【これまでの人生最大の失敗経験】現役奨学生の作文
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中国では、私の大学時代、大学生の間でゲームハウスが大人気

↗また、事業計画に致命的なミスを犯しました。内装工事を終え

でした。ゲームハウスの運営に必要な設備は非常にシンプルで、

る前に、チラシを印刷して通行人に配布してしまったことです。チ

ゲームハウスに遊びに来る人は誰でも時間単位で使用料を支払う

ラシには開店時間が明確に記載されていましたが、開店前に予定通

必要があります。その運営によってお金を稼ぐのは簡単だと考え

りお店を飾り終えられませんでした。時間通りに開店できるように

たので、高校時代の友達３人と一緒にゲームハウス事業を始めま

するために、内装工事は急いで終了することが必要であり、そうし

した。しかし、初めての起業者として、私たちは多くの間違いを

なければお客様に悪い印象を残します。
結局、様々なミスにより営業損失が拡大し、４か月後に閉店する

犯しました。
私たちは店の場所として、にぎやかな商店街に家を借りること

こととなりました。事業期間中、私たちの友人の間で事業に対する

を選びました。家賃は毎月非常に高いので、初期費用を節約する

考え方が異なるために、多くの争いや矛盾が発生しました。誤解も

ために、自分たちで内装工事をすることにしました。でも飾る方

多く、久しぶりに友人関係が悪化したというあまりよくない結果が

法がわからず、学校にも行かなくてはいけないため、工事する時

出てしまいました。

間がほとんどありませんでした。この時期の家賃は、プロに依頼

これは失敗した起業の経験でしたが、私たちは多くの労力と時間

して飾ってもらう値段とほぼ同じでしたが、結局私たち自身の飾

を費やしただけではなく、多くの投資資金を失いました。そして、

る効果は、プロの人ほど良くはありませんでした。近視眼的な理

この経験を通じて私は、起業家精神というのは見た目ほど単純では

由もあり、短期的には自分でやるほうが安いと思っただけで、家

なく、何かを遂行するためには熱意だけでは不十分であり、それに

賃や最終的な装飾の効果は考慮していませんでした。↗

は詳細な計画と検討が必要である、と気付くに至りました。

王 舜昌

（おう しゅんしょう）さん

↗それは今の私にとってはおそらく、数年前の TOEFL テストで

中国（北京市） 千葉大学大学院

す。それはいま時々論文や小説を読んだり、あるいは欧米のクラ

融合理工学府 創成工学専攻

スメイトと話し合ったりするときも頭に浮かぶほどの恥ずかしい
ことです。私は学部３年から塾で３回授業をとりましたが、１回

私にとって、今のところ失敗という状況の経験はそんなに多く

目はすぐに諦め、あとの２回もうまくいきませんでした。TOEFL

はありませんが、もちろんこれは私が失敗したことがないという

の受験も何回か参加しましたが、日本に来る前まで満足な結果を

意味ではないです。私はデザイン専門であるため、自らの提案が

得ることはできませんでした。その後 TOEIC を受験して、良い結

相手の期待にほぼ応じていない状況に直面していますが、それは

果が出ましたが、現在の宿題や論文などを考えると、TOEFL は

あくまでも「問題がある」ということです。本当の失敗は「償う

数年間棚上げされ続けるかもしれません。

ことができない」ことかもしれません。例えば、ハムスターの世

いま考え直してみると、私はまじめに試験を受けていなかった

話をしなかったため病気になって死んだり、海外に移住しようと

かもしれません。何十人もの人がいる環境でコンピューターと話

していた友人に会いに行くことを忘れたり、問題のある製品を売

すことに抵抗があるなど、その理由はたくさんあるでしょう。あ

ったことで誰かに障害を与えてしまうような状況などが、どう償

るいは、これまで見たことのない質問形式や採点の方法への恐れ

っても解決できない問題でしょう。幸いなことに私は、ハムスタ

から、私は質問者の考えを理解しようとせずに、テストに抵抗を

ーの事件以外の体験をしたことはありません。他の人を傷つけた

感じてしまったのかもしれません。しかし日本に来てからわかり

ことは当然一度もないですし、身近な人の信頼を失ったこともあ

ましたが、私は「本気を出さなかった」というよりは、おそらく

りません。運がいいとも言えるでしょう。

未知のことに怯えて理解を拒絶し、そしてそれをついに「怒り」

これまでの最大の失敗を定義するとしたら、それは長い間続け

に変えてしまったのだろうと思います。異文化、そして未知のも

てきたことをついに諦め、その後も後悔していることかもしれま

のをあえて理解するように努めることの大切さを、私は身をもっ

せん。↗

て感じました。
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OSF ファミリーの皆さん、どのような年末年始を過ごされましたか？
今年が皆さんにとって実り多い年になることを、心よりお祈りします。

ゾンジンさん
（韓国より）

残念ながら、２０２２年になっても世界中でコロナの勢いは止まりませ
んね。オンラインを活用した授業や会議はすっかり定着し、社会が感染症
への対応を着々と進めている一方、忘年会や新年会の中止など、ヒト同士

フユンさん
（日本より）

が直接触れ合う機会が少なくなっている現状に、「交流」財団としては寂し
さを感じずにはいられません。
財団事業の充実と、感染対策。双方の均衡点を見出す
ことは至難の業ですが、その時々の感染状況を見極め

センマイさん
（ミャンマーより）

ながら、財団運営の道を模索していきたいと考えています。
さて、長くなりましたが今回も４名の OSF ファミリーから現況のご報告
を頂いています。お忙しい中、素晴らしい文章を執筆してくださいました
皆さん、本当にありがとうございます！

ソマンさん
（ニュージーランドより）

世界のなかまはどうしてる？
ミャンマーでは 2020 年 3 月からコロナウイルスの感染が始まった。コロ
ナと戦っているなか 2021 年 2 月 1 日からミャンマーは国軍のクーデターに
落ちた。ウイルス感染中にも関わらず国軍に対するデモが続いた。国の政
治、経済、医療、教育状況は何から何まで悪化した。私は二人の子供を連れ
て両親がいる田舎に避難した。
今は両親とともに平和になる日を待ち望みながら田舎で過ごしている。職
業は日本語の学校と日本の化粧品販売店を営んでいるが、コロナでは閉校、
閉店しているため現在はネット販売だけが頼りになっている。国の状況が悪

セン マイさん

化しているため子供達が学校に行けず、自宅に軟禁されるような状態でもう

（ミャンマー出身・同国在住

2 年になった。私は子供達の教育を欠かせたくないので、自分自身で子供達

2006 年会館生）

の教育に挑んでいる。主にミャンマー語、英語、算数

３科目を教え、ホー

ムスクールの状態なので毎日が忙しい。たまには、山や川に出かけたりして
リラックスするが、また、平和で普通に暮らせる日が欲しいと願っている。

←2007 年の浴衣イベント。
ご本人右
とてもお似合いです！！

2021 年の 4 月からミャンマーでコロナウイルスの感染が最大になったため

数十万人の感染者と数万人の死者が出た。私と家族は無事健康で過ごしてい
るが、また、いつ感染が強化してくるか、いつ戦争が始まるか恐れながら暮
らしている状態だ。OSF ファミリーの皆さんもそれぞれコロナで苦しい状況
だろうと思うが、ミャンマーの平和のために祈ってくださいと願いたい。私
も世界がいち早く健康になるように祈っている。

ジョン

ゾン ジ ン

丁 鐘珍さん

（韓国出身・同国在住
2019 年奨学生）

OSF ファミリーの皆さん、こんにちは！コロナ下の今、無事にお過
ごしですか。
私は 2019 年 4 月から 1 年間 OSF にお世話になり、2021 年 3 月に
東京理科大学の博士課程を卒業し、現在は韓国の朝鮮大学で研究員と
して活動しています。また、5 歳の子供を含め、3 人の家族と一緒に
過ごしています。あいにく職場が地方にあるため週末だけ家族と一緒
に過ごしていますが、私の家族と思い出を残すために努力していま
す。
日本で 10 年間の留学生活では合格と不合格、入学と卒業、悲しみ
と喜びなど色んなことを経験し、私には忘れられない時間です。特
に、日本の生活に定着しながら出会った各国の人々との交流は、楽し
さそのものでした。出会いにおいて、最初は人見知りもしましたが暖
かい言葉から始まり、たくさんの仲間との出会いがあり、OSF での生
活は月に一度私に休憩を与える唯一の安息所だったようです。
最後に、マハトマ・ガンジーはこう言いました。「人生には急ぐこ
と以外にも多くがある。」OSF 留学生の皆さん！学業のために日々精
進しており、目標のために頑張っていると思います。しかし、日本で
留学生活をしている今の瞬間は再び来ません。たまには周りも見なが
ら学業以外の経験も人生の良い思い出として大事にしてほしいです。
←2019 年、会館での
奨会合同 BBQ にて。
ご本人右
2018 年、同じく会館
での OB 訪問会にて。
ご本人左→
お二人とも良い笑顔！

皆さん、世界のどこかで元気にお過ごしでしょうか？
私はベトナムから来たユンです。現在、千葉県の市川市に住み
ながら、都内の企業に勤めています。昨年の 2021 年 2 月まではベ
トナムに 1 年半いました。コロナのせいで、ベトナムと日本で何度
か隔離生活を強いられました。改めて、外出できず室内に閉じ込

グェン フ ユンさん
（ベトナム出身・日本在住
2014 年会館生）

められる生活は大変だなと思いました。皆さんも同じ経験があり
ましたか？
2021 年 10 月ごろから日本でコロナ新規感染者が減少し、以前
の生活が少しずつ戻ってきました。写真は友達と一緒にひたち海
浜公園にコキアを見に行ったときです。また、今年の年末年始は
岐阜県の高山及び白川郷で過ごしました。合掌造りを見たり、雪
国の生活を体験したりしました。合掌造りは意外にも大きくて、2
階・3 階建てのものが多かったです。昔の日本人は結構大きい家に
住んでいたなと思いました。
しかし、このごろ日本でもオミクロン株があちこちで見つかる
ようになり、また制限された生活が戻るのかもしれませんが、今
年こそコロナが収束し、世界に自由に行くことが可能になること
を願っています。そうしたら、OSF の忘年会でまた皆さんに会え
ることを楽しみにしています。
↑2015 年 3 月例会にて。
ご本人左

↑2015 年 12 月
八千代マラソン。ご本人右２

ソ マンさん

↗国家は「国民に安定した雇用機会を確保する」という方針に注

（中国出身・

目する一方で、外国人の就職条件は厳しくなり、外国人の就職率

ニュージーランド在住

は大幅に低下しました。
2021 年にビザが切れる私にとっても、とても苦しい状況にあ

2016 年奨学生）

ったのです。その時は、英語の試験もコロナの原因で半年間停止
され、条件の厳しさから仕事も見つかりにくかった。その時の私
はストレスがたまり、よく腹痛を感じていました。でも私の周り
2018 年に、社会教育学を勉強した私はニュージーラン

にいつもポジティブな人がいて、私を応援してくれたので、私は

ドの多文化教育システムに興味を持ち、第二の故郷である

絶えずチャレンジしました。幸い政策も多少ゆるくなり、仕事も

日本を離れてニュージーランドへ留学することを決意しま

見つかったのでビザの延長もでき、さらにこの国で定住する資格

した。日本での長い期間の留学生活を終わらせ、再び新し

も頂きました。

い国へ留学の旅に出ることは私にとって本当に大きなチャ

最近、私は何となく心がもっと強くなり、困難に向かう時更に

レンジでした。右も左もわからぬ環境で、言語や生計など

冷静に思考するようになってきたように感じます。多分これが、

に戸惑うことがよくありましたが、日本での貴重なアルバ

悩みを乗り越えた後の成長でしょう。現在はコロナ禍が全世界を

イトの経験を活かしてすぐ仕事を見つけ、それから英語の

覆い、暗い影を落としています。皆さんも多かれ少なかれコロナ

勉強にも集中することができました。仕事は CSR の関係

に影響されると思いますが、こんな時こそ、「諦めない心」が重

で、多言語を生かして全世界のお客さんと交流し、マネー

要だと思います。未来に悲観を思わず、今を大事にして、コロナ

ジャーになるまで頑張りました。

禍を乗り越えましょう。

しかし、この穏やかな生活が新型コロナに完全に打破さ
れました。ニュージーランドは 2020 年 3 月 19 日からコロ

↓2017 年 10 月
合同例会にて、理事長と。

ナによる国境閉鎖措置を取りました。現地の最も重要な産
業である、旅行業界、教育業界と生活関連娯楽サービス業
の損失は極めて深刻です。↗

現役生のイベント

誕生、おめでとう！
奨学生

姜 天怡さん
（中国・奨・２０１5）
男の子が誕生しました！
（林卓燃くん）
すくすく育ってね

ラガブ カヤストさん
（ネパール・奨・２０05）
男の子が誕生しました！
（RIVAN くん）
将来が楽しみです❣

【財団より】
２０２２年は、財団設立３０周年イヤーです！
財団を応援してくださる沢山の方々のお陰で、３０年間歩み
続けることができました。心より御礼申し上げます。
可能な限り、周年イベントも企画していこうと思っています！

奨学生は 12 月、ささやかながらクリスマス会を
行いました！プレゼント交換もしましたよ。↑
会館生はクリスマス、一品料理会が復活！
年末は有志でボーリングにも行きました。↓

会館生

