
OSFは皆さんのオアシスの場ですが、コロナ

の影響で交流行事が出来ず本当に残念です。

でも、限られた条件下で楽しく交流する方法

を皆で考えましょう。OSFの強い絆でコロナ

を乗り越えましょうね。 岡本 和久 

あれ？2020年ってもう半分過ぎた

の？という感じです。理事長宅で

の BBQ も、南総一泊旅行も、海の

家も、遥か昔の思い出のよう。そう

いえば、本当なら今頃は東京オリ

ンピック。感染ではなく観戦を広

げたかったですね。 浩太 
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皆さん、お元気でいらっしゃいますか？ 

コロナにより生活は一変し、財団事務所のスタッフ同士も会えずに勤

務をしております。日常の当たり前が遠くになり、いつもの場所で笑い

合い、大切な仲間と美味しいを共有し、離れて住む親に元気な姿をみせ

ることも、全てが当たり前ではなくなってしまいました。早く以前のよ

うな生活に戻り、皆さんと元気にお会いできる日が来ることを願って

います。 板倉 和代 

フーチンさん（H26・会・ベトナム） 

長女誕生！（ミンアンちゃん） 

アイリさん（H26・奨・中国） 

次男誕生！（バハディリちゃん） 
李敏さん（R1・奨・中国） 

長女誕生！（子沐ちゃん） 

奨学生はマスク・換気・飲食なしにて例会実施。会館生は自室

で ZOOM飲み会を行いました。できる交流をコツコツと！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4 

とても嬉しいニュースです！健やかに育つことをお祈りします。 
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 活動案内 1、留学生宿舎の運営 2、留学生へ奨学金の支給  

3、留学生の学習＆人生相談・国際交流 

 

世界・日本の皆さん、新型コロナウイルス流行下の今、どのようにお過ごしでしょうか？ 

おかげさまで私たち岡本財団のスタッフは、元気に生活しています。 

財団の２０２０年度のイベントはほとんど中止になってしまい、とても寂しいですが、 

時おり SNSやメールを通して届く皆さんからのお便りに、心から励まされています。 

今回は、OSFファミリーの皆さんが今をどのように過ごしているのか、紹介したいと思います！ 

新型コロナウイルスは世界をどんどん変えてい

るのが事実であり、私たちのライフスタイルの変

化は今までと違う世界を作り上げていると思いま

す。現在、モンゴルは国内で COVID-19が流行

しておらず、モンゴル政府の対策は素晴らしいも

のですが、学校が休校、サービス業が凍結して

います。経済への打撃はどこも一緒でしょう。 

このような状況下、我が家は子供 2人がおじい

さんとおばあさんの家に住み、私と奥さんは市内

自宅に住んでいます。奥さんと私は毎日職場に

行けるので今までとはあまり変わりませんが、子供

達が遊びに外出できないため寂しい日々を過ご

しています。➚ 

今後、COVID 19の状況が悪化した場合、自宅勤務が

基本となるし、いずれにしても自宅勤務がベースになる世

界になりつつあるため、その変化に適した能力は絶対必

須になるでしょう。これは今学校や職場に行けない状況と

全く同じ状況であるが、将来の常識となるパラダイムシフ

トがやってきます。特定の場所に行かなくても、インターネ

ットと電話を介して仕事ができる能力を今から身につけ、

みんなの力を合わせて新しい将来を作りましょう。 

 
壮大な景色の中、 

ご家族と一緒に。 

～OSFの仲間たちとともに～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの影響でマレーシアは 3月中旬より全国民に行

動制限がかけられ、普段の生活にいきなりブレーキがかか

った状況になってしまったわけだ。家の絵画教室もそれで

やむを得ず休講することになり、生徒たちは一緒に集まり

習うことができなくなった。 

休校するとは言え習い事は止まってはいけないもの、子

供の成長は続くもの。そのような思いで当時から遠距離学

習と言う形で教室を続けようと決めていた。世界中ではオ

ンライン学習に切り替える事が主流だが、子供の認知発

達から見ると決して良いやり方とは到底思えない。 

結局我が教室の独特な方法で、それ以来 3カ月間生

徒たちの親を通じて宿題のやりとりを続けてきた。1人ずつ

との連絡は決して楽なことではないが、教室が再開するま

でのベストな方法だと考える。また、積極的に対応して下さ

る親や生徒は成長も見えて、学習は止まっていないことに

嬉しく思っている。逆境の中でも、希望を持つものだね。 

 今年の始め、予想外の新型コロナウイルスが流行し、突

然に皆の生活軌跡が変えられた。最初にコロナが来た時

は、ちょうど安徽省の実家にいて春節休みがそろそろ終わ

り、広州に帰る時だったが、政府が緊急事態を宣言し行動

制限措置が行われ、仕方なく自宅に留守番することになっ

た。春節休みの楽しみが一瞬にして消され、その代わりに、

マスクがないよ、日常の食べ物はいつものように買えるの

か、いつになれば行動制限措置が解禁されるのか、いつ

前の生活に戻られるのか、色々な問題が頭に浮かんで、イ

ライラしていった。家に閉じこもり、毎日新規感染者数や死

亡者数などデータを読んで、物凄く苦しみを感じていた。 

 このような生活が二週間ぐらい続いていったが、幸いその

苦しみの心境の中で、ずっと両親のそばにいることができ

た。就職して社会人になってから初めての長い休みを、両

親と一緒に過ごしたため、充分な時間ができ、親孝行をす

ることができる、その幸福を苦境中に感じていた。 

４ヶ月が経ち、新型コロナはだいぶ落ち着いてきた、今は、

マスクをまだ被っているけど、元の生活に戻っている。

時々、この冬休みの心境を思い出して、やはり苦しみの境

遇の中にこそ幸福があると感じている。 

広州美術学院 李勇 

現役奨学生時代のテオさん→ 

お嬢さんが生徒たちと同様の 

学習形式で描いた絵 

「家で妹と遊ぶ私」↓ 

ご家族と。早く日常
が戻りますように！ 

～OSFの仲間たちとともに～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本の仲間） 

現役会館生へのインタビュー 
コロナとどう暮らしてる？ 

会館生１０名中、ホールにいた５名にご

協力いただき、自粛生活をどのように

過ごしているか教えてもらいました。 

写真ではわかりませんが、みんなマスク

の中では笑顔なのです！(^^) 

ヒョンさん 王さん 

メンさん スーリさん 真央さん 

メンさん（ベトナム） 

会館にいる時間が長くなりまし

た。材料費を抑えたいために、料

理の前に材料の金額をよく考える

ようになりました。最近チャレン

ジした料理はもつ炒め、そしてナ

スと豆腐と赤紫蘇のスープです！ 

色々な方・団体から、食べ物や

色々なものを支援してもらい、と

ても嬉しかったです。 

母国のベトナムでは、両親とお

兄ちゃんが少し心配しています。 

 

スーリさん（モンゴル） 

前まではレトルトの冷凍食品だ

ったが、最近料理に凝るようにな

った。冷凍して日持ちする料理を

たくさん作っています。ピロシキ

を作って、自分も周りも美味しい

と言ってくれました。グルテンフ

リーでも作ってみたが、味が質素

であまりおいしくなかった笑（紙

を噛んでいる感覚） 

飲食店のバイトは、バイト人数

が減ったのに、客が意外と減ら

ず、閉店時間も早まったので、結

局激務となってしまいました。 

真央さん（日本） 

王さんと庭でいろいろな植物を育てています。（ニラパク

チーは順調に育ち、玉ねぎは枯れてしまいました） 

ずっと残っていたホットケーキミックスを使ってパウン

ドケーキを作りました。美味しくできた♪最近は比較的自

由に買い物できるようになって、よかったです！ 

 

王さん（中国） 

最近、アルバイトをやっていましたが（東京の私塾で、

大学に入りたい留学生の、お世話をするアルバイト）、3月

でコロナのため終わってしまいました。 

自分の研究は、コロナで調査が出来ませんが、その分先

行文献の調査を自室でゆっくりできるので、良い時間を過

ごしています。 

みんな会館にいるので、逆に交流が深まりました！ 

 

ヒョンさん（韓国） 

 コロナで時間ができたので、趣味として色んな料理をし

ています。豚足（ジョッパル）をつくり、好評でした。残

りの豚足はシュバインハクセ（ドイツの豚足料理）にしま

した。あとチャプチェを作りました。 

配属された研究室では、アルバイトを始めました。南極

に設置する観測装置の製作のバイトをしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私の将来の目標は、健康な地域社会をつくることに

貢献することです。いきなり地域社会に貢献するとい

われて、それに共感できる人はおそらく少ないでしょ

う。しかし、私がそのように思ったのは、次のような

理由があります。 

私は先日の２月１日に、日本の歳で２８歳になりま

した。日本に渡航してからは９年になります。２０代

のほとんどの時間を日本の千葉で過ごしながら、多く

の素敵な人たちに出会い、一生忘れられないたくさん

の思い出を作ることができました。また、日本で過ご

した９年間の時間は、日本の文化や価値観について学

びながら、日本に対する理解が深まっただけではな

く、母国である韓国に対しても再び深く考える良い機

会となりました。日本人と韓国人は文化や言葉が違う

ので、些細なことで誤解しがちなことも多いですが、

人に対する思いやりや情というものは一緒であると考

えています。特に、私が日本で留学して大学院まで進

学できたのは、周りの方々からたくさんの応援を頂

き、大切な家族、友達が心の支えとなってくれたから

だと思っています。そこで、これからは私の方からそ

の人たちを支えていきたい、大切な人たちの笑顔を守

りたいと思うようになりました。そして、去年のクリ

スマスに千葉市福祉協議会で募集しているボランティ

ア活動に参加することを決めました。 

ボランティア活動の内容は、来年度の４月からダウ

ン症候群を持っている子供の登校の付き添いです。そ

のボランティア活動は、ある人からすれば、たった一

人の子供の登校の付き添いなので、とても小さなこと

だと思われるかもしれません。しかし、それは決して

小さなことではなく、私がやっているどんなことより

も重要で貴重なことだと考えています。最終的には、

そのような経験を通して、自分を少しずつ変えていく

ことが、人に信頼される、頼りになる人となる、大切

な人たちを守る、地域社会に貢献することにつながる

と強く信じているのです。 

私は心理学者を目指した時期がありましたが、自分の

国の環境を守るための勉強をした方が良いと言う両親の

アドバイスに従って、地理学の学位を取得して卒業しま

した。私の祖父母は遊牧民です。私が小さい時、いつも

父と一緒に田舎の祖父母を訪問しました。その時、祖父

母は私と弟に環境を尊重すること、自然を保護すること

についていつも教えてくれました。また父からは、山、

森林、川、植物などのすべてのものが人と同じように尊

重するべきものと教えられました。学位取得のために大

学で勉強している間に、祖父母から教えられていた意味

を理解することができ、この分野に強い関心を抱くよう

になりました。↓ 

  

大学での実習などでは、モンゴルの様々な場所を訪れ

る機会を持つことができました。そこで美しい自然を見

ることができたのと同時に、自然環境が悪化し、川の枯

渇や、砂漠化、森林破壊の現状を知りました。 

モンゴルは、物理的位置、脆弱な生態系、気候依存の

経済システムにより、気候変動に対して非常に脆弱で

す。人間の活動による砂漠化、干ばつの頻発、水資源の

不足、生物多様性の減少によって影響されるモンゴルの

生態系の著しい変化は、経済と人々の生活に悪影響を及

ぼしています。このような変化は、モンゴルだけの問題

ではありません。近年、世界は気候変動への適応策、将

来予測、また人間活動によって引き起こされた環境への

悪影響の緩和策に焦点を当てています。 

現在、世界中の多くの国で、様々な種類の衛星を利用

したリモートセンシング技術を用いた多くの研究が進め

られています。しかし、モンゴルではリモートセンシン

グを用いた研究はまだ多くありません。私は日本で学ん

だ技術を生かし、モンゴルに帰国した後は、リモートセ

ンシングを用いた教育を行い、モンゴルの環境問題に対

する研究に新しい技術を導入することで、将来のモンゴ

ルの環境問題に貢献したいと考えています。 

（日本の仲間） 

奨学生の作文 （将来の目標、専攻科目の選択理由） 

趙 祥勲さん 
韓国（全羅南道） 

千葉大学 融合理工学府 

先進理化学 

 

【最近嬉しかったこと】 

母国のお母様がバッグを

手作りし、送ってくれた！ 

ムンプバヤラ  

セレンゲさん 
モンゴル（ウランバートル） 

千葉大学 融合理工学府 

地球環境科学 

 

【最近嬉しかったこと】 

コロナ禍の中、親友と久し

ぶりに会う事ができた！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は自分を生き物に例えると、「イルカ」だと考えて

おります。 

昔から高い知能を持つと考えられるイルカは、超音波

によるコミュニケーションで仲間たちと会話し、助け合

うことが知られています。海外のテレビ番組では、驚く

ことにイルカが人間を助けることも報じられました。私

もイルカのように協調性を持ち、仲間とコミュニケーシ

ョンをとりながら、助け合うことができます。 

私はこれまで、「ベトアジ(ベトナムの味)」と言うボ

ランティアグループの一員として、日本人向けのベトナ

ム料理教室やベトナム伝統文化の紹介などを仲間たちと

開催してきました。↗ 

イベントでの収益は、ベトナムの恵まれていない子供

たちに届けています。私の家は幼い時、裕福な家庭で

はありませんでした。習い事やお出かけでも、思いの

ままとはいきませんでした。ですから衣服や食べ物な

ど日々の必需品が不足していたり将来に夢を持てなか

ったりする子供たちを応援したいと考えてきました。

ベトアジの活動はベトナムの子供たちの未来を応援す

るものですが、活動を通じて国を超えての交流でコミ

ュニケーションを深め、お互いの意見を交換する場に

もなりました。 

私のモットーは、「Happiness イズシェアリング(幸せ

は分かち合うもの)」です。フレンドリーで仲間や人間

をも助けるイルカのように、周りの人と強調し、幸せ

を分かち合うことが、私の幸せだと考えています。「人

と人との助け合い、人と人の愛のために生きる」と言

う気持ちでこれからの道を進んでいきたいと考えてい

ます。 

自分を生き物に例えると、私は小さなアリだと思い

ます。 

人間にとっては、アリは目立たない小さな虫に過ぎ

ないです。体が弱く、周囲の生物の巨体に引き潰され

ることが常にあります。しかしながら、それらは頑強

で、仲間とのコミュニケーションがうまく、団結と協

力を得意とし、一緒に頑張って自分の体より数十倍以

上大きい食物を家に運べます。 

広大な宇宙の中で、私はちっぽけな存在ではないで

しょうか。しかし、私は小さなアリのように、群れの

中で不撓不屈の精神を持って、出来る限り自分の役割

を果たしていきます。「アリの想いも、夢に届く」と言

う諺の通りに、信念があってこそ夢を達成することが

できます。博士後期課程を受けるために日本に来るの

はずっと私の願いでした。しかし、日本に来る前に仕

事をしたり、子供と親の世話をしたりして、留学の準

備をするために時間を割くのが非常に難しくなりまし

たしかし、私はずっとあきらめなかったです。ありの

引っ越しのように、忙しい生活の中で時間を捻出しな

がら準備を続けてきましたが、昨年、ようやく達成に

こぎつけました。↗ 

一年間ちかくの留学生活は、私に多くの収穫をもたら

しました。この年に専攻科目と日本語の教育を受けると

ともに、本研究室の各研究活動に積極的に参加しまし

た。その過程で、皆でイベントをめぐって、提案を検討

し、イベントの場所と物品を準備し、イベント中の突発

的な事件に対応して、毎回の活動を円満に完成させまし

た。まるで「アリの塔を組むがごとし」と言う諺の言葉

のように、人が集まればそれだけ力が大きくなります。 

月一回の研究室内食事会では、皆で一緒に料理を作

り、飲食文化をきっかけに、自分の国と地域の文化や、

勉強と活動についての感想などを共有して、メンバーと

深くつながってファミリーのように楽しんでいます。 

友達のおかげで、2 度の岡本財団のレクリエーション

に誘っていただき幸せでした。みんなが情熱的で笑顔に

なっています。家族のような雰囲気が私を引きつけて、

私も早く岡本ファミリーのメンバーになって幸せな小さ

なアリになりたいと憧れています。 

（日本の仲間） 

奨学生の作文 （あなたを動物にたとえると、何ですか？） 

蒋 蘭さん 
中国（遼寧省） 

千葉大学 融合理工学府 

創成工学 

 
【最近嬉しかったこと】 

検見川浜の親切なゴミ箱
設置を見て、日本のおもて
なしを知る事ができた！ 

グェン チィ  

トゥイ チャンさん 
ベトナム（ドンナイ省） 

敬愛大学 国際学部 

国際学科 
 

【最近嬉しかったこと】 
マラソンを始め、日ごとに
走れる距離が伸びている！ 


