで、カップ麺の
販売で大活躍した後、この度日
本に帰って来られました。また
お越しください！

12/7 金泳雄さん(H26・奨・
韓国)が仕事の合間を縫って
遊びに来てくれ、近くの手
羽先屋さんで昔の仲間と歓
迎会をしました。皆さん２
次会では夜遅く（ほとんど
朝）まで飲んだとか？？

10/18 金雪英さん
(H21・会・中国)

8/12 張奕さん

長男誕生☆

(H27・奨・中国)

(岡本辰くん)

ご結婚されました！
また年忘れ来てね～。

11 月・中国・四川省にて王明堂さん（H8・奨・台湾）
とジルモトさん（H24、奨、中国）、将軍さん（H28・
奨・中国）、主榮さん（H25・会・韓国）、現役会館生の
孟晗君が集合しました。デザイン専攻の精鋭がそろい踏

学生会館ニュース

みです！

OBOG
ニュース

会館に新しい仲間！盛り上げていこう！

彭 覬龍さん
（中国 河南省）
ん
（中国

髙橋 真央さん
（日本 長野県）

12/23（日）年忘れパーティーに来られなかった方々が学生会館に集まり、
パーティーが開かれました！12/29（土）にはジョセフさん（H17・会・
ミャンマー）の焼肉屋さんでも忘年会が開かれ、皆が昔懐かしい思い出話に
花を咲かせました。今年も楽しい OSF にしましょう！！

現役生イベント

省）

現役生も元気いっぱいです。10/8 には奨・会合同の BBQ が、秋晴れの空
の下行われました。また 12/2 には八千代市のマラソン大会にも参加し、
「食欲」「スポーツ」２つの秋を堪能しました！！
10 月・奨会合同 BBQ

奨
11 月・おでん Party

会
11 月・千葉大祭出店

12 月・マラソン大会
月・おでん Party

10/12～16 岡本財団は、ラオスにて会館 OBOG 会に
参加しました！ラオス在住の狭間るりんさん(H16・
会・ラオス)ご一家の呼びかけで、モイさん(H12)、モ
ンタさん(H17)、ラットさん(H18)、ノイさん(H20)、
プーペーさん(H20)、そしてカンボジアからコンさん
(H14)、モニラさん(H16)が集まって下さり、ご家族
や財団スタッフを合わせると 20 名を超える大所帯と
なりました！！ここでは語り尽くせないほど素晴ら
しい旅でした…企画して下さったすべての方に、篤く
御礼申し上げます。

【日本と私の話】
マナンダール カビ（奨学生）
ネパール（モラン郡） 麗澤大学 経済研究科
現在は大学院修士課程に在籍していますが、今でも複数の目
私の困難は、2014 年に来日した時から始まりました。私の日

標を掲げ、忙しい生活を送っています。まず本業の大学院で修士

本留学について、家族は財政面から反対していました。そこで、

論文執筆に集中しています。そして日本語能力試験 1 級合格を

生活費を自分で稼ぐ約束をし、留学許可をもらいました。留学

目指して独学で勉強しています。さらに国際会計検定や簿記資

の目的は、日本語の勉強をすること、大学院に進学すること、

格取得の勉強もしています。もちろんアルバイトも続けていま

日本の企業に就職して経験を積むことの 3 つでした。

す。

来日してすぐ日本語学校に入学しました。当時の生活は本当

これらに加え、留学生の夢実現を支援する「PEACH」と言う団

に大変でした。生活費を稼ぐため勉強しながらアルバイトをし

体に加入しました。そこで会社設立のワークショップに参加し、

ましたが、言葉の問題に大変苦労しました。このとき、日本社

他国の学生と意見交換をしています。また、地域でのボランティ

会に溶け込むには日本語習得が 1 番重要だと痛感しました。

ア活動の一環として、英会話サークルで講師をしています。

日本語学校入学から半年が経ち転機が訪れました。日本語能

私の夢は会社を設立して日本とネパールの橋渡しをすること

力試験 3 級に合格したのです。以来、より熱心に日本語の勉強

です。そのためには、学生のうちに勉学に励み、学問を修めると

を始めました。さらに 1 年半後、2 級に合格しました。その後

同時に、資格取得の目標を達成したいと考えております。限られ

ようやく日本語学校を卒業し、麗澤大学大学院に研究生として

た時間を有効に使い、日本とネパール、国際社会に貢献できる人

進学しました。

材になりたいと思っています。

【今までで一番悲しかったこと】

母が目のことで病院に通っている事は分かっていましたが、手

アイフマル ハリプ（奨学生）

術する予定であったことは全然わかりませんでした。夏休みは帰

中国（新疆ウイグル自治区） 千葉大学 融合理工学府

るつもりでもありましたが、自分は博士課程に進学する予定であ
ったから、もうちょっと頑張ろうかとも思って帰るのをやめたの

この世の中で生きている我々として、100%順調である事はない
でしょう。私も今まで色々なことに直面してきました。例えば、
大変な進学、言語の勉強、悲しい失恋…

でした。
弟が言った事によると、実は、母は手術する時間を伸ばして、私
が夏休みに帰るのを待っていたのです。私はそれを全然わからな

進学はまじめに勉強して、教授の指導通り研究を行って、成功

くて、自分の思った通りに行動したのでした。母さんが私を最も必

しました。言語の勉強に関しては、日本語学校にいた時はもちろ

要とした時、私は母のそばにいることができなくて、すごく悲し

ん 100%の出席率でしたし、毎日早起きして発音の練習をして、最

く、そして悔しかったです。

後は全校最高の成績で卒業しました。失恋に関しては、時間が経

幸運な事に、母は手術後よく回復してきました。また、今回のこ

ったら自然に治るものでした。でも自分が一番悲しかった事はこ

とから、私の弟が人の世話をできる大人になってきたことに気が

のような事ではなく、2017 年の夏、8 月 28 日に発生した事でし

つきました。自分自身に対しては悔しかったですが、このことに関

た。

しては嬉しかったです。

私は山登りにすごく興味があり、2017 年の夏富士山登山に行きま

勉強は頑張ればできる。良い成績も頑張ればもらえる。でも、自

した。8 月 28 日は父の誕生日でしたから夜 8 時ごろ富士山 8.5 合

分が頑張っても親が健康に戻る事は無い。また、両親は時間がある

目で親に電話しました。父に誕生日の祝いを伝えた後、母と話し

時に愛せば良いような軽い存在でもない。この事が悔しいです。

たかったのですが、母が友達とショッピングに行ってしまい、ま

この一件から今まで、私は毎日少なくとも 10 分間、家族と電話

だ帰ってきていないと父が伝えてきたからやめました。翌日、弟

で話す事にしました。毎日 10 分間はもちろん少ないのですが、で

から聞いてわかったのは、28 日に実は母が病院で目の手術をして

も親は私に元気であることを知らせて、私は親が元気であること

いた事でした。まだ富士山山頂で登ったことを喜んでいた私は、

がわかる為には充分です。

その場で泣くのを止める事ができませんでした。

やっぱり物事には、どんなことも両面性があるのですね。

【中国貴州省黔東南苗族侗族自治州における
苗族の「百鳥衣」の文化】
王 建明（会館生）
中国（山東省） 千葉大学 融合理工学府

植⽥教授のご指導のもとで、研究項⽬の展開を通してさらに理
論と実践を結合します。私は堅実な学術研究は極めて重要である
と思っております、博⼠過程の期間においては、
「中国貴州省黔东

【研究について】

南苗族侗族自治州における苗族の「百鳥衣」の文化」という課題を

2015 年、第 70 回国連総会で『持続可能な開発のための 2030

重点的に研究したいと考えています。

アジェンダ』が採択され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と

中国⽂化の歴史は極めて⾧く、はるかな昔から伝わってきた濃

包摂性の ある 社会の実 現の ための 17 の持続可 能な 開 発目標

厚な中華伝統⼿作り⼯芸の精華を積み重ねてきました。⼯芸美術

（SDGs）が示された。これを受けて、2017 年、中国国務院事務所は

⼤国として、⼯業現代化のトレンドのもとで、伝統⼿作り⼯芸の伝

『中華優秀伝統文化伝承発展プロジェクトを実施する意見』を公布し

承は新しい試練に直⾯しております。また、中国は世界第⼆の経済

た。それによると「文化観光業を強力に発展させ、歴史の文化資源の

国になり、全国民の物質⽣活レベルは次第に⾼まっていますので、

優位性を存分に利用し、シリーズの特別な見学観光コースを作り出

⼀般の⽣活者の審美需要をより⼀層向上させる必要があります。

す。レジャー生活と伝統文化の融合発展を推進する。」とあり、伝統文

日本へ留学したいもう一つの理由は、私が尊敬する魯迅さんで

化の伝承の施策として観光開発が推奨されている。しかしながら、観光

す。魯迅さんの文学は 20 世紀で中国社会思想文化の発展に大きな

地化は時に地域の生活者を蔑ろにした発展につながる可能性があり、

影響をあげました。魯迅さん自身も青年時代日本に留学した経験

生活者自分の手による内発的発展が必要である。

があります。自分の知識を国民に貢献すべきと主張しました。

本研究は、中国貴州省黔東南苗族侗族自治州における苗族の伝統

それゆえ、博⼠課程を修了して帰国し、⼤学で教学活動に取り組

的服飾「百鳥衣」の文化の特質を明らかにすることを目的としたもの

んで参りたいと思います。積極的に青年学⽣を引き連れて、世界各

である。また、得られた知見に基づき、当該地域の人びとが、内発的発

地を訪問し、コミュニティ⽂化体験と⼿作り⼯芸保護分野に関係

展を展開していくことができるようその指針を導出することをも目指し

する研究に⼒を注ぎ、精いっぱい母国の⽂化事業に努⼒していき

ている。

たく存じます。
だから、⽇本での留学を通して、学術で成果を出したいです。そ

私はこれまで、中国伝統⼿⼯芸の保護とイノベーションについ

して、中国に戻り社会サービスプロジェクトを展開するつもりで

て特に注⽬し、研究を行ってきました。その時に具体的なプロジェ

す。中国の伝統⼯芸⽂化はより良く保護され、受け継がれるでしょ

クトを実践してきたおかげで、私の考え⽅が⽣まれ、そして博⼠課

う。今の私の⽇本語会話⼒はまだ充分ではありませんが、専攻の⽅

程で研究したい課題が決まりました。私は、千葉⼤学への留学を申

は⾃信があります。留学を通じて、⽇中学者交流の架け橋になりた

請しています。植⽥教授が主宰するデザイン⽂化計画研究室で博

いです。機会があれば、学者たちをデザインの都である深センへ招

⼠を専攻したいと思っています。

待し、中国の⼤学との交流、連携を深めます。

☆☆財団本部よりお知らせ☆☆
・昨年 12/8（土）毎年恒例の年忘れパーティーが、千葉・バーディーホテルにて開催されました。今年は 65
名の OB・OG の方、22 名のお子さんが来て下さり、総勢 130 名に迫る大パーティーとなりました。
毎年、多数の皆さんにお越し頂ける事が、当財団の何よりの財産です。今年残念ながら来られなかった皆
さんも、是非今年はお越しください！（巻頭の写真もご覧ください）
・昨年 10/26 に理事会が、11/22 に臨時評議員会がそれぞれ開かれ、当財団の規程に関する諸議案に関して
満場一致で可決を頂きました。お忙しい中当財団まで足を運んで下さいました役員ならびに評議員の皆さ
ま、心より御礼申し上げます。今年も「留学生ファースト」をモットーに精進してまいりますので、ご指
導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
年末年始、沢山のお花を頂戴しました！
ありがとうございました！

