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私は 10 歳から 4 年間、北京に滞在し、西頤小学校

で 2年間、人民大学付属中学校で 2年間、学びました。

その間、教育熱心な中国人の先生方のもと、多くの中

国人と数名の外国人の級友たちと机を並べながら、中

国語漬けの日々を送っていました。 

大学卒業後、私は銀行勤務を経て、20 代後半から

中国語のフリーランス会議通訳者として仕事を始め

ました。その後、会議通訳者、放送通訳者、通訳専門

学校講師、そして大学専任教員として、ビジネス、国

際交流、教育の現場でとことん中国語に携わってきま

した。 

そのなかで得たものは、様々な人々との出会いで

あり、多くの現場経験と専門的な知識です。これらは

私の大きな財産となり、いまもなお少しずつ増え続け

ています。思えば、これらはすべて子供時代に、中国

をはじめとする外国の人たちと日々、言葉を交わし、

コミュケーションを図ってきたことが出発点になっ

ています。 

現在、世界各地でＳＮＳが隆盛し、多くの人々がそ

のテクノロジーの恩恵を被っています。私も昨年、中

国版 SNS、WeChat(微信)のおかげで、昔の級友たちと

交流を再開し、思い出話に花を咲かせ、近況を伝え合

っています。このように、子供時代あるいは青年期の

交流は、生涯にわたって続く可能性があるものです。 

外国の人々との交流においてもっとも重要な意義

は、言語、習慣、考え方の異なる相手の存在を知り、

理解するために会話し、互いに歩み寄ることです。単

なる営利目的の交流は、追求すべき利益がなくなれば、

いとも簡単に廃れてしまいます。 

近年、国家間の関係は、トランプ大統領の外交戦略

を例に出すまでもなく、国益最優先の姿勢がより露骨

に現れ、ゼロサムゲームのごとき様相を呈しています。

昨今の日韓関係の悪化も、歴史認識の違いが最大の原因

とはいえ、そのことと決して無関係ではないでしょう。 

友情と信頼関係に基づいた民間交流は、外交関係の

悪化に左右されるべきではありません。信頼関係を長

期的に維持していくためには、交流を続ける意志と情

熱が不可欠です。そのような交流を始めるには、大人

になってからよりも、外国や外国人に対する先入観や

偏見が比較的少ない子供のうちが最適といえるでし

ょう。まさに、そのような有意義な事業を長年おこな

っている日中児童の友好交流後援会の活動に、今後と

も微力ながら貢献して参りたいと思います。◆
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特別寄稿 

長い間のご支援を有難うございました 

旅中・旅高女第 36 期同期会「アカシヤ会」への感謝 
 このたび本後援会設立当初よりご支援いただいた旧制旅順中学校と旧制旅順高等女学校の同窓生たちで結成された同期会

のひとつである「アカシヤ会」から解散にあたりご寄付のご納入がありましたので、ここに謹んでご報告させていただきます。

長い間お心のこもったご支援をいただき、本当に有難うございました。会員の皆様の末永いご健康をお祈り申し上げます。 
 

 
 

アカシヤ会について 

会員 丹 直清 

1945 年 8 月、我が国敗戦時、私は旧制旅順

中学校 3 年生でした。学徒動員令が公布されて、

皆勤労動員に駆り出され、勉強はあまりできな

い状態でした。同じ年頃の女子は旧制旅順高女

3 年生でした。戦後の状況は皆いろいろでした

が、多くはソ連軍の命令で大連に移住させられ、

そこで二冬を過ごして 1947年に大連港から引

揚げ船で内地へ帰還した級友が多かったよう

です。 

 やがて内地でバラバラだった級友たちも連

絡を取り合い、1968 年に大津市で全国大会を

開催し、恩師を含めて 54 名が参加、会の名称

をアカシヤ会とすることにしました。その後

2005 年まで全国大会を 12 回行い、互いに励

まし合って戦後の日本での生活を築き合って

きました。 

旅中・旅高女とも入学当時は４学級 200 名

ほど在学でしたが、現在は旅中・旅高女ともに

連絡がつくのは 50 名ほどです。皆さん高齢と

なり、全国大会も開けないので「アカシヤ通信」

として年 1 回発行してきましたが、これも継続

が難しくなり、本年（2019 年）をもって終刊

とすることにしました。 

 現存の同級生は皆昭和に生まれ、平成の時代

を生き抜いて、令和の今日に至っているわけで

すが、90 歳近くになります。顧みれば戦後の

我が国及び世界の動きは必ずしも満足とは言

えないように思えますがともかく平和に推移

してほしいと願うこの頃です。   
               

【付記】 

「アカシヤ通信」最終版（2019 年 8 月吉日発行）の

概要は次の通りです。 

①前文 平成 31年は本年 4月末をもって終了しまし

た。「平成 30 年末の文字」は「災」でした。平成

30 年の間を通観してみれば「災害が多く」「束の間

の平和」といった期間だったように思えます。本年

5 月 1 日より元号は「令和」となりました。私たち

アカシヤ会員は皆昭和に生まれ、平成の時代を生き

抜き、現在に至っております。皆様にご愛顧頂きま

した「アカシヤ通信」も本号をもって終刊と致しま

す。今後は近隣の方あるいは連絡のつく仲よしの方

と適宜交流されるよう願っております。 

 実は小生、本年初頭より体調を崩し、入退院を

繰り返していたため心身ともに衰弱し、全会員に

この通信をお届けすることが出来ません。お知り

合いの会員から照会がありましたならば、適宜お

伝え頂ければ有り難く存じます。以下、昨年 6 月

以降のアカシヤ会関係諸行事の概況についてお知

らせします。 

②（１）「アカシヤ会関東地区懇親会」平成 30 年 10

月 15 日、新宿で開催、旅中 4 名、旅高女 6

名、計 10 名で楽しく語り合った。 

 （２）「ふるさと旅順を語る会」平成 30 年 6 月 10

日、中央区で開催、29 年末に逝去された板

倉哲郎先輩を偲ぶ会として、板倉夫人、板倉

令嬢を交え、7 名の会員が集まり、故人のご

遺徳を偲びつつ旅順について語り合った。 

 （３）「旅高女 36 期生の集い」令和 1 年 6 月 10～

12 日、佐賀方面。大阪・九州方面の旧友 6

名で温泉等を楽しみながら語り合った。 

③会員消息 

 期間中に亡くなられた会員の消息等 

④その他 アカシヤ通信終刊後の処理について 
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翻訳ボランティアにお迎えして 
翻訳ボランティアの皆様は本後援会の中心的活動である文通活動の土台を支える影の偉大なる大功労者です。 

日本語から中国語への翻訳者が不足していたため、（公財）日中友好会館の留学生事業部長夏瑛様に依頼し後楽寮

にお住いの留学生たちに募集をしていただきましたところ、次のお二人をお迎えすることができました。 
 

 

 

 

李ニ維さん 
まず、李ニ維さん（早稲田大学留学生）をご紹

介します。李さんは応募にあたり、「ぜひぜひ

協力したい」とのメールを頂戴しました。  

 

≪自己紹介≫ 
中国江蘇海洋大学日本語学科講師李ニ維です。

日本語の世界に足を踏み入れてから今まで、お

ぼつかない日本語ですが、たくさんの翻訳の仕

事をいただいて参りました。生活費のために、

学費のために、などなど。「日本語を勉強して

日中友好の架け橋になります！」という日本語

を専門とする学生なら誰もが口にしてしまいそ

うな言葉を顧みもせずに。  

初心をすっかり忘れていました。  

この度日中児童友好交流後援会様のお陰で、

子供たちの手紙を翻訳することができました。

読んでいながら子供たちの可愛い生活ぶりを想

像していて、癒されています。単純に悩んで、

喜んで、頑張ることを教わりました。テレビな

どを通して見たり聞いたり、先生や親に教えら

れるのではなく、子供たちがこのように自分で

人間としてお互いを知り、理解していくことに

少しでも役に立てることがこの上なく幸せです。 

貴重な経験、ありがとうございます。 

 
 

 

 

 

許秦さん 
つぎに、許秦さん（東京大学大学院留学生）を

ご紹介します。  

 

 

≪自己紹介≫ 
こんにちは、今回新しく貴後援会の翻訳ボラ

ンティアになった許秦と申します。現在は東京

大学大学院・人文社会系研究科、韓国朝鮮文化

研究室に所属している修士 2 年生です。専門は

言語学で、今は朝鮮語の音声について実験音声

学的な方法を用い、研究を行なっています。  

私は語学の勉強が好きで、今まで様々な言語

を学んできました。私は中国の朝鮮族ですので、

幼い頃から朝鮮語と中国語の両方を学びました。

更に、英語は第一外国語として勉強し、日本語

は独学しました。他にも色々ありますが、あま

り上手ではありません。 

今回翻訳のボランティアを申請した理由は言

語学という自分の専門を生かし、日中の友好交

流に貢献できると思ったからです。今回は日本

の子供が書いた手紙の日 −中翻訳を担当しまし

た。子供が書いた文章を翻訳することは、決し

て簡単とは言えませんが、両国の未来である子

供の交流に寄与できると考えると、嬉しい気持

ちでいっぱいでした。  

今回、この様な場を設けて頂いた貴後援会に感

謝の意を表します。そして、長年日中の交流活

動を支援している皆さんにも心から感謝申し上

げます。また、剣道大会、松山バレエ団の公演

なの、様々な活動を我々留学生向けに設けてい

ることに対し、この場を借りて全留学生を代表

し、再度感謝の気

持ちをお伝えしま

す。 

今後も自分の勉

強に励むと同時に、

日中の友好関係を

促すための架け橋

としての役目を果

たしていきたいと

思います！ 
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大連の小学４年生 

鷹番小へ転校！ 
 

本後援会の活動が元になり、このたび、初めて、大

連から日本の小学校に転校した小学生がいます。 

本後援会の訪日団の随行や文通活動支援をしてくだ

さっている本後援会アドバイザーの劉瑛さんがこの

たびご一家で日本に引越しをされてきました。次男の

リャンリャンさんは、訪日団随行の劉瑛さんに伴わ

れ、すでに２回、鷹番小を訪問した経験があります。 

2019年8月14日（水）、お盆の真っ最中に劉瑛さ

んが次男のリャンリャン君を連れて大連から来日し

ました。ご自身が日本でコンサルタント会社を開くこ

とになり、それに伴い小学 4 年生のリャンリャン君

は夏休み明けの 2 学期からは大連の小学校から目黒

区立鷹番小学校に転校することになりました。 

 8月26日〈月〉には、体育館に全校児童が集まり

２学期の始業式が開催され、校長先生から皆さんに転

校生が来ました、とご紹介していただきました。  

日本語がまったくわからないリャンリャンさんは、

クラスのみんなとポケトークを使ってコミュニケー

ションをしてみました。  

新しいお友達たちがニコニコと元気に仲間に入れ

てくれたおかげで、大変楽しくスタートが切れたとの

ことです。給食も大好き、だそうです！ 

 

 
初登校したリャンリャンさんと母親の劉瑛さん（校長室にて） 
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2019年度 通常総会 
2019 年度通常総会は、5 月 28 日（火）に中村芳子理事

のビレッジセラーズ銀座事務所をお借りし、所内の会議室

で開催されました。出席者数は委任状を含め 40 名となり、

当日の会員数76名の過半数を確保し成立しました。 

当日の出席者は江原規由理事長、成川育代副理事長、榊

原淳子専務理事、福川由巳子理事、中村芳子理事、黄程陽

会員、濱淵雅子会員そして江原孔江事務局長の8名でした。 

あいかわらず、徐々に会員数が減少する中、創立27周年

目を迎えた本後援会はいままでどおり、文通および訪日団

受入活動を実施・展開していきます。今後とも何卒よろし

くご支援賜りたくお願い申し上げます。 
 

2019年度 文通交流 

 大連在住の肖輝理事（大連外国語大学助教授）のご協力

をいただき、今年度の文通交流活動も順調にスタートして

います。今年度も参加校はそれぞれ 3 校ずつの参加です。

東京都目黒区立鷹番小学校と大連市旅順九三小学校、東京

都港区立御田小学校と大連市普蘭店区駅前小学校、そして

東京都港区立高輪小学校と大連市中山区実験小学校の６校

が参加しています。第１回目の日本側 3 校からの返信は 7

月下旬に事務局に到着したため、夏休み明けを待って 9 月

に入ってから大連に送付しました。国慶節が10月1日なの

で、中国からの２回目の手紙は、その後になる予定です。 

今年度の文通参加者数は以下のとおりです。 

目黒区立、鷹番小4年生74名、5年生81名合計155名 

港区立御田小4年生59名、5年生60名合計119名 

港区立高輪台小４年117名名 

旅順九三小4年生74名、5年生81名合計155名 

普蘭店区駅前小４年59名、5年生60名合計119名 

大連市中山区実験小４年117名         合計782名 
 

2019年度 訪日団 
 本年度も訪日団受入は1月の予定です。いつも随行して

くれている劉瑛アドバイザーが都内在住者となったため、

受入体制に安心感があります。大変大きな効果のある訪日

団の受入について、少しずつ準備を始めています。 
 

朋友会からのお知らせ 
2019年6月8日（金）来日中

の趙洋洋さんご夫妻を 

囲んで朋友会を開催 

しました。 

昨年の3月に初来日 

した夫の翔君さんとと

もに、佐久間和子さん

を訪ねての訪日でした。 

故板倉哲郎理事長の 

同級生の植木延壽氏（92）が 

ご参加くださり、なごやかなランチ会 

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記  
たいへんな猛暑だった 2019年の夏でした。本後援会の会員や

朋友会の方々の近況を多数お知らせする号となりました。中国の

若い人々が本後援会活動の意義を重く受け止めボランティアとし

てまた自身の人生のなかに取り込み、具体的な行動に結びついて

いるのが印象的です。近年、ますます本後援会の活動の重要性が

際立ってきているように思われてなりません。（月季） 
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