
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃現役生（奨学生・会館生）近況 

２０２２年度は奨学生９名、会館生８名でのスタートとなりました。まだ一泊旅行などは難しいです

が、毎月財団本部に集まって、皆で楽しく交流しています（下写真）。６月には奨学生・会館生が集合し

て、稲毛駅のボウリング場で対抗戦を行いました（上写真）。今度は OBOGの皆さんとも勝負したい！ 

＃誕生、おめでとう！ ＃海外で OBOG 会やりました 

会館生 OBOG のヒーン

くん、ユランさん、ジ

ヘさん、ゴドンくん（右

写真。左から）が韓国

にて集合、岡本財団の

OBOG 会が盛大に行わ

れました！みんな変わ

らず、元気そうだね。 

3/22 

会館生 OB のレンデ

ィ・プラタマさん（イ

ンドネシア・2014年）

に、 

３人目のお子さんが

生まれました（暖人

くん）！ 

大きな口を開けて、

やんちゃそうな顔を

しています。すくす

く育ってね！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・編集 公益財団法人岡本国際奨学交流財団(Okamoto Scholarship Foundation OSF) 

263-0023 千葉市稲毛区緑町 1 丁目 19 番 11 号 TEL043-248-8808  FAX043-238-4138 
osf-midori1911@coda.ocn.ne.jp  http://www.osf-family.com 

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 

マヒさん 
（タジキスタンより） 

 OSF ファミリーの皆さん、こんにちは！今年の日本は梅雨が短く、あっという間に蒸し暑い夏が

来てしまいました。エアコンの一斉使用により電力も足りていないようで、どうなることやら…   

さて、今回も世界各地の４名の岡本財団 OBOGの皆さんに、近況を報告していただきました！ 

シェルパさん 
（カナダより） 

ペンさん 
（中国より） 

ロコウさん 
（日本より） 

＃世界からの近況報告 

彭 覬龍（ペン ケロン）さん 
＠中国出身・同国在住 ２０１６年会館生 

謹啓 感染拡大防止のため、これまでと違う生活様

式が求められるようになったこの頃ですが、OSF 家

族の皆様、お元気ですか。 

 月日が経つのは早いもので、千葉大学を卒業して

からもうすぐ３年経つのですが、まだまだ仕事に余

裕がある状況ではございませんが、少しだけ心にゆ

とりが生まれてまいりましたので、岡本財団の関係

者様にお世話になったお礼と近況をお伝えしたく筆

を執りました。 

 私は、日系企業様に向けて営業部に配属となりま

した。留学生会館で一年以上住んでおりまして、その

時々身に付けたコミュニケーション能力を活かした

く、営業部を希望しておりましたので、営業部に決ま

ったときはとても幸せな気持ちになりました。しか

し、財団の皆様から日本語の喋り方だけではなく、

様々な国の多種多様な価値観を持つ会館生と共に暮

らして、多彩な物事の考え方、解決の仕方、さらには

人としての在り方や礼節までもお教えいただきまし

たので、そのことに大変助けられております。↗ 

↗先輩や上司、特に日本人のお客さまから好印象を

持っていただくことができ、現在完全に営業を任さ

れることになりました。仕事にやりがいを感じはじ

め、楽しく働いております。 

未熟な私が、こんなにも早い段階で仕事できるよ

うになりましたのも、財団の皆様ご指導のおかげと

改めて感謝しているところです。「皆様のおかげで今

の私がある」そのことを胸に留め、日々頑張ってまい

ります。なかなかお目にかかれませんが、温かく見守

っていただけますと幸いです。 

 財団の皆様、お忙しい毎日かと存じますので、ご自

愛ください。また、ご連絡させていただきます。 

【ちなみに…7/5（火）４名が在住する各国の天気は？】 

・ドゥシャンベ（タジキスタン）晴れ時々曇り ３２℃ 湿度３０％  ・バンクーバー（カナダ）曇り ２３℃ 湿度６０％ 

・深圳市（中国）雷雨 ３０℃ 湿度６０％             ・神奈川県川崎市（日本） 雨 ２９℃ 湿度８０％ 

 

↓2019年 9月、学

位記授与後に会長

夫人と。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呂 行（ロ コウ）さん 
＠中国出身・日本在住 ２０１８年奨学生 

最近の大きな出来事は、転職・引っ越しです。 

それまでは農業機械の大手の会社でエンジン

の開発を行っていましたが、中国語・英語・日本

語の３か国語を話せるスキルなどを最大限発揮

し、社外の人とのコミュニケーションをより取れ

る仕事に就きたいと思い、転職活動を始めまし

た。そして自動車の部品メーカーに内定をもら

い、昨年の１１月に大阪から埼玉・さいたま市の

浦和に引っ越しました。 

引っ越してみて、関西と関東では周りの人の性

格が違うと感じました。大阪では会話がオープン

で、思ったことをすぐに言葉にし、遠慮が少ない

です。反対に埼玉はまさに日本を象徴するような

性格の方が多かったです。 

浦和は、非常にスポーツに力を入れている街で

した。大きなサッカースタジアムの隣にきれいな

バスケットボールのコートがあり、たまたまその

日コートにいた人たちと３on３をしたりして楽

しみました。↗ 

↗コロナ下で新しい人と出会うことができて、とても

有難かったです。また浦和は教育や子育てにも力を入

れており、平日街を歩くとたくさんの子供が歩いてい

るのを見かけました。 

そして今年の６月、神奈川県の武蔵小杉に引っ越し

ました。ゴミの分類は大阪、埼玉より厳しいですが、道

路や施設は新しく暮らしやすい印象です。 

それにしても引っ越しはとてもお金や労力が要りま

す。手続きも本当に大変です。できれば、もう武蔵小杉

でずっと住みたいと思っています。 

↑ダンスが得意な呂行さ

ん。過去の年忘れパーテ

ィーではキレッキレのブ

レイクダンスを披露して

くださいました！ 

ウスモン マヒノーズ さん 
＠タジキスタン出身・同国在住 ２０１５年会館生 

タジク語に、良く知られている諺があります。 

 

タ ジ ク 語 ： « З и  гахвора то гур дониш 

бичуй». 

読：「Zi gahvara to gur donnish bijuy」 

訳：ゆりかごから墓場まで学べ 

この諺は意味深く、人生に貴重なことを示してい

ると思ったので、他の言語でも探してみました。似

たようなものがたくさんあり、意味が一番近いのは

以下のものです。 

 

ロシア語：“Век живи - век учись”  

読：「Vek jivi – vek uchis 」 

訳：一生生き、一生学び 

英語：Life's all about continuous learning 

訳：人生は学び続けるもの 

日本語：習うのは一生 

これらの諺はどれも、新しいことを知り、身につ

けていくために、人は一生を通して常に学び続けな

ければならないという意味です。これら４つは、別

の言語であっても繋がりがあります。文化や習慣に

よって表現の仕方は違っていますが、その国の文化

や習慣に合わせた言い方になっています。 

私は帰国後、2019 年 10 月に「心」という日本語・

日本文化センター（JLCC: KOKORO）で日本語教師

としての活動を始め、今に至っています。JLCC

「KOKORO」は、タジキスタンで唯一、初の日本語・

日本文化センターです。私は、センターの一員にな

って、仕事をすればする程分からないことが沢山出

て来ました。そして、毎日何か新しいことを学べる

からこそ、仕事が楽しいのです。つまり、ゆりかごか

ら墓場まで学べ！です。 

私は、今年の６月にタジキスタンのスラブ大学で

修士課程を卒業しました。２年間はあっという間に

過ぎ、大学を卒業すればもう学ぶことはないという

考え方が間違っていることももう一度確認出来まし

た。 

★是非ともタジキスタンに遊びに来てください❕ 

←タジキスタン南部、ムミ

ナバードの奇岩群にて。日

本では絶対に見られない

絶景です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃あなたを動物に例えると何ですか？ 現役奨学生の作文 

自分を動物に例えると、ゾウです。 

自分の今までの人生は、まるでゾウの成長のようです。

幼いゾウは元気で幸せで、若いゾウはせっかちで鈍く、大

人のゾウは常に経験を積み重ね、次々と困難を解決し、新

しい道へと導き続けています。 

幼い頃は両親の出張が多かったため、叔母と一緒に田舎

で暮らしていました。都市と違いシンプルな生活で、毎年

の最大の願いは、年末の試験で良い結果を得て、普通の中

国の子供たちのようにママとパパと幸せな新年を過ごすこ

とです。親の隣にいる幼いゾウのように、幸福を楽しみま

した。 

その後、ほとんどの中国人学生と同じように中高生を過

ごし、インターネットを通じて日本の文化を学びました。

漫画やアニメから、高校生活や教科書の内容をはるかに超

える、私が経験したことのない社会的知識や価値観を得、

それらは私に真の自己を求めることを教えてくれました。

その時自分を変えて、留学することを夢見ました。中国の

高校で勉強は 1 日の全てを占めています。大学入試がすべ

ての未来を決定する社会環境では、多くの人々が本当の夢

をあきらめ、試験のために生まれた機械になります。↗ 

↗高校 2 年生の時、母の病気の都合で、教育を専攻する

国内の大学を選びました。 

大学時代に青春を感じ、自由な時間も増えたので、興

味のある日本語や文化を学びました。卒業後は高校で働

きましたが、以前は私のようだった生徒たちを見ると、

高校時代に戻ったようでした。右手が骨折したある生徒

は、書くことができませんので、期末試験を受けるため

に、左手を使ってメモを取る準備を始めました。1 ヵ月

半後、彼は左手を使って試験を受けたのです。「試して

いないのなら、どうやって結果が分かるのか?」一度は

諦めた夢が、心の底から再び押し寄せてきました。その

生徒と比べて、自分は鈍くてせっかちな若いゾウのよう

でした。 

今、私はすでに日本にいて、研究に専念しており、本

当の夢を追求するために懸命に努力を続けています。私

はもう迷いません。自分の欠点に立ち向かい見つめ直す

新たな挑戦を試みて、自分の夢を追いかけて、決してあ

きらめません。大人のゾウのように草原をしっかりと前

進し、生き残るための水源を探していきます。 

張 博さん 中国（北京市） 

千葉大学大学院 融合理工学府 先進理化学専攻 

私は動物に例えると、いつも感謝の心を持ち、周囲にた

くさんの感動と楽しさを運んでくる「犬」です。 

感謝の心を忘れず、弱い立場に立つ人のために頑張りた

いと思えたのは、大学 1 年生の時の友人との日本旅行がき

っかけでした。はじめての海外旅行で、友人とすっかり舞

い上がってしまった時、牛乳が使われていたピザを食べた

友人がアレルギーで倒れてしまいました。私はこの緊急事

態をどう処置すればいいかわからず、パニックに陥ってし

まい、全く動けなくなりました。その時、通り掛かった日

本人の女性の方が救急車を呼んでくれて、さらに「大丈夫

です、安心してください」と優しい声で私たちを慰めてく

れました。友人は病院で適切な救急処置を受けることがで

き、命を取り留めることができました。救ってくれたその

女性の姿がいまだに忘れられません。この経験から、感謝

の心を持ち、困っている人、弱い立場に立つ人のために自

分に何かできることがないかを考え始めました。↗ 

↗そのような思いから、大学では様々なボランティア活

動に積極的に参加しました。子供たちに国語を教える教

員ボランティア活動で、教育資源が不足している村の子

供たちに心を痛めました。そして、友人を巻き込んで子

供たちへの図書の寄付活動を企画しました。読まなくな

った図書が古くなった図書を集め、子供たちに届けた

時、大きなやりがいや達成感を感じました。 

大学卒業後、私は日本に留学することを決意しまし

た。現在は大学院の先生や友人に応援してもらいなが

ら、楽しい大学院生活を送っています。また、積極的に

研究科の活動や懇親会に参加し、自分の国の文化と地域

の文化を発信し、周りの人との絆を大切にしています。

そして「犬」のように感謝の心を持ちながら学んだこと

を活かし、周りを楽しませ、助け合う環境を作ることを

目標としていきます。 

 

趙 えいきさん 中国（広東省） 

早稲田大学大学院 日本語教育研究科 日本語教育専攻 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃専攻科目を選んだ理由と将来の目標 現役会館生の作文 

私は千葉大学の人間生活工学研究室に所属して研究を

続けています。とはいえ、人間生活工学研究室がしてい

る研究を想像できる方は少ないと思います。しかも、専

攻はデザインです。大学院生として自己紹介をする時に

専攻と所属の研究室を言うことは当然なので私もとりあ

えずそう言いますが、その次にどのように説明したら良

いか悩みます。 

私が卒業した高校は韓国の全国から学生が集まった学

校でした。その中で生活しながら他の学生から色々学ぶ

ことができて楽しかったです。韓国の全国と言っても世

界に比べたら決して広くないですが、それでも自分が成

長することが感じられました。それで、もっと広いとこ

ろが経験したくて留学を決めました。大学と専攻を選ぶ

時に、千葉大学に工学部デザイン学科があることを知り

ました。子供の頃から物を作ることが好きで、科学も好

きな理系の私にとっては凄く魅力的でした。↗ 

↗入学後、デザイン学科の学生が良く聞かれる質問第１

位である「デザインって何？」という問いに私なりの答

えを考えたら、デザインはやはり人間の生活をより良く

するためのことだと思いました。そこで、授業を受けた

り、研究室の見学に行ったりして人間工学への興味が深

まり、人間生活工学研究室に入ることになりました。 

デザインは見た目を綺麗にすることだと思う方もいる

と思いますが、見た目はデザインの一部に過ぎません。

良いモノやコトを作るために検討すべき要素は材料や使

用者特性など様々です。私の研究分野は使用者、つまり

人間のことを考えてモノやコトを作ることです。「人間

工学的デザイン適用」などの広告を良く見ると思いま

す。ただ偉そうに名付けたように見えるかもしれません

が、人間の動き方から本人が気付けない生理反応などの

根拠を持った上で提案します。従って、将来に関わる分

野が何になっても、人間のことを考慮した上でモノやコ

トを作り、人間の生活をより良くしたいと思います。 

 文化計画デザインの研究室で研究生として入学するこ

とになったのは、学部の時に複数専攻した日本学を勉強

する中で「日本都市と文化遺産」と「日本民俗文化コン

テンツ」という授業を受講したことがきっかけであっ

た。２つの授業は日本地域や文化に対する関心につなが

り、地域の特色が生かされた祭りと文化を学ぶことがで

き、日本の伝統的な民俗文化が今も地域と住民の暮らし

に共生していることを知ることができた。地域の文化的

要素とコミュニケーションに焦点を置いて地域資源を取

り上げた情報発信と、それが次世代にも繋がるような活

動を通して地域の文化的価値を上昇させる研究がしたい

と思った。 

韓国の場合、日本のように地域の祭りが活性化せず、

伝統的な祭りも多く消えつつある現状である。↗ 

↗日本の場合、祭りの雰囲気を楽しむということ以外に

も自然が持っている神聖な力を信じ、「神」を奉る神道

に根を置いていることを学んだ。昔からの日本人の民俗

と伝統がまだ生かされているところが興味深く感じられ

た。それで、日本の祭り文化に関心を持つようになり、

千葉に住みながら千葉に存在する文化的・歴史的経験を

土台に千葉の祭りについて研究したいと思った。 

将来は学部の専攻だったマーケティングと文化計画デ

ザインを組み合わせて地域ブランディングをしたいと思

っている。 地域社会の固有性と個別性を保存しなが

ら、地域住民との協力により歴史と文化を交流させ、地

域の問題点を解決できる機会を設けたいと考えている。

また、地域外の人に地域固有の文化を体験できる展示会

とワークショップを開催し、日常生活では感じられない

雰囲気と豊かな文化的価値を感じてもらうことを目指し

ている。 

ソ ミンジョンさん 韓国（忠清北道） 

千葉大学大学院 融合理工学府 創成工学専攻 

イム ヒョンジンさん 韓国（ソウル特別市） 

千葉大学大学院 融合理工学府 創成工学専攻 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSF の皆様、いかがお過ごしでしょうか？元奨学

生( 2018 年度）のシェルパです。 

2019 年に拓殖大学大学院を卒業して横浜にある

日本企業に約 2 年間勤め、2021 年に第二の故郷で

ある日本から程遠いカナダのバンクーバーにあるカ

ナダの企業に転職することを決心しました。日本で

のかなり長い生活を終わらせ、再び新しい国での生

活のチャレンジをすることにしました。 

世界中がコロナのなか入国して、最初 2 週間の隔

離期間を終わらせ、コロナのワクチンを接種して仕

事をはじめました。カナダのワクチン接種の流れは

とても簡単で、身分証明書をもっていれば近くのク

リニック等で直ぐにできました。旅行者以外は、カナ

ダの医療費はただです。最近はコロナも落ち着いて

きて以前の生活に戻っています。 

今回は皆さんにバンクーバーの気候や天気につい

て短く紹介させていただきます。バンクーバーはカ

ナダの南西にあるカナダ第三の都市です。南に行く

とアメリカとの国境があり、バンクーバーから車で

約 3 時間ほどでアメリカの都市「シアトル」に行く

ことができます。 

バンクーバーは高層ビル群が並ぶ大都市でありな

がら、自然と都市が共存する特徴的な都市です。海と

山に囲まれた都市で、私の様な自然が好きな人には

最高の場所です。また、人口の半数以上が英語を母国

語としない人たちで構成されており、様々な民族が

入り交じって暮らしています。今私が住んでいるリ

ッチモンドと言う町は人口の約半分ぐらいがアジア

系です。アジアンレストランなども沢山あり、とても

便利です。 

シェルパ・チリン さん 
＠ネパール出身・カナダ在住 ２０１７年奨学生 "カナダ＝寒い"というイメージを持っている人も多

いかもしれませんが、カナダの面積は日本の約 26 倍

と非常に広大なので、気候も場所によって様々です。

バンクーバーには日本と同じように四季があり、カ

ナダの中でも年間を通して温暖で非常に過ごしやす

い都市です。秋の紅葉と春は桜がたくさん咲きます。

多様な文化が寛容に混ざり合い、気候も温暖で自然

環境にも優れている事から過去に 『世界で最も住み

やすい都市』 に選ばれたこともあるほどです。 

実際の天気はというと、夏は爽やかで晴れた日が

続き、最長で夜 10 時頃まで日が長くなります。こち

らの夏は冷房がなくても楽に過ごせます。ほとんど

の家に冷房がついていないです。一方、11 月〜4 月

は雨の多い季節になり、通称「レインクーバー」とも

呼ばれます。冬はバンクーバーから車で約 3 時間の

ところにウィスラと言う有名なスキー場もありま

す。スキーが好きなひとにはとてもいい場所だと思

います。 

物価は日本より結構高いですが、交通機関などが

とても便利で安く利用出来ます。コロナも徐々に落

ち着いてきていますので留学、仕事や旅行など機会

がありましたら是非訪ねてみてください。また、２０

２６年のサッカーワールドカップの開催都市の一つ

に選ばれています。私も楽しみにしています。旅行

は、個人的には 6 月から 9 月の間が一番いいと思い

ます。またの機会で他のお話もできればと思います。 
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４名の OBOGの皆さん、お忙しい中貴重なご報告を頂き、本当にありがとうございました！それぞ

れの舞台でたくましく生活している皆さんの文章を拝見して、こちらも活力をもらうことができま

した。日本であれ、海外であれ、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。（はやく入国

制限も完全撤廃されるといいね。） 


