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2013年 8月 19 日 83 号 

 

「グループ中国だい好き」会報            

『中国だい好き』   
     我们很喜欢中国! 

Women hen xihuan zhongguo! 

 

 

2013年 中国を知る講演会 

魯迅と日本 
 

 7月 28 日（日）13 時 15分より、男女平等推進センターにて、杉本達夫早稲田大学名誉教

授に「魯迅と日本」というテーマで講演をしていただきました。 

 杉本先生は長年東久留米市にお住まいです。老舎研究の第一人者ですが、中国だい好きで

は、現在厳しい状況下にある日本と中国の関係を、日本近代の交流史の中で再度見つめ直し

たいということで、魯迅を取りあげていただきました。 

 

「19 世紀から 20 世紀にかけての中国と日本。魯迅の日本留学と思想形成。心に暗黒を抱

えながら茨の道を歩み続けた生涯のありよう。これらの事がらを、「狂人日記」その他の代

表作を紹介しながら、ごく大雑把ではあるが考えたい。」 

 以上のねらいのもとに、Ⅰ清朝の崩壊と中華民国の成立 Ⅱ魯迅（1881－1936）の歩み 

Ⅲ内山完造（1885－1959）と上海内山書店 Ⅳ「狂人日記」（1918） Ⅴ「阿Ｑ正伝」（1921

－22） ⅵ「過客（旅人）」（1925） Ⅶ 人民革命後の中国 という構成で詳細な講演資料

を作成し、味のあるイラストも交えてお話をしていただきました。 

 

 16時からは場所を近くの喫茶店に 

移し、質疑応答の延長戦となりまし 

た。毛沢東の死後、中国では「聖人」 

化された魯迅像への反発から、若者 

たちに魯迅離れの現象があること、 

逆に日本では、大江健三郎、村上春 

樹などに魯迅とのつながりを評価す 

る視点のあることなどが話題となり 

ました。 

 次の機会には杉本先生に老舎につ 

いてお話しいただきたいと思います。 

 

●代 表  内田知行 042-464-8858 

〒203-0034東久留米市弥生 2-7-13 

●編集・発行グループ 

        内田知行   川村隆子 

       千田 茂   富岡幸雄 

●http://kuru2.genki.365.net/ (くるくる) 

●http://zuixihuan.exblog.jp/(ブログ) 

 

 

 

 

 

● 

  

 

 

中国から来日した留学生たちは辮髪を帽子の 

下に巻き込んで富士山のようにそびえたたせ 

たりしていた。先生のイラストつきの解説は分か

りやすくて面白かったです。 

 

 

 

1903年 3月、日本

留学中の魯迅は

辮髪を切りました。 

 

 

http://kuru2.genki.365.net/
http://zuixihuan.exblog/
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第 4回“中国を食べ、日本を歩こう” 

―神楽坂・「紅龍」（湖南料理）と九段「昭和館」― 

 

６月 23 日（日）、神楽坂「紅龍（ホンロン）」で毛沢東の愛した激辛湖南料理（湖南菜 Hunan 

cai，湘菜 Xiang cai）を味わいました。中国に“四川人不怕辣  湖南人辣不怕  贵州人怕不

辣（ 四川人は辛さを恐れず 湖南人は辛くとも恐れず 貴州人は辛くないのを恐れる）と

いうことわざがあります。 

唐辛子を多用した辛い中国料理という点は共通ですが、麻婆豆腐に代表される四川料理の

辛さ＝「麻辣 mala」に対して、湖南料理の辛さは「酸辣 suan la」(酸味の効いた辛さ)で、 

このため湖南料理は中国でいちばん辛い料理といわれることもあるそうです。 

 

陳老板から、「中国料理と言っても日本人の口にあわせた味付けをする店が多いが、「紅龍」

は本場の湖南料理の辛さを味わってもらっている」と挨拶がありました。メニューは 5 品。

口水鶏（胡麻だれ）、紅焼肉、干鍋蝋肉（すごく辛い、ベーコン入り）、焼きそば、デザー

ト（杏仁豆腐）でした。 

   

「紅龍」は日曜日には夜のみ営業しているのですが、私たちのために特別に 11 時 30分か

ら営業してくれました。参加者は 14 人。中国雲南省昆明出身の 2人の留学生も参加してく

れ、湖南料理を味わいながら、楽しい交流のひと時をもつことができました。 

 

  神楽坂から九段下の「昭和館」までは徒歩 

で 15分。私たちは腹ごなしもかね、早稲田通 

りを歩いて行くことにしました。 

途中飯田橋駅の近くに富士見町教会がありま 

す。見学を申込むと、礼拝のある日曜日にもか 

かわらず、教会員の方が快く礼拝堂に案内して 

くれました。 

日本近代史の中で富士見町教会、そして植村 

正久牧師の名前はたびたび登場します。予定外 

の出来事でしたが、貴重な経験となりました。 

 

「昭和館」では、7階、6階の常設展示室で 

昭和 10～30 年代の展示を見学しました（入場 

料＝300円）。 

各コーナーでは、映像による解説を参考にし 

ながら展示品を見、それぞれの少年少女時代の 

家庭での生活と社会のありさまを振りかえりま 

した。 
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南京大学曹大臣教授のお話 

―中級班オープン授業― 

  

 7月 8日（月）17:30～19:30まで、中級班オープン授業として、曹大臣南京大学歴史学院

教授にお話をうかがいました。愛知大学を訪問している曹教授の日程の関係で、市民向けの

講演会を準備する時間的余裕がなく、中級班の授業時間にゲストとしてお迎えすることにな

りました。羅敏先生に通訳をお願いしました。 

 

 曹先生のお話に先だって、夏休みを利用して

来日したお嬢さんと奥さまが自己紹介をされ

ました。 

 曹千禾 Cao Qianhe：中学校 1 年生。パソコ

ンで日本のアニメを知り、興味をもった。外国

旅行はドイツ、オ―ストリー、チェコを回った

ヨーロッパ旅行と今回の訪日で 2 回目。 

 顾芗 Gu Xiang：42 歳。中国と日本の関係が

いちばんよい 1980年代に学生時代を過ごした。

  

 

 

 

左 昭和館は九段下駅徒歩 1 分です。 

中 各コーナーには画像で解説がある。 

右 宣戦布告を告げる 1941 年 12 月 8 日の新聞 

 

 “日本人なら ぜいたくはできない筈だ！”          「終戦の詔書」  全文を見ながら、録音（玉音放送）を聞きました。 
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高倉健、吉永小百合、山口百恵らの俳優が主演の映画が人気で、松下、精工（セイコー）、

三菱など日本製品の評価も高かった。現在は南京大学の職員として外国人留学生や研究者の

お世話をしているが、真面目で努力家だという点で日本人がいちばんだと思っている。 

 

 曹大臣先生の場合、奥さん、お嬢さんとちがって、本を通して日本にはいったそうです。 

論点として、①日本の歴史についての認識、②日本政府に対する認識、③日本人、日本民

族に対する認識、④南京大虐殺についての 4点をあげてくださいました。 

 日本政府に対する認識としては、安倍政権は憲法を改めて、核武装化を含む軍事大国への

道を目指しているのではないか。“日本の歴史認識”については、専門家が判断すべきこと

でそれを待つというが、歴史に責任をもつ勇気のない政権には期待できない。 

 日本人、日本民族に対する認識としては、個人的な考えだが、集団主義が日本人のアイデ

ンティティーで、中国にはこれが欠けている。福島原発の問題に対しても、力をあわせて助

け合って行こうという姿勢がある。“１人の中国人は龍だが、たくさんだと虫になる。日本

人は１人だと虫だが、たくさんだと龍になる”という先生の言葉が印象に残りました。 

 

講演に先立って曹先生から、南京大虐殺の問題については質問に答える形で討論したいと

いうお話がありました。南京大学歴史学院の教授に、中国における「愛国教育」とはどのよ

うなものかについても質問ができる絶好の機会と楽しみにしていました。しかしながら、ふ

だんの授業時間の 2時間しか会場を借りていなかったため、質疑応答の時間をもてなかった

のは痛恨の極みでした。 

 

 

金野老師のご両親・弟さん一家をお招きして 

―会話ＡＢ班― 

 

 7月 30 日（火）10時より、会話 AB班は来日された金野老師のご両親と弟さん一家をお招

きして合同授業を、その後場所を華屋与兵衛に移して联欢会（懇親会）を開きました。 

 まずご両親、弟さん一家の自己紹介。挨拶のたびに陈逸骏 Chen Yijun 君（12 歳）が黒板

に名前を書いてくれました。つづいて生徒が一言ずつ中国語で挨拶。 

 「みなさん年齢の高い方々なのに、中国語を勉強しようという気持ちに感服します。私た

ちも見習わなければいけないと思いました」というお父さん（陈冠球 Chen Guanqiu）、弟さ

ん（陈少雷 Chen Shaolei）の言葉を聞いて、……生徒一同、もっと自由に会話ができるよう

に、勉強しなければ！ という気持ちを強くしました。 

 

 陈逸骏君に学習者から多くの質問が出されました。逸骏君は 6月に 9 年制一貫校の洋泾菊

园实验学校（Yangjing Juyuan Shiyan Xuexiao）の小学校を卒業し、9 月から中学 1 年生に

なります。学校は 9 年制ですが公立だそうです。 

1 学年は 7 クラス（うち 1 クラスは外国人向け）。好きな科目は数学で、暗記中心の科目は
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嫌い。授業はだいたい毎日 5 時 30 分まである。夕食の後宿題（毎日たくさん出される）を

やり、8 時 30 分に就寝。課外活動では天文部にはいっている。将来の夢は科学者。好きな食

べ物は“刺身”。でも“刺身”は高いので魚やでは買えない、回転寿司に行くぐらいだとの

ことでした。 

 

ご両親によれば、学校には一月 200 元の給食費と、一学期 100 元の活動費（春游、秋游、

电影费など）が必要なだけで授業料は無料。月～金曜日までは学校の宿舎に泊まり、週末は

祖父母の家に帰る（学校が近いせい）そうです。 

8 時 30 分に就寝すると聞いてみんなびっくりしたのですが、集中力がすごいので宿題もき

ちんと時間内にかたづけてしまうらしい。“没问题，已经习惯了”と聞いて……うーん！ 

 

東京の印象を聞くと、“天候は上海よりよいし、街が清潔だ、上海は山がなくビルばっか

し”。外出しないときはゲームに熱中している？そうで、従兄にあたる金野老師のお子さん

の万里君が相手をしてくれているという。 

そういえば万里君が会話班の授業に時々、老師といっしょにきてくれていたのは小学校の

上級生のころ。……いまは物静か（おまけにハンサム）な高校 2 年生となっていました。“光

阴似箭（光陰矢のごとし）”……。 

 

華屋与兵衛へは内田会長もかけつけてくれ、ご両親の隣の席について話が弾みます。昼食

をとりながら歓談のひと時を過ごし、最後に記念写真をとり、联欢会をお開きとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

随想 

 

学习
シュエシ―

・工夫
コ ン ブ

・勉強、そして平和 
 

                                 吉見 はるか 

 中国で日本語を教えていた頃のこと。 

 初心者に「『学
シュエ

习
シ―

』は日本語で『勉強する』といいます」と言うと、一瞬キョトンとし、

クスクス笑いが起こったものだ。中国語の「 勉
ミエン

强
チァン

」は強制の意味だから、ちょっとつなが

らなかったのだろう。 
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 学习とは『論語』にあるように、本来人格形成のための悦ばしいもののはずだ。しかし 

それは建前で、中国も立派な競争社会、勝つために無理やり学习する人も多いだろうから、

あの時のクスクスは案外、納得の苦笑だったのかもしれない。 

 因みに漢語伝来の経由地韓国ではまた異なり、「工夫
コン ブ

」が勉強するという意味だ。中国語

の「工夫
ゴン フ

」は腕をみがく、努力、尽力の意味だから、こちらの方がつながるだろう。 

 中国を源とする「学习」という概念が、韓国で｢工夫｣、日本で「勉強」という別々の漢語

の形で受容されているのは、なぜだかわからないけど、三者三様でおもしろく思う。 

 日・中・韓を漢字や漢語つながりでみると、なかなか興味がわく。中国語は知ってのとお

り“看得懂，可是听不懂”。韓国語は逆で、ハングルを読むのは困難だが、聴いているとア

レッ！日本語とよく似た発音がある。漢字語がかなり多いせいだ。三つの言語を比較、関連

させ共通性や相違点を勉強、いや工夫
く ふ う

しながら学習できたら、また新たな発見があるでしょ

うね。 

 

 ところで日・中・韓３国はここずっと、領土問題をめぐってぎくしゃくが続く。最近ある

ところで「だいたいヨーロッパには固有の領土なんて意識、発想がない。固有というなら先

住民のものでしょう」と聞いておもしろく感じた。 

 国と国が「固有の領土」と言い張って譲らないのは、なんの進展もなく思考停止、武力衝

突を引きおこす危険があるだろう。３国の指導者も変わったいま、固有とは何?というとこ

ろから見つめ直し話し合ったらどうだろうか。そこには当然、歴史認識の問題や中国、韓国

の“恨
ハン

”の深さも現れることだろう。日本がまず率直に過去の過ちを認め謝罪すること、そ

れが未来への出発点なのだと思う。 

 和平
フ―ピン

・平和
ピョンハ

・平和
へ い わ

――これらのことばは３国共通、きっと思いも共有できると信じます。 

                                  （2013.3.10） 

[追記] 

 この一文を書いてから５か月、その間日本側の歴史に逆行する動きが強まり、3 国の関係

悪化を招いていることを憂慮しています。だからなお、「だい好き」な中国や韓国と良好な

関係を築くために、確かな平和の実現を希求していかなくてはと思います。 

 

●お知らせ 

①2013年・中国だい好き総会は、5 月 19日（日）13:00より男女平等推進センターで行われ、 

 ①2012年活動報告、②会計報告、③2013年活動方針が承認されました。出席者 15 名。お 

ブザーバー3 名。 

②総会修了後、14:30より、中国映画「さらば復讐の狼たちよ」（原題「譲子弾飛」）を上映 

しました。 

③プロジェクター（EPSON EH-TW400）とスピーカー（ロジクールステレオスピーカー Z200） 

を中国だい好きで購入しました。 

④ビデオライブラリーとして以下の VHSと DVDがあります。 

哀恋花火（VHS） 息子の告発（VHS） 犬と女と刑老人（VHS） 硯（VHS） 

離婚のあとに（VHS） きれいなお母さん（DVD） 山の郵便配達（DVD）  

さらば復讐の狼たちよ（DVD） 榕樹(ガジュマル)の丘へ（VHS）  

＊プロジェクター、ビデオライブラリとも東海林さんに管理をお願いしています。                            


