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月11日に発生した東日本大震災で、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の震
災により、被災地域の一部の実習実施機関・監理団体においては、技能実習・研修事業の実施が困
難な状況が続いております。JITCO は、震災発生直後から関係機関との連携のもと、技能実習生・
研修生や実習実施機関・監理団体の安否確認や要望の把握に努め、入国・在留手続きに関する情報
提供や相談対応、また、震災対応セミナー開催等を通して支援を行ってまいりました。今後も、皆
様が安心して技能実習・研修ができるよう、一層努めてまいります。被災地域の一日も早い復興を
お祈りいたします。
さて、1993年に初めて開催され、皆様に親しまれてきた日本語作文コンクールも、今年で第19回
を迎えることとなりました。財団法人国際研修協力機構（JITCO）設立20周年の本年は、日本全国
の技能実習生から3,814編もの作品が寄せられ、 段階に及ぶ厳正な審査を経て、最優秀賞
秀賞

編、優

編、優良賞26編、佳作26編を優秀作品として選出いたしました。本『優秀作品集』には、これ

ら60編の作品が収められています。
技能実習生・研修生は、出身国の経済・産業発展に資する技能、技術、知識を修得するために、
それぞれ夢や希望を持って来日しますが、実習現場等はもとより、日常生活においても日本語を聞
く、話す、読む、書くといった力は欠かすことはできません。日本人と日本語でコミュニケーショ
ンできることによって、充実した生活を送ることができ、来日時に持っていた目標を達成すること
ができます。
JITCO では、技能実習生・研修生と、受入れ及び指導に当たる諸機関等に対して、外国人技能実
習・研修制度の適正かつ円滑な推進のため、総合的な支援・援助等を行っていますが、この日本語
作文コンクールもその重要な支援の一つです。
本書が、技能実習生・研修生の皆さんにとって、日本語への関心を深めるきっかけとなるととも
に、関係諸機関の皆様、そして日頃技能実習生・研修生と接する機会の少ない皆様にとっては、技
能実習生・研修生に対する理解を深めていただく一助となれば幸いです。
2011年10月

財団法人国際研修協力機構
理事長 栃木

庄太郎

Message from the President

First of all, we would like to express our heartfelt sympathy to everyone affected by the Great East
Japan Earthquake that occurred on March 11. As a result of the earthquake, implementing
organizations and supervising organizations in some of the disaster‑stricken regions have had
difficulty implementing Technical Intern Training Program (TITP) /Industrial Training Program
(ITP). Since the aftermath of the earthquake, JITCO has been cooperating with the relevant
institutions and organizations in an effort to assess the safety and needs of technical intern trainees
and trainees and implementing organizations and supervising organizations, as well as to provide
information and consultation regarding immigration and residence procedures, and provide support
through activities such as earthquake response seminars. We will continue to further our efforts to
ensure all persons concerned can safely continue participating in TITP/ITP. We hope for the earliest
possible recovery in disaster‑stricken regions.
First held in 1993, the Japanese Essay Contest with which you are familiar will be held for the 19th
time this year. This year marks the 20th anniversary of the founding of the Japan International
Training Cooperation Organization (JITCO), and we received 3,814 essays from technical intern
trainees all over Japan. Following 3 stages of impartial evaluation, 4 essays were awarded the first
prize, 4 were awarded the second prize, 26 were awarded the third prize, and 26 were awarded
honorable mentions. In this booklet, we have compiled a collection of these 60 selections.
Technical intern trainees and trainees each come to Japan with their own hopes and dreams for
acquiring capabilities, technical skills, and knowledge to contribute to the economic and industrial
development of their countries. Hearing, speaking, reading, and writing Japanese are vital skills
required at the training location and in daily life. Being able to communicate with Japanese people in
Japanese helps them lead a fulfilling life in Japan and realize the goals they had upon arriving here.
JITCO provides comprehensive support and assistance to technical intern trainees and trainees and
to institutions and organizations that receive and give guidance to them in order to ensure smooth and
appropriate implementation of TITP/ITP. The Japanese Essay Contest is an important part of that
support system.
We hope that this collection will act to deepen technical intern trainees and trainees interest in
Japanese, and further understanding of them by relevant institutions and organizations as well as all of
you who do not ordinarily have the chance to meet them in person.

October 2011
Shotaro Tochigi
President
Japan International Training Cooperation Organization
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応募状況と審査過程
．応募総数

3,814編

内訳
（

）技能実習生（

号）
・技能実習生（

技能実習生（

号）

1,339編

技能実習生（

号）

2,475編

研修生

（

号）・研修生の別

編

）国籍別
中国

3,248編

ベトナム

305編

インドネシア

168編

フィリピン

58編

タイ

17編

モンゴル

編

カンボジア

編

ラオス

編

．審査過程
審査は、例年どおり

段階で行った。第

観点から、上位編を選出した。続く第

次審査は JITCO 職員が担当し、内容と日本語能力の

次審査では、JITCO 各部部長

34編が選ばれた。最終審査では、外部有識者を含む
る協議を経て、最優秀賞

編、優秀賞

名による総合評価に基づき、

名の委員が審査に当たり、審査委員会におけ

編、優良賞26編の入賞作品を決定した。

最終審査委員
委員長

西尾

珪子（公益社団法人国際日本語普及協会

会長）

委

員

坪田

秀治（日本商工会議所

委

員

関野

陽一（山梨英和大学

委

員

栃木庄太郎（財団法人国際研修協力機構

理事長）

委

員

佐田

専務理事）

理事・事務局長）
人間文化学部人間文化学科

通明（財団法人国際研修協力機構

― 1 ―

教授）

Applications and Screening
1. Total number of essays received: 3,814
Breakdown
( 1 )Status
Technical Intern Trainees (i)

1,339

Technical Intern Trainees (ii)

2,475

Trainees

0

( 2 )Nationality
China

3,248

Vietnam

305

Indonesia

168

Philippines

58

Thailand

17

Mongolia

9

Cambodia

5

Laos

4

2. Screening Process
As in previous years, screening was performed in three stages. The first stage consisted of JITCO
staff selecting the top essays based on content and Japanese language proficiency. Then in the second
stage, 34 essays were selected based on overall appraisal by five JITCO General Managers. Final
screening was performed by the Final Review Panel consisting of five judges including external experts,
who deliberated and selected 4 first prize‑winning essays, 4 second prizes and 26 third prizes.

Final Review Panel
Chief: Keiko Nishio
(President, Association for Japanese‑Language Teaching)
Member: Hideharu Tsubota
(Executive Director and Secretary General, The Japan Chamber of Commerce and Industry)
Member: Yoichi Sekino
(Professor, Department of Humanities, Faculty of Humanities, Yamanashi Eiwa College)
Member: Shotaro Tochigi
(President, Japan International Training Cooperation Organization)
Member: Michiaki Sada
(Executive Vice‑President, Japan International Training Cooperation Organization)
― 2 ―
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講

評

審査委員長

西

尾

珪

子

今年の JITCO 作文コンクールは、募集期間直前に東日本大震災が起こり、被災地はもとより、日本全国
がこの災害対策に必死で取り組んでいる時期と重なりました。どのくらいの応募数になるか、また、この
非常時にどのように対応するか、作文コンクール始まって以来の不安と配慮が、関係者全員の胸を締め付
けたことは言うまでもありません。コンクール以前の問題として、ともかく技能実習生・研修生の皆さん
が無事であれ、と祈る気持ちが先に立ち、関係者の一人として、私も居ても立ってもいられない日々を過
ごしました。今では JITCO 関係者だけでなく、日本語教育関係者、地域日本語支援グループ、また各企業
の間でも毎年待たれる行事となっているため、私の所にも「今年はどうするのか？」と言う問い合わせが
幾つも寄せられました。
しかし、その中でも集まった作文はすでに

千通を超えている、という情報を得て、驚くと同時にその

関心の深さ、大震災をこの日本で経験し、原発の影響の辛苦を日本人と共有した方々からの熱意溢れる激
励や感想に応えて、被災地域に滞在する実習生の安否を気遣いながらも、いつもどおり実施するという連
絡をいただきました。各年の作品の傾向にはそれぞれ特徴があります。言うまでもなく今年は異国である
日本で経験した大震災がその中心となりましたが、その他は実習生として滞日している間に、その日常生
活の中から思ったこと、拾ったエピソード等をいかに日本語でしっかりと表現するか、そして彼等が日本
社会に適応していく段階で、何を感じ、考えて行こうとしているかを読み取ることを重視しました。
最優秀賞に輝いた
国の

名の実習生の作文も、その心強さや、意識の高さを各所に印象づけてくれます。中

静さんの「日本の力を信じて」の一文の中には、この大地震と原発事故に遭遇しながら、社会を冷

静に見つめ、家族の心情を思いやり、そして自分自身で深く考えた末に自らの歩む道を選択した強さを読
者に鮮明に印象づけました。実習生を救いながら自らの命を落とされた佐藤さんの事もどのくらい強く彼
女の胸に衝撃を与えたことか。被災者が食事を貰うときも礼節を失わず、協力して生きようとする日本人
の姿勢が、

さん自らの決意を奮い立たせることになったのでしょう。モンゴルのエレデネピル・ルハグ

ワニャムさんの「母なる大地・地球」においても、まさに近年の人類が便利さを求める余りに地球を壊し
ているのではないかと、根本に戻る事の重要性を示唆しています。この大地に一本の釘も打たないという
モンゴルの言い伝えを紹介し、これは日本だけではない、全世界への警告であることを伝えてくれます。
また、中国の

宝民さんは、今までの障害者に対する同情や偏見に気づき、これを反省し自分に鞭打つ事

が率直に書けています。日本滞在中のこの経験が、

さんの人生観を変えた事に私は感動しました。

目のベトナムのファン・チャウ・チーさんは、日本に来てまだ

人

年目、まだまだ様々な苦労や勉強するこ

との多さにくじけそうになりながらも、自分が間違えたときは正直に間違えたことを報告する。工場長は
じめ同僚の日本人が自分を鍛えてくれることに感謝して、自分と交代する後輩のためにも、楽しく働くよ
う心がけている様子や、自分なりに成長することを望む意識が素朴に書けています。その他の作品の中か
らも読者は改めて多くの事を学ぶことができます。19年目のコンクールでの作品は、大災害や原発事故と
いう重大な危機管理を日本社会で経験したことが、
彼等の今後に強烈な体験として刻まれたことと同時に、
その貴重な記録が作文の形で残されたことを今回は特に感謝している次第です。
― 4 ―

Keiko Nishio
Chief of the Panel
Immediately preceding the start of the application period for the JITCO essay contest, the Great East
Japan Earthquake struck our country. As a result, the contest period overlapped with a period of desperate
efforts to control the effects of the disaster, not only in stricken areas, but all over the country. Needless to
say, for the first time since we began holding the essay contest, the hearts of everyone involved with the
contest were constricted with worry and concern about how many people would send in submissions and
how we would handle the contest in such a time of emergency. Aside from the issue of the contest itself, we
first and foremost prayed for the safety of all the technical intern trainees and trainees, and, as someone
involved, I spent each day fraught with worry. The contest is now an event that is highly anticipated each
year not only by JITCO members, but also by those involved in Japanese language education, regional
Japanese language support groups, and various companies, and I received many inquiries on what would
happen this year.
Regardless of the disaster, we still received over 3000 submissions. We were amazed to receive this
information, and were told that we would respond to the depth of technical intern trainees interest and the
encouragement and sentiment overflowing with enthusiasm from technical intern trainees who
experienced the earthquake firsthand in Japan and shared the hardships caused by the nuclear power plant
together with the Japanese people by holding the contest as usual, while continuing to consider the safety of
technical intern trainees and trainees residing in disaster‑stricken regions. Certain trends are visible in the
essays each year, and it goes without saying that a major theme in this years essays was their earthquake
experience in Japan, a foreign country. However, we focused on interpreting how technical intern trainees
firmly expressed their thoughts and experiences from their daily lives in Japan in Japanese and what they
felt and considered when trying to adapt to Japanese society.
Various parts of the essays by the four technical intern trainees who won the First Prize left strong
impressions in my mind with their reassurance and high level of awareness. In her essay titled Believe in
the Power of Japan, Ms. Chen Jing from China vividly impressed upon readers her strength throughout her
encounter with the Great Earthquake and the resulting power plant accident while at the same time coolly
observing society, considering the feelings of her family, and choosing her own future path after deep
consideration. She also expressed how strongly affected she was by the story of Mitsuru Sato who lost his
life when evacuating technical intern trainees. Seeing the Japanese victims of the disaster who continued to
act courteously when receiving meals and worked together to survive no doubt boosted her own
― 5 ―

determination. In a essay titled, Mother earth, Ms. Erdenepil Lkhagvanyam from Mongolia points out the
importance of going back to our grass roots, suggesting that humankind in the current age is destroying the
earth through our extreme desire for convenience. She introduces the Mongolian proverb that warns us not
to drive even a single nail into the ground, and expresses that this warning must be transmitted not only to
the people of Japan, but to all people throughout the world. In another essay, Mr. Zhao Bao Min from China
wrote candidly about his regret about his past sympathy and prejudice towards disabled individuals and
reprimands himself. I was moved by how his experience in Japan changed his life philosophy. The fourth
essay was by Mr. Phan Chau Tri from Vietnam who was in his second year in Japan. Even though still at
the stage where he was nearly collapsing under the weight of various hardships and his studies, when he
committed an error, he straightforwardly reported his mistake. He unassumingly wrote about his
appreciation towards the factory manager and his Japanese colleagues for training him, his attempt to
enjoy working for the sake of his successor as well, and his conscious desire to grow in his own way.
Readers can again learn a great deal from the other essays as well. In the essays submitted for the 19th
year of the contest, technical intern trainees were able to take their crucial experiences learning how to
manage crises such as the disaster and the accident at the nuclear plant within Japanese society and
engrave these intense experiences in their memories while putting them to paper to leave behind a
precious record of the event. For this I am especially grateful.
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・

Erdenepil Lkhagvanyam

・

Phan Chau Tri
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作

品

集

※作品は、原文のまま掲載しています。

「第19回外国人技能実習生・研修生日本語コンクール」入賞者一覧
■ 最優秀賞 ■
氏名

エレデネピル ルハグワニャム

ファン チャウ チー

作品タイトル

国籍

区分

職種

実習実施機関

監理団体

日本の力を信じて

中国

技能実習 号

仕上げ

株式会社エクストエンジニア

PNJ 事業協同組合

母なる大地・地球

モンゴル

技能実習 号

機械検査

藤田螺子工業株式会社

椿インタワークス協同組合

頑張る姿は美しい

中国

技能実習 号

電気機器組立て

テラサキ伊万里株式会社

人材創造事業協同組合

後ろを振り返って。

ベトナム

技能実習 号

機械加工

株式会社山喜

関東情報産業協同組合

■ 優秀賞 ■
氏名

李

作品タイトル

国籍

区分

職種

実習実施機関

監理団体

媛媛

夢と希望を追い求め

中国

技能実習 号

耕種農業

有限会社四位農園

企業活性化事業協同組合

宛林

すみません

中国

技能実習 号

婦人子供服製造

株式会社 YUMEMIDO

福岡アパレル協同組合

酪農生活

フィリピン

技能実習 号

畜産農業

有限会社中山農場

北海道近代酪農協同組合

サービス精神

中国

技能実習 号

機械加工

大弥精機株式会社

静岡県経友会事業協同組合

ベレーザ レインジャ メリエナ
成

莎莎

■ 優良賞 ■
氏名

作品タイトル

国籍

区分

職種

実習実施機関

監理団体

根底は「好き」だから

中国

技能実習 号

プラスチック成形

サンユー精密株式会社

北陸対外事業協同組合

飛んで来た挨拶

中国

技能実習 号

プラスチック成形

三鷹精工株式会社

福岡交易事業協同組合

チャン ティ ゴック ヴェン

起き上がりこぼしから得た教訓

ベトナム

技能実習 号

電子機器組立て

タイガー魔法瓶株式会社

国際交流事業協同組合

ガラパテ ラファエル ベラサリオ

かけはし

フィリピン

技能実習 号

溶接

日本ホイスト株式会社

西日本海外業務支援協同組合

おかえりなさい

中国

技能実習 号

金属プレス加工

株式会社テクノキシモト

静岡県日中経済協同組合

有限会社マルセ露仙水産

社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会

雪

周
イカ

益利

ロハヤティ

汪

生

今、私はがんばっている、あなたは？ インドネシア 技能実習 号 非加熱性水産加工食品製造業
トイレ掃除

中国

技能実習 号

プラスチック成形

株式会社南信化成

二十一世紀会事業協同組合

日本人のマナーとサービス精神

中国

技能実習 号

製本

中部飯島製本株式会社

AP 事業協同組合

バトン

中国

技能実習 号 非加熱性水産加工食品製造業

有限会社南口商店

ユー・アイ・ケイ協同組合

微

私が理解した日本

中国

技能実習 号

プラスチック成形

東海ゴム工業株式会社

SCI 協同組合

娣

祖母の恩と私の将来

中国

技能実習 号

クリーニング

サンドリーム株式会社

日中技術交流協同組合

静

広い心で

中国

技能実習 号

布はく縫製

東洋産業株式会社

情報ハイウェイ協同組合

仲良し三姉妹

中国

技能実習 号

耕種農業

ブランケネーゼ株式会社

広島広域事業協同組合

私の宝物

中国

技能実習 号 ハム･ソーセージ･ベーコン製造 日本ハムファクトリー株式会社

三年の記憶

中国

技能実習 号

溶接

竹森鐵工株式会社

協同組合技術者育成協力会

お金以外の収穫

中国

技能実習 号

プラスチック成形

日進工業株式会社

GTS 協同組合

デザイナー兼モデル

中国

技能実習 号

婦人子供服製造

株式会社ミック

福岡アパレル協同組合

運転手さんの一言

中国

技能実習 号

塗装

アイシン辰栄株式会社

協同組合同友

感謝の心

中国

技能実習 号

電子機器組立て

旭電器工業株式会社

三重ＥＬＣ事業協同組合

日本を信じてる

中国

技能実習 号

機械加工

有限会社丸髙工業

国際ビジネス情報協同組合

北海道のエゾシカ騒ぎ

中国

技能実習 号 加熱性水産加工食品製造業

株式会社北海道村

道北中小企業協同組合

母への手紙

中国

技能実習 号

プラスチック成形

日娜

研修感想

中国

技能実習 号

電子機器組立て

小島プレス工業株式会社

―

洁

温かい人間になりたい

中国

技能実習 号

耕種農業

有限会社田中商店

広島食品・工業協同組合

丁

金祥

Ｖサイン

中国

技能実習 号

工業包装

日野サービス興業株式会社

協同組合ビジネス・ブレーン

夏

洪玉

微笑みは命の宝物

中国

技能実習 号

プラスチック成形

マルイチエクソム株式会社

関西同友会事業協同組合

文
袁
章

郭
宋

宜

王

静方

高

前
王
王

美

任

佳佳

任

立

王

胡

※上記「区分」は2011年 月16日時点のものです。
ただし、この時点で既に帰国していた場合、帰国直前の「区分」を記載しています。
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日中ビジネス支援事業協同組合

ダイセルバリューコーティング株式会社 協同組合西日本技術振興交流センター

最優秀賞

日本の力を信じて
CHEN JING
福島でも桜が咲き始めました。私は今その美

く、礼儀正しく冷静に行動していた姿でした。

しい桜を特別な思いで眺めています。あの大地

そして被災している人達は、互いに助け合いな

震からもう

ケ月が経ちました。今回の地震

がらこの困難を何とか乗り越えようと一生懸命

は、日本人にとってとても大きな試練となり、

でした。中でも感動したのは、佐藤さんという

そして私達実習生にとっても、自分を見つめ直

人が、自分の家族よりも真っ先に私達と同じ実

す大きなきっかけとなりました。

習生の命を救い、自らの命を落としてしまった

私は地震の数日後、福島の原発がとても危険

ことです。

な状況であることをテレビで知りました。私の

私はこの報道を見て、強くショックを受けま

会社はその原発から35キロ位離れた所にありま

した。このように秩序を保ち、尊敬できる国を

す。ですから原発に関して何の知識もない私達

このまま離れてしまっていいのでしょうか？

は、とても不安になりました。その様子は中国

「私はまだ勉強しなければならないことがあ

でも大きく報道され、家族は心配をして毎日何

る」そう強く思った私は、悩んだ結果日本の国

回も電話をしてきました。そしてどの家族も早

を信じてこのまま残ることを決めました。そし

く帰国するように説得をしていました。私の家

てその夜私はインターネットで父の顔を見なが

族も例外ではありませんでした。そして私自身

ら、日本に残る気持ちを話しました。私はその

も父の悲痛な言葉を聞いて帰国することを決め

時父の顔がとてもやつれているように見え涙が

ました。

出てきました。父は最後まで私が残ることに反

私は帰国を待つ時間の中で色々なことを考え

対をしましたが、私の気持ちは変わりませんで

ました。私は昨年の夏に来たばかりです。日本

した。私達の中でも私と同じ考え方の人は、日

に来る前には何百時間も日本語を勉強しまし

本に残ることを選択しました。

た。そして会社ではたくさんの技術も勉強して

でも原発への不安が全然ないわけではありま

きました。このまま家族の所へ帰れば、家族は

せん。それには情報を冷静に判断し、あふれて

きっと安心すると思います。でも今帰ってし

いる風評に惑わされないことがとても重要で

まったらここまで頑張ってきた努力が、全て水

す。今日本の人は復興のために全力を尽くして

の泡になってしまいます。私は帰国するか、そ

います。今の私ができることは、実習を最後ま

れとも残るかとても迷いました。

で真面目に続けて、ここでの貴重な経験を帰国

私は迷っている中で震災の状況をテレビで見

した後で故郷の人達に伝えることだと思ってい

ていました。各地で被災した人達が避難所で苦

ます。私はこれからも日本の力を信じて頑張っ

しい生活をしていました。そこで見たのは被災

て行きます。

した人達が、食べ物をもらう時でも争うことな
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受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

中国

職

種

仕上げ

号

実習実施機関

株式会社エクストエンジニア

監 理 団 体

PNJ 事業協同組合

今回、受賞する機会を得たことは、私にとってとても大きな激励だと思います。自分が話
したいこととか、
言い表わしたい気持ちをもっとはっきり表現出来るようになりたいために、
日本語を勉強することは非常に大切なことであると思います。日本語が上手になることは私
の目標ですから、日本での時間も私の宝物です。絶対にこのチャンスを守って勉強します。
そして受賞できましたことは、日本語の指導や日本の生活を教しえてくださる組合の先生
達や会社の方々の協力があったからだと思います。最後に今まで私のわがままなことを理解
してくれた両親に「ありがとうございます」と言いたいです。そして後の

年は更に頑張っ

て行きたいと考えております。
私を指導してくれました皆様、
本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。
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最優秀賞

母なる大地・地球
エレデネピル

ルハグワニャム

ERDENEPIL LKHAGVANYAM
毎日、世界各地が日本を注目しているニュー

ます。

スがたくさん報道され、世界各国からの支援や

モンゴルでは古くから次のような言葉があり

応援が広がっています。今回の災害は日本史上

ます。
「母なる大地・地球を愛しなさい。釘一

最強で最大な災害となった事を報道で知りまし

つでも刺さないように大事にしなさい。
」私た

た。

ちは現代社会の便利さを求め、様々な開発、研

特に福島、仙台を、始め東北地域は災害が大

究を続ける一方、本来のあるべき姿の大地・地

きく、一時的に、ライフラインが止まり、孤立

球を大きく壊し続けています。日本に限らずこ

した地域も出て来ています。地震や津波の心配

れは全世界が背負う大きな責任だと思います。

はもちろんですが、もう一つ大きな問題は、放

私の母国も今は発展や成長にどんどん進んでい

射線問題です。

ます。先輩の方は口癖のように「大地の恵みは

このような大きな災害は、映画ではよく見て

限界がある。必要以上に取ろうとすると、か

いたが、実際こんなに近くで起きているとは信

えって全てを奪われる事もある」と言います。

じがたく、不安で一杯でした。親を亡くした子

何千年前、何万年前の日本は、全体が海だっ

供、子供を亡くした親、友人を亡くした若者な

たそうです。長い年月の経過の末、様々な分野

ど、多くの尊い命がこの世を去ったこと、同じ

で世界のトップレベルに立つ、日本があります。

人として本当に心が痛みます。

今回の災害だけではなく、毎年のように、世界

私達が生存するこの大地・地球は一つの大き

各地にて沢山の災害が起きている。その時、私

な「家族」です。日本に起きた今回の災害は地

たちは、恐怖を、感じます。しかし、過ぎ去っ

球上から見ると初めての事でも無ければ、何時

てしまうと忘れてしまいます。

何処に起きるか分かりません。これは地球から

今回の災害によって日本の高レベルの冷静な

の、メッセージではないか、私たち人間に何か

判断力、対応が世界中を驚かしました。私もそ

を、訴えているのではないかと、解説する人も

の、冷静さに驚きました。これは、全世界に大

います。

切な事を教えてくれたはずです。今、日本全体

日本国内と世界各地からの様々な支援や応援

が復興に向かってスタートし、力合わせて最速

はとても感動的です。被災地の復興はそう遠く

に、進められています。明日の太陽も必ず日本

ではありません。しかし、私たちはもう一度根

を、照らす事と信じています。「母なる大地・地

本に戻る必要があるのではないでしょうか。

球」の平和、安全を祈り続けます。

「母なる大地・地球」は訴えているように思い
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受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

モンゴル

職

種

機械検査

実習実施機関

号

藤田螺子工業株式会社

監 理 団 体 椿インタワークス協同組合

エレデネピル

ルハグワニャム

まず、はじめにこのような、素晴らしいチャンスを与えてくださった、藤田螺子工業㈱の
皆様、JITCO 機関、椿インターワークスの皆様へ心より感謝申し上げます。
世界各国から様々な思いや目標を持って、日本にやってきた、多国籍の方々と共に、自分
の思いを作文によって、日本の皆様に伝えれた事が、本当に幸せです。
会社の上司より、作文コンクールの結果を知った時は、本当に驚きました。まさか自分の
作文が選ばれるとは、思ってもいなかったです。
もちろん私一人では、この様な結果をもらえなかったと思います。色々と支えてくださっ
た、職場の皆様と共に、この喜びを分かち合えたら嬉しいです。
これからも日本語の勉強や実習を、一生懸命頑張っていきたいです。
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最優秀賞

頑張る姿は美しい
ZHAO BAO MIN
私は日本に来る前に、障害者の人たちに対し

せん。今では毎日、みなさんが買ってくれるよ

て、同情や偏見したような目で見ていました。

うに、必死に頑張っています。僕は人間として

しかし、日本に来てから、自分が経験した出来

こう生きています。」一人の青年からの手紙を

事によって、その考えが変わりました。

読んだ時、はっとしました。今までの自分が何

それは、平成二十一年の年末頃、伊万里市民

か間違いをしていたように思えてきたのです。

図書館で、「身体障害者が描いた絵カレンダー

私は障害者に対して、かわいそうだという気持

を買おう」という活動が行われていました。私

ち、安易な同情の気持ちを持つことが多かった

は社会見学のために参加しました。

ことに気づきました。カレンダーを買う時も、

満開の桜の絵、夕焼け空の絵、心温まる雪景

友達にこんな話をしました。「かわいそうだね。

色の絵。一月から十二月まで、それぞれの季節

大変だろうね。」思い遣りより、やはり同情の心

に合った絵が描かれています。絵の下に、描い

から言ってしまった言葉でした。心のどこか

ている人の姿が写真で添えられています。手が

で、障害者を差別していたのではないかと思い

不自由なために、口に筆をくわえて色を塗って

ます。

いる人、足と足の間に筆を挟んで描いている人

心が歪んでいること、人を妬んだりすること、

など、懸命に絵を描いている姿に私は胸が打た

卑屈になって生きていくこと、そうした貧しい

れました。一枚の絵を仕上げるのにどれだけの

心ほど悲しいものはないということを、彼の手

時間が要ったことでしょう。恐らく何日も何日

紙から私に訴えているのだと思います。自分は

もかかったと思います。私はすごいなあと感激

障害者に同情の目を向けていましたが、本当は

しました。しかし、購入してしばらく経つと、

彼たちが頑張っている姿を見ることによって、

障害者たちの苦労を思うこともなくなり、ただ

私が逆に励まされたような気がしました。苦難

のカレンダーとして、机の上に置きっ放しにし

を乗り越えて生きること、明るい心を持つこと、

てしまいました。

自分の夢に向かってひたむきに頑張ること。私

ある日のことです。私宛に一通の封書が届き

は彼たちのことをとても美しいと感じました。

ました。それは、私が買ったカレンダーの絵を

今、彼たちの姿が私の心にしっかり根を下ろ

描いた人たちのお礼の手紙でした。どの方の手

しています。怠けたいと思った時に、彼たちの

紙からも、まっすぐに生きようとする心と絵に

姿を思い出すと、自分に鞭打つことができます。

対する情熱が伝わってきました。

疲れている時でも、その美しい姿を思い出すと、

「初めは苦労しました、何度も挫けました。

もう少し頑張りたいという気持ちになるし、ま

しかし、心まで障害者になったわけではありま

た努力しようとする力が湧いてきます。
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受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

中国

職

種

電気機器組立て

実習実施機関

号

テラサキ伊万里株式会社

監 理 団 体 人材創造事業協同組合

このたび、最優秀賞をいただき、大変光栄に存じております。まずは、主催者の方々をは
じめ関係者の皆様に、厚く御礼を申し上げます。そして、今まで自分を支えて下さった方々
にも、感謝致します。皆様の支えがあったからこそ、私がこんなすばらしい賞を頂くことが
できました。誠にありがとうございました。
こんな多くの応募者の中から、まさか自分の作品が選ばれるとは、全く思わなかったので、
受賞の知らせを聞いた時は、私自身が大変驚きました。ゆっくり受賞の喜びを噛み締めなが
ら、感謝と感動の入り交じった気持ちとなりました。今回の受賞は私にとりまして、何にも
勝る大きな励ましです、自分が日々頑張った甲斐がありました。そして、今回の受賞をきっ
かけに、これからも更に努力していきたいと思います。
最後に、この三年間応援して下さった「JITCO」と「テラサキ伊万里株式会社」と「人材
創造事業協同組合」のこれからのますますのご発展をお祈りいたします。
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最優秀賞

後ろを振り返って。
ファン

チャウ

チー

PHAN CHAU TRI
日本に来る前、皆は私に研修に行くチャンス

今では私は注意されなく成りました。それに

がないと思っていました。私は背が低い上に、

かわって激励の言葉を贈られるように成りまし

痩せていたからです。但し信じませんでした。

た。どうしてか、知っていますか？皆は私がい

自分の目標を必ず叶えようと思いました。合格

い仕事をしたからだと思うでしょう。それは違

通知を受け取った時、とても嬉しかったです。

います。いくらいい仕事をしても過ちを犯す事

皆は意外に思いました。両親も、それは単なる

が有ります。答は私がちゃんと自分の過ちを認

噂だと思いました。

めます。皆にすみませんの言葉を言います。

時間が過ぎるのは速いです。今ではもう

年

ところで、ある日、日本人にいきなり質問さ

日本に住んでいます。研修を始めて、本当に多

れました。「あとどれくらいで帰りますか」「あ

くの困難と試練が有りました。ベトナムで

と

か

年ぐらいで帰りますよ」と答えると。彼は

月日本語を勉強しても日本人が教える内容が余

びっくりしていました。彼は「帰ったら私の仕

り分かりませんでした。しかも大きいきかいで

事は大変です。君と働くのが好きです」と言っ

作業するために、工場長が作業台を作りました。

てくれました。彼の言葉を聞いた時、本当に嬉

私の背が低過ぎるからです。日本人の仕事はと

しいと感じました。その言葉は貴重なお土産と

ても厳しいと感じました。毎日の作業で仕事の

同じです。自分の努力によってもらうことがで

圧力が増えていきました。私はよく注意されま

きました。「大丈夫ですよ、新しいベトナム人

した。仕事が遅いし、日本語が上手になりませ

は、私よりいい仕事をします」と答えるのを忘

んし、品物を壊しました。私は飽きて来て、会

れませんでした。彼はほほえんで、仕事に戻り

社に行くのが怖く成りました。負けそうに成り

ました。

ましたが、やっと立ち上がりました。皆をがっ

今では、仕事に少し疲れても楽しいと感じて

かりさせたくなかったからです。更にこの道は

います。ここに居る皆は面白い上に、ときどき

私が選んだ道である。克服すると決心しまし

子供のようにはしゃぎ回るからです。

た。私は皆から日本語と仕事の学習に励み始め

私にとって、日本に来たのは自分の選んだ厳

ました。自分の努力は段々効果が有りました。

しい道でした。

仕事はよく成り、日本語も上達して来ました。

でも日本に来てよかったと思っています。

会社に行く興味も有りました。それも日本人が
熱心に教えてくれたおかげです。
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受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

ベトナム

職

種

機械加工

実習実施機関

号

株式会社山喜

監 理 団 体 関東情報産業協同組合

ファン

チャウ

チー

働いている時に部長がいきなり私の所に来ました。
チー君、作文コンクール最優秀賞だって！』と言ってくれました。でも私は聞き間違いだ
と思い、
『私の作文が何ですか？』ともう一度聞きました。
作文が最優秀賞をもらったんだよ、
おめでとう！』とゆっくりもう一回言ってくれました。
それを聞いた瞬間、驚きましたが、すごくうれしかったです。
実は私の目標は JITCO の作文コンクールに応募できるように作文を書けるようになると
いうことでした。
今まで日記を書いたり、勉強してきたことを作文コンクールに応募することでみんなに見
てもらいたかったからです。
今回応募することが出来ただけでうれしく、楽しく感じていましたが、最優秀賞までもら
えることになり、本当にびっくりしています。
日本へ来るチャンスをくれた会社と、熱心に教えてくれた会社のみなさん、作文コンクー
ルに携わってくれた JITCO の皆様に感謝します。本当にありがとうございました。
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優秀賞

夢と希望を追い求め
CHEN YUAN YUAN
誰でも自分の夢を持ってる筈です。夢を持っ

生活水準が次第に向上するにつれて果物、野菜、

ていればこそ生きがいがあると思います。

肉類等の農産物に対して需要が高まっていま

私は農村で生まれました。新しいスタートの

す。環境に配慮した無農薬野菜、有機栽培で作

度に一つ一つ希望と夢が変わってきました。幼

られた体に優しい製品は特に人気があります。

い頃は毎日、美味しい物を食べたり、友達とお

しかしここ数年中国では農産物や副食品におい

もちゃで遊んだりするのが夢でした。その後は

て安全性の問題がしばしば発生して、そして日

スーパマンの様に色々な魔法を使え、どこにで

増しに酷くなっています。主な原因として基準

も飛んで行ける様になるのが夢になりました。

を超えた残留農薬、化学肥料、また肉類では飼

中学校に入ってからはそんな不可能な事は考え

料添加剤の不法使用等があり、自国の企業や農

なくなり、とにかくよい高校、大学に受かる事

産物は中国の人々から信頼を失ってしまいまし

だけ考え、毎日本を読んで知識を深めていきま

た。この様な状況下海外から輸入に頼る事は中

した。高校を卒業してからは世界の色々な町を

国の農業経済発展に悪影響を与えます。

訪れ、見聞を広められるガイドさんになるのが

これまで述べてきた農業における現状の根本

夢になりました。しかし残念な事に様々な原因

的な原因はモラル不足や経済的理念が経済発展

で希望通りに行かず農業という業種に就き、

に追いつけず農業の近代化や大規模経営化が遅

四ヶ月前中国の農業分野の実習生の一人として

れているという事です。

日本にきました。

農業、特にハイクオリティー農産物及び農産

この国の文化や科学技術、更には反収が高く

物の加工分野は今後発展する可能性が非常に高

機械化が進んでいて、加工の緻密さが高い農業

いと思います。この様な現状を思うと、古里に

の面で私に大きな驚きを与えてくれました。こ

帰ってから外国で学んだ先端技術、先端理念、

の様な両国の違いが彼岸の国を思い出させま

そして運営システムを導入して大規模な農産物

す。

の生産基地や加工企業を設立する事が私の現段

中国の農業経済はマクロから見ると農業大国

階の希望であり、また夢でもあります。中国の

と言えます。農業経済は中国経済の中で主軸を

農業経済の現状を変えられなくても農業分野の

担っていますが色々な問題も存在しています。

発展の為自分の力を注ぐ事が私達みたいな若者

例えば農業形態が機械化されていない事と非科

の使命です。

学的であるという事です。もう一つは農村に対

これは私の美しくて真摯な夢です。私は青春

する行政の助成が不足し、官民一体となった農

を手に持ち希望と夢を心に抱き、輝しい未来を

業発展がなされていない事です。

追い求めて行きたいと思います。

視点を変えてミクロから見ると、中国国民の
― 20 ―

受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

中国

職

種

耕種農業

実習実施機関

号

有限会社四位農園

監 理 団 体 企業活性化事業協同組合

此の度の作文コンクールの優秀賞を受賞して、驚き、喜び、また光栄です。心のうれしさ
は言葉で表せないです。JITCO には、こういう自己顕示のチャンスを提供してもらい、本当
にありがとうございました。この機会を借りて、私の会社に「ありがとうございます」と一
言を言いたいです。会社の皆さんが今まで私を励ましてくれたおかげで、この様な成績を収
めることができ、本当に感謝しています。
中国から

人実習生として、日本に来て、このようなコンクールに参加するのは私にとっ

てなかなか出来ない事です。なので、私はこのチャンスを生かすため、作文に真摯に取り組
みました。成績は過去を表すだけですが、未来をしっかり把握する事が大切です。違う視点
から見ると今度の受賞は自分がどんなに優秀か、あるいは造詣が深いかを表しているわけで
はないと思います。実は色々な面でまだまだ不足しています、絶えず学び、自分自身の能力
を高めることによってのみ、社会に淘汰されないと思います。仕事の面でも一緒です。絶え
ず努力し、驕らず、あせらず、見返りを求めず、平常心を保つことが大切だと思います。
この賞をもらえ、敢えて最終の目的ではありませんがしかし、今までの努力を認めてもら
えただけでなく今後の私の人生において、明るい未来が拡がる励みになりました。本当にあ
りがとうございました。
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優秀賞

すみません
LI WAN LIN
日本語には美しい言葉がたくさんあります

空港で「すみません」と言われたことを理解で

が、
「すみません」は私の大好きな日本語です。

きました。人に足を踏まれたってまったく自分

日本に来た初日から、
「すみません」という言葉

が悪くないとは限りません。足をそこにおいて

は私に深い印象を与えてくれました。

いなかったら踏まれていなかったかもしれませ

私は日本に来た日のことを忘れられません。

ん。相手の立場に立って物事を考えてみること

空港についた瞬間から、私はわくわくしてまわ

と相手のことを許す気持ちは我々の日々の生活

りの風景に気を取られてしまい、前の人の足を

を楽しくさせる大切なポイントです。

踏んでしまいました。日本語をうまく話せな

この二年間で日本の生活にも日本の文化にも

かったので、どう謝ればいいのか戸惑ううち、

慣れました。日本語も話せるようになりまし

相手から「すみません」と言われました。それ

た。「すみません」はよく耳にします。いろん

を聞いてびっくりしました。

な意味があります。気づいたら私も日本人みた

私の方が悪いのに、どうして謝られたのか不

いに素直に謝ることができるようになりまし

思議でたまりませんでした。逆の立場だった

た。日本人がとても寛容で人を許す気持ちを

ら、私はきっと謝っていませんでした。中国で

持っていることも分かりました。私は、「すみ

は悪くなければ謝る必要もないと思われます。

ません」という言葉が大好きになりました。そ

なぜかな、とずっと考えていました。当時の私

の言葉に思いやりと優しさがたくさん入ってい

はその「すみません」の意味を理解できなかっ

ます。私は日本で縫製の技術と日本語だけでは

たのです。その日本で二年暮らしてから、よう

なく日本の優れた文化と日本人の優しさを身に

やくその答えは見つかりました。

つけなければなりません。中国に帰って日本人

日本人は自分が悪くないのに、相手に「すみ

の優しい気持ちを中国人に伝えたいです。日本

ません」を言います。「すみません」という言葉

と中国の友好関係と交流の架け橋になりたいで

に相手への気配りと思いやりが含まれていると

す。

分かりました。ある休みの日、天神に出かける
ためにバスに乗りました。人がいっぱいで込ん
でいました。前に立っているおばあちゃんに足
を踏まれました。思わずおばあちゃんに「すみ
ません」と言いました。その時、私はようやく
― 22 ―

受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

中国

職

種

婦人子供服製造

実習実施機関

号

株式会社 YUMEMIDO

監 理 団 体 福岡アパレル協同組合

まず、被災地の皆様にお悔やみを申し上げます。
夢にも思わなかったのですが、再び JITCO の日本語作文コンクールに入賞しました。部
長から「李さん、今回の作文が優秀賞を取ったよ」と言われた時に、本当に嬉しくて耳を疑っ
てしまいました。
日本に来ることは私の人生にとって、大きな転機です。社長からの言葉「信じられないか
ら信じられるへ」
がよく頭を回っています。その言葉を信じて努力を重ねてきた私にとって、
今回の受賞は大きなご褒美です。
私はあと五ヶ月くらいで日本での実習生活が終わります。帰国する前、今年12月に日本語
検定

級の試験を受ける予定です。この受賞を励みに自信にかえて日本語検定

級の合格を

目指してがんばります。
この素晴らしい賞をもらえたのは福岡アパレル協同組合の先生方、会社の皆様、一緒に来
た実習生たちのおかげです。心を込めて感謝いたします。誠にありがとうございました。

― 23 ―

優秀賞

酪農生活
ベレーザ

レインジャ

メリエナ

BELLEZA RAINGER MILLENA
北海道の酪農は、アメリカやニュージーラン

業服、ミルカーなどの搾乳につがう道具も衛生

ドと同じような酪農だと思います。酪農はやっ

管理をして、搾乳作業に集中します。

ぱり、大変な仕事の一つです。酪農実習生とし

次に大切だと思うことは牛の健康管理のため

て私たちも肉体的に合わせなければいけません

の観察です。子牛の哺乳の時も、若い牛に餌を

し、精神的にも強くなり、がまんも必要です。

あげる時も、私たちは牛をよく観察する必要が

特に大切なことは、牛を観察し愛情を持って接

あります。体調の悪い牛を早く見つけ、治すこ

したりすることです。また、指導者や農場のほ

とは、とても大切なことだ思います。特に観察

かのスタッフとの関係もよく保つ必要がありま

するのは日に

す。

このチェックは酪農家の大きな問題の一つ、乳

朝は早く、

回の搾乳の時のチェックです。

時から仕事に行き色々な牛舎で

房炎の発見にもつながります。毎日、牛を観察

牛たちの様子を見ます。日本の農業の経営者は

して早く病気を治してあげることが牛たちの早

高い牛乳生産が期待できるホルスタインを搾乳

い回復になります。

牛として飼っています。

酪農実習生として、酪農には私たちの情熱と

酪農の仕事はてきぱきと行なう必要があり、

生活そのものがあります。私たちは牛が家族の

牛舎などを衛生的に保つために色々な仕事があ

一員であり、牛の世話をすることで一日がま

ります。一つ一つの仕事が良質な牛乳を搾るた

わっているのです。私たちは牛乳を買ってくれ

めに欠かせない仕事だと思います。

る人の満足のため、フレッシュで高品質な牛乳

季節によっても仕事が違います。夏は牛たち

を生産しようと、毎日一生懸命はたらいていま

を牧草地に放し、運動をさせ草を食べさせます。

す。

その間に、牛舎の中をきれいに掃除します。冬

酪農は全身全霊をかける大変な仕事です。で

は牛舎の中で牛にサイレージときれいな水を与

もその見返りも多いと思います。一日の仕事の

え、牛が中にいるままで掃除をしなくてはいけ

あと、私たちは多くの家族のために、とてもよ

ません。雪の多い北海道では、冬でも牛が自由

いことをやったんだな、というプライドを持つ

に動いて運動が出来るフリーストールがけっこ

ことができます。北海道にいる私や他の実習生

う取り入れられています。牛にストレスがな

が、いつの日か、自分の、酪農業を持ったり、

く、衛生に保たれた場所は牛たちの健康を保っ

よい酪農の仕事ができたらいいなと思います。

たり、良質な牛乳生産に一番大切なことだと思

この酪農の経験は、私たちの生活の成功に結び

います。牛の生活だけでなく、牛乳を保管する

つく、夢につながるものだと思います。

バルククーラーの温度管理や農場スタッフの作
― 24 ―

受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

フィリピン

職

種

畜産農業

実習実施機関

号

有限会社中山農場

監 理 団 体 北海道近代酪農協同組合

ベレーザ

レインジャ

メリエナ

私は、私の作文が優秀賞を受賞できるとは思っていませんでした。社長から「おめでとう」
と言われ知った時は、とてもおどろきました。
この作文コンクールで受賞できたのは、私に色々な経験と勉強を教えてくれた人達が居た
からだと思います。家族や友達、そして牧場と北海道近代酪農協同組合のスタッフ達にとて
も感謝しています。私の人生にとてもすばらしい経験と発見をさせてくれる人達とこの喜び
を確認したいです。
残りの

年、まだまだ私にとって大切な事を勉強すると思います。日本から帰った後も、

この大切な経験を活し、私の人生を豊かに出来るようにがんばります。
また日本語をもっと勉強し、実習をがんばります。
最後に、JITCO の皆さん、このようなチャンスを頂き、本当にありがとうございます。心
から、皆さんありがとうございます。

― 25 ―
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サービス精神
CHENG SHA SHA
この間帰国した先輩は電話で、中国で買い物

に通じて、すべての日本人の中に染み込んでい

の時不愉快になった話をしました。店員さんが

ると思います。これが日本人の一番の良さだと

とても不親切で、結局何も買わなかったそうで

思っています。

す。先輩は日本のサービスは素晴らしかった

私が実習している会社は、機械の部品と組立

と、改めて感嘆していました。

て品を加工製造しています。加工寸法に対して

私が日本に来て、先ず驚いたのはこのサービ
スの良さでした。日本に来て

厳しいです。半年経って仕事に徐々に慣れてき

ヶ月、スーパー

た私は「図面通りにやれば大丈夫」と思いまし

で買い物をして、サービスカウンターで会員

た。ある日終わった製品を次の工程に回す時

カードの手続きをした時です。住所を覚えてい

に、リーダーが図面をざっと見ただけで「成さ

なかったので、買い物カゴを持ったままで急い

んこの製品の平面度は？」と聞いてきました。

で鞄の中の外国人登録証を探したらうっかりし

「図面に書いてないから測ってないです」「書

て卵がカゴから落ちてしまいました。半分ぐら

いてないけど、平面度が必要だ、何でかわか

いの卵が割れて、中身が出てしまいました。恥

る？」私のわからなそうな表情を見て、リーダー

ずかしくてどうしたらいいかわからない時に、

が「次の工程のやる部分公差が厳しいでしょ、

店員さんが「お客さん、新しいパックと交換い

その場合は書いてなくても平面度を出しておか

たしましょうか？」と優しい声をかけてくれま

ないと、次の人が大変だよ」と言いました。

した。

そうなんです！次の工程の人が何をやるか考

「自分のせいなのに」と驚き、信じられなかっ

えて、やり易い様に加工しておけば、次の人が

たが「お願いします」と言ったら、店員さんは

「これをやってくれて助かるな」といい気分に

直に新しいパックと交換してくれました。本当

なります。これは仕事をやる時の思いやりで

に感動しました。私は段々日本のサービスが何

す。そして効率も上がります。

故世界一と言われるほど良いのかわかってきた

私の仕事は製品が完成するまでの中の一工程

様な気がします。

です。直接にお客様の所にはいきませんが次の

お店に入ると「いらっしゃいませ」から「あ

工程の人をお客様だと思って「こうしてあげた

りがとうございました」まで気持ちのいい笑顔

ら、喜んでもらえるだろう」ということを自ら

で応対してくれます。それに、お客さんの立場

考えて実行する、これは本当のサービス精神だ

になって、小さなことも配慮してくれて、その

と思います。日本に来て学んだこのサービス精

親切さと丁寧さに心温まります。

神を、私は祖国の友達や人々に伝えていきたい

このサービス精神の良さは、接客業だけでは

と思っています。

なく、日本人の生活マナーや仕事上の思いやり
― 26 ―

受賞の喜び
区

分

技能実習

国

籍

中国

職

種

機械加工

実習実施機関

号

大弥精機株式会社

監 理 団 体 静岡県経友会事業協同組合

念願かなって、
今回の作文コンクールでの受賞の連絡をいただき、
「とても

うれしいです」

という言葉に、私の気持ちがすべて込まれております。今年八月中国に帰った私には、受賞
ということは最高のお土産です。
日本での三年間は、私にとって大切な宝物だと思います。いつも自信がつき、仕事に誇り
を持っている日本人の姿が、私の心に残っています。日本人は仕事に対する「サービス精神」
を持っているから、製品の品質やサービスの良さを世界に誇れると思います。これから日本
で学んだ経験を生かして、新しい人生を進めて行きたいと思います。
この度に、三年間指導してくださった大弥精機の皆さん、温かくて見守ってくださった静
岡県経友会の先生方、チャンスをくださった国際研修協力機構（JITCO）に心からお礼を申
し上げます。
本当にありがとうございました。

― 27 ―

帰れ」
「瞳の中に素直な気持が見えない」とも言

優良賞

われた事もある。どうすればいいか、自分でも
わからない。本当に辛い日々だった。課長は私
のことが嫌いなのだと思い込んでいた。でもあ

根底は「好き」だから

る時、不思議に感じた。課長は何度も何度も私
を叱り、同じ事を根気よく教えてくれる。仲々

YANG XUE

手を離さないのは何故だろう。いつ飽きるかと
心配しつつも、厳しくされるがまま後を着いて

日本人は厳しいと聞いた事がある。日本に来

行くうちに、少し自分が変わってきたように感

るまで、厳しい人と出逢ったことがなく、自分

じていた。

は幸運であると思っていた。「良薬口に苦し」

そんなある日、課長は突然言った「貴女が一

「忠言は耳に逆らうも利あり」人はとかく、叱

番成長した。とても素直になり、瞳が活々と輝

られるのが好きではないが、時には叱られる事

いているよ」初めて褒められた。本当に嬉し

は自分の成長へと繋がる。

かった。そして、今では信頼が要る仕事に就か

一昨年の十月、会社の優しい部長のお迎えで、

せてもらえるようになった。

私達は初めて会社の扉を開いた。そこに待って

一年間半経って、今は以前のような悩みはな

いたのは私達の部署の課長だった。課長は親切

く、普通の生活になった。ふと、急に一年間の

に社内や寮の案内、説明をしてくれた。寮は綺

事を思い出し、課長に聞いてみたくなった。何

麗で、設備も食材も充実をしており、
私達は揃っ

故あの時、私の手を離さなかったのか、勇気を

て「ここの会社は最高」と感嘆しながら、新生

出して聞いてみた。課長は言った。「一目見た

活が始まった。

時から、貴女を真っ直ぐ、素直な子に変えたい

しかし、私にとって最も厳しい生活の始まり

と思った。素直な人はとても成長できるから、

だった。実は課長はとても厳しい人だった。組

そうであって欲しいと願った。諦めなかったの

合の先生や実習生の先輩から、
噂は聞いていた。

は、愛おしくて、根底は好きだから、かな」そ

勤務初日に「先輩に頼ってはいけない」と指示

の言葉で私の心は救われた。本当に嬉しくて、

された。それは、三か月後に先輩は帰国してし

幸せなのに涙が止まらなかった。

まうからだ。全ての事に対し、課長と向き合わ

この経験、この言葉は、私の今後の人生でずっ

なければならない。私達にとって、それは大変

と真っ直ぐ生きて行こうと頑張れる支えになる

な事だった。

だろう。もし歪んでも曲っても、きっとこの経

仕事が覚えられず、失敗すれば叱られるのは

験を思い出し、真っ直ぐ前を向いて歩いていけ

当然だ。でも課長は私の悪い癖や言動すらもす

ると今確信している。

ぐ見抜いた。同じ失敗を繰り返すと、何故かと

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 サンユー精密株式会社
監 理 団 体 北陸対外事業協同組合

詰問される。同僚に対しては、褒める事もある
が、私だけ褒められるどころか、笑顔さえ記憶
にない。
「覚える努力をしないのなら、中国に
― 28 ―

ます。

優良賞

正月に、小さい紙に色々な祝福を込めて、遠
方から雪花のように飛んで来ます。年賀状を
貰った人々は相手の事を思いながら、絶対幸せ

飛んで来た挨拶

な気持ちになるだろうと思います。貰う人だけ
ではなく、出す人も色々な工夫をします。日本

HAN XIAO YU

の年賀状の特徴の一つは手作りが圧倒的に多い
ので、その年の干支をデザインするなど、趣向

正月休みのある日、
ポストの中に葉書があり、

を凝らした物が多いです。特に小学生達は、夢

又広告だと思いましたが、取り出して見て、二

中になって年賀状を作るそうです。年賀状は、

匹のウサギの絵が描いてあり、「新年あけまし

たった一枚の紙ではなく、親戚や友人達の間の

ておめでとうございます」などが書いてありま

繋がりを表す物だと思います。この祝福を伝え

した。

る小さい紙は、人々に「翼」を与えられて、遠

「ああ、貫太、壮太達が東京から送ってくれ

方から飛んで来て、新年の挨拶を伝えてくれま

た年賀状だ」この二人の子は、今も私の事を覚

す。郵便屋さんこそ「翼」だと思います。毎年、

えてくれているのだと、私の心が暖くなりまし

お正月も休まず、一軒ずつ、年賀状を配達して

た。二人は会社の親しくしている日本人のお孫

くれます。この「翼」達がいるから、私にも子

さんです。小学三年生と幼稚園の男の子が一生

供達の心が届きました。

懸命に書いてくれた様子が目に浮びます。とて

しかし、現在、年賀状について一つ心配があ

も元気で、可愛くて、躾も良い子です。昨年の

ります。社会の発展に伴って、携帯電話やパソ

夏休み、東京からお祖母さんの家に遊びに来た

コンが普及しています。今の若い人は年賀状の

際に、一緒に花火大会を見に行きました。一度

替りにメールによる「年賀状」も登場していま

しか会った事がなかったのですが、年賀状まで

す。そうすると、いつか年賀状という伝統的文

送ってくれて、これこそ日本人の心遣いだと思

化がなくなる恐れがあるそうです。メールは早

いました。

くて、便利ですが、人に与えるイメージが全然

年賀状は、日本の伝統的文化の一つです。本

違うと感じます。年賀状を読む時は相手の顔を

来は、新年を迎えて新たな気持ちで墨をすり、

思い浮かべるかもしれないし、保存も長くでき

筆を取って新年の挨拶を書くものでしたが、今

るし、いつか引き出しから出して、いい思い出

ではお正月の三が日に届くように暮の内に書い

になるでしょう。

て出します。元旦に届いた年賀状を読むのは、

このような大切な伝統が引き継がれて行って

お正月の楽しみの一つです。日頃ご無沙汰して

欲しいです。

いる人々が一年に一度、お互いの無事を確かめ

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 三鷹精工株式会社
監 理 団 体 福岡交易事業協同組合

合う役割を年賀状は果たしています。日本人が
正月に年賀状を出すのは、中国人が正月に春聯
を張る事のように、非常に大切な伝統だと思い
― 29 ―

た。家では子供達に「うるさい」とか「外で吹

優良賞

いて」と言われながらも、練習を辞めませんで
した。そのおじさんから「来週の日曜日にプレ
ゼントをあげるので来て下さい」と言われまし

起き上がりこぼしから得た教訓
チャン

ティ

ゴック

た。

ヴェン

その時私は、「プレゼントは何かな？一緒に

TRAN THI NGOC VEN

練習するためにハーモニカをくれるのかな？」
という気持ちで楽しみに待っていました。次の

私は研修生として来日して以来、沢山の教訓

日曜日、おじさんが笑顔で私にプレゼントを渡

を得ました。その中で、私が一番大きな影響を

し「ヴェンちゃんを信じてるよ！起き上がって

受けたのは、あるおじさんがくれた「起き上が

最後まで頑張って下さい」と言ってくれました。

りこぼし」でした。

でもプレゼントは意外な物で、「起き上がりこ

日本語の通訳になる夢を持って日本に来た私

ぼし」でした。最初はその意味が分からず「私

は毎日頑張って日本語を勉強していました。仕

は子供じゃない！おもちゃは要らない」と思い

事が終わった後、日本語の単語と文法と問題集

ましたが数日後やっと意味が分かりました。

を中心に勉強しました。単語と文法さえ理解で

「起き上がりこぼし」はいつも笑顔で、倒れて

きれば流暢に話せ、日本語能力試験に合格でき

もすぐに起き上がります。だから人生は、壁に

ると思ったからです。しかし、試験に二度も落

ぶつかって倒れても「起き上がりこぼし」のよ

ちてしまい、がっかりしました。さらに仕事内

うに何回でも立ち上がって前に進まなければい

容が変わり、直接上司と日本語で話すようにな

けないと思いました。

り、上司からの指示を聞き間違えて、ミスを起

私は目が覚めたような気持ちになりました。

こしてしまいました。私は上司を失望させ、

世の中で悩みを持つ人は、自分だけではありま

リーダーとしての自信を失い、また日本語能力

せん。諦めずに頑張っていけば必ず起き上がる

についても同様に自信を失い、何もかも辞めた

ことが出来ます。「起き上がりこぼし」はこの

いと考えるようになりました。

ことを教えてくれました。ベトナムに帰国した

私はその悩みを知り合いのおじさんに打ち明

後も、いつもこの「起き上がりこぼし」を見て、

けました。そのおじさんというのは、以前寮の

困難に立ち向かおうと思います。

近くの公園で知り合った方です。毎週日曜日、

最後にこのことを教えてくれたおじさんに感

公園に行き、おじさんと話したり、ハーモニカ

謝し、これから私は周りの人に「起き上がりこ

を聞かせてもらったりしました。私の悩みを聞

ぼしから得た教訓」を教えてあげようと思いま

いたおじさんは「上を向いて歩こう」という曲

す。

をハーモニカで吹き、「途中で諦めず最後まで

区
分 技能実習 号
国
籍 ベトナム
職
種 電子機器組立て
実習実施機関 タイガー魔法瓶株式会社
監 理 団 体 国際交流事業協同組合

頑張って下さい」と言ってくれました。その後
自分自身の体験談を話してくれました。おじさ
んは六年前からハーモニカの練習を始めまし
― 30 ―

是非行きたいです。」と、直ぐに返答しました。

優良賞

二度と無い絶好のチャンスと思い、必死で
色々な事を調べました。
祖国での選考試験に合格した時は、とても嬉

かけはし
ガラパテ

ラファエル

しくて、最初は信じられませんでした。

ベラサリオ

選考試験に合格した後も、来日後も毎日勉強

GALAPATE RAPHAEL BILASARIO

したり、来日している他社の友人と話をしたり
しますが、時々「日本人は厳しくて恐い。
」とい

私は、

人の仲間と共に広島県福山市の日本

う事を聞きます。

ホイスト㈱で技能実習活動を行っております。
来日した時「

確かに仕事や約束事に関しては、非常に厳し

年間という期間は、とても長

い」と思っていましたが、

い一面も有りますが、殆どの方が親切で礼儀正

年が過ぎた今では

しい人々だと、私は感じています。

「とても短かいな」と感じております。

むしろ仕事や約束事に対する厳しさが、日本

私は、技能実習生の選考試験を祖国で受験す

の信頼に繋がっているのだと思います。

ると決めた時は、実は日本という国の事を全く

私は、貴重な事を多く体験しました。

何も知りませんでした。

そして、今は出来るだけ多くの人々に、私の

それまでの私の人生で、先進国である日本に

様な体験をして欲しいと考えています。

行く事など、夢にも思いませんでした。

その為には、私自身が技能や日本語能力を、

私の毎日は、 家族や息子の為に働き続けな
くては、食べていけない

今以上に向上させなければ成らない事も強く感

という現実が、全て

じています。

です。

私が信頼される人になり、その事がフィリピ

その事以外は、考える必要も余裕も有りませ

ン実習生に対する信頼に成り、後に多くの人々

ん。

の来日の機会に繋がるのだと思います。

私の家は、裕福では無く、私自身も子供の時

私は、その

から様々な仕事を経験して来ました。

かけはし

に成りたいと思って

います。

それらは、殆どが危険な内容であり、賃金も

人生を大きく変化させるチャンスを下さった

決して高く有りませんでした。

祖国や多くの方々に心から感謝し、帰国した後

そんな厳しい毎日でしたが、突然、私にチャ

は、少しでも祖国の発展に貢献し、家族を今ま

ンスが訪れました。

で以上に、全力で支えたいと思っています。

当時、溶接の仕事をしていた時の上司から、

区
分 技能実習 号
国
籍 フィリピン
職
種 溶接
実習実施機関 日本ホイスト株式会社
監 理 団 体 西日本海外業務支援協同組合

「溶接の研修生として日本へ行って溶接技術を
習得しないか？」と訪ねられました。
日本という国が、
どういう国なのか、
正直言っ
て何も知りませんでしたが、とにかく家族を少
しでも楽にさせてやるチャンスだと思い
「はい、
― 31 ―

に「ただいま」と言います。それに対して妻は

優良賞

夫のかばんを受け取りながら幸せそうに「お帰
りなさい」と言います。夫としては仕事でどん
なに疲れていても、家に帰って「お帰り」と聞

おかえりなさい

いたら、あっという間に疲れがとれるのではな
いでしょうか。家族の皆のために頑張ってきた

ZHOU YI LI

甲斐があったと感じられるのではないでしょう
か。一方で、家で家事をしている妻は夫や子供

私が研修生として日本に来てからもう二年以

の帰りを待っています。皆が無事に一日過ごす

上がたちました。この間、日本の生活に慣れる

ことを望んでいます。だから心から神様への感

のに大変苦労しました。一生懸命日本語を勉強

謝の気持を持って、家族に「おかえりなさい」

するのは当たり前です。ここまで日本語を勉強

と言っているのでしょう。

してきて、益々日本語のことが好きになってき

皆さんご存知の通り、欧米人はよく「I love

ました。中国の文化は日本に大きな影響を与え

you」など、愛する気持ちを直接表現できる言

ましたが、日本にしかない言葉もたくさんあり

葉を言います。ただ「お帰りなさい」というよ

ます。中でも、私が最も感銘を受けたのは「お

うな言葉も愛の込もった婉曲な表現でしょう。

かえりなさい」という言葉です。これに似た言

日本人も中国人も普段は自分の感情をはっきり

葉なら中国にもありますが、決まった言い方は

表さないので、私もやはり「ただいま」や「お

ありません。この点について、日本の言い方は

帰りなさい」などの含蓄のある言い方が好きで

素晴らしいと思います。

す。

ある日、会社に新入社員の鈴木さんが入社し

今年の

月に東日本大震災が発生しました。

ました。彼女は家で昼ご飯を食て、午後の仕事

いつもずっと一緒に暮らしていた人と突然わか

が始まる前に会社に戻った時、先輩の谷川さん

れてしまうことは想像だにしませんでした。

がいました。谷川さんは優しい笑顔で鈴木さん

「お帰りなさい」と挨拶する相手がいなくなっ

に「おかえり」と言いました。私は「おかえり

てしまうことは残念でたまりません。人間は死

なさい」とは帰宅した人を迎える言葉だとされ

んでしまえばそれまでです。だから、生きてい

ていると思っています。あの時、私は何だか感

る間にやりたいことをきちんとやるべきだと

銘を受けました。会社の皆さんが家族のように

思っています。私も「おかえりなさい」という

感じました。本当に温かい日本語だと思いま

人の期待を裏切らないように頑張ります。

す。このような挨拶を聞き、私のような外国人

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 金属プレス加工
実習実施機関 株式会社テクノキシモト
監 理 団 体 静岡県日中友好協議会

もすっかり感心してしまいました。この言葉を
発すると、友好的な雰囲気に包まれます。それ
に職員の結束も表れます。
日本の映画にはこのような場面がよく見られ
ます。一日働いて帰ってきた夫は、家に入る時
― 32 ―

でもだんだん私はこたえられるようになりま
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した。
「大丈夫ですよ、しんぱいしないで！私たち
を神さまにいのって下さい！」

今、
私はがんばっている、
あなたは？
イカ

あの日、私たちはおひるの時間中。また仕事

ロハヤティ

つづけるから、すぐ会社へ行きました。

IKA ROHAYATI

会社で社長が話してくれました。
「心ぱいしないで、沼津は安心だから。」

今日は日よう日です、仕事が休みなので、私

あのよるも私はねられなかった。みんな友達

たちは花見をするつもりです。天気よほうによ

に電話しなきゃと思った。

ると良い天気だって。それで私たち（10人ぐら

けせんぬまの友達いがいの電話はできまし

い）は午前11時にかぬき山へ花見に行きました。

た。でもけせんぬまはぜんぜんだめでした。

アパートから花見の所までじてんしゃで30分ぐ

一しゅうかんぐらいあとで、インドネシアた

らいかかりました。すごくつかれた。力がいる

いしかんのウェブサイトに、ニュースがありま

し時間もかかりましたけれどさくらを見ると、つ

した。よかったあ・・・！二日かんなにも食べ

かれたかんじがかわった。うれしくなりました。

なかった、なにも飲まなかっただって。でも今、

すばらしいさくらでした、神さま「ありがとう」

もうインドネシアへかえりました。私は今もま

でも今年の花見はちょっとちがいます。いろ

だふあんだけど、がんばろう！

いろなおもいがあります。さくらを見ると本当
にうれしいですが

がまんして！

あかるいゆめをしんじて！

月11日に大きいじしんとつ

テレビでじしんのニュースを見る時とか、ふ

なみがありましたから。

くしまのニュースを見る時はインドネシアへか

すごくこわかった。テレビを見る時は、本当

えりたいです。けどそれはちがうみちです。イ

におどろいたし力がなくなりました。仙台にも

ンドネシアにいる時、このみちはもうきめた「私

つなみがありました。一ばんひどいのはけせん

はけんしゅうせいになりたい。」

ぬま市のつなみでした。あの時、すぐ一ばんに

だからつづけよう！がんばって！つらくて

かんがえた事はけせんぬまにいる友達でした。

も、こわくても私はあきらめない。

「かれらはどうしたの？、たすかったの？。
」

インドネシアでかぞくが待ってますから。

そしてすぐ神さまにおいのりしました。

ちゃんと生きて、いつまでもがんばって！今は

時間あとインドネシアのかぞくから電話が

なにかできる事をかんがえて、やって！

ありました。かぞくは本当にしんぱいしていま

世界中みんなもうしってます。日本はつよく

した。

て、力を持ってますから。がんばろう日本！

父が「母はないてばかりいる、あなたは本当

区
分 技能実習 号
国
籍 インドネシア
職
種 非加熱性水産加工食品製造業
実習実施機関 有限会社マルセ露仙水産
監 理 団 体 社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会

に大丈夫なの？けがをしていないの？」
私はなにもこたえられなかった。たぶん父も
本当にふあんなので。
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をしなくても、誰も分からないだろうと思い、
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掃除の時、手を抜いてしまいました。
それから半年が経った後、ある日総務部に呼
ばれ「汪君、仕事中に怠けているらしいですね」

トイレ掃除

と言われました。
私は「どうしてそう思いますか」と聞きまし

WANG CHUAN SHENG

た。
「あなたが掃除したトイレを見れば分かるよ、

私は支社の一員として、プラスチック成形技

まじめな人はどんな仕事でもまじめにする。ト

術と成形現場管理方法を勉強するため、 年前、

イレは皆が使っている、しっかり掃除したかし

日本の本社に来ました。本社に着いた初めの

ないかはすぐ分かります。適当に掃除したら、

時、総務部にこんな質問をされました「汪君は

周りの人が見て、どんな印象を受けるのか、仕

トイレを掃除したことがありますか」正直に言

事をどのようにしているのか、分かるでしょう」

うと、支社ではトイレ掃除を毎日行なっていま

この話しを聞いて、私は顔が赤くなって頭が

すが、それは役職についていない社員が担当し

下がりました。仕事中に懸命に働いているつも

ています。私は基層管理員なので、一度もやっ

りでしたが、何回もポカミスで上司に注意され

たことがありませんでした。それでそう素直に

ました。確かに言われたとおりに、トイレ掃除

答えました。総務部の責任者はにこにこして

は小さな事ですが、掃除をした人の本質が現わ

「本社では、皆がトイレを掃除する、トイレに

れます、トイレ掃除という仕事そのものではな

は黄金があるよ」とおうしゃいました。

く、仕事に対する態度が一番大事だと思います。

周りの環境をきれいにする、その大切さは分

簡単な仕事を思うまましていれば、今後重大な

かりました、ですが、トイレには黄金があると

事はもちろん任せられない、そのためには信用

いう話しは言いすぎじゃないのか、それに私は

をもらわなければならないのだと思います。

成形技術、管理方法のため本社に来たのに、ト

その後、私はしっかり反省しました。どんな

イレを掃除する。そう思うと、全く納得でき

仕事でも、適当にしてはいけないという気持を

なっかたですが、会社のルールですから、従う

持って、終わった後、必ず確認して再確認する

しかないと思いました。

様になりました。「トイレの中に黄金がある」

掃除のやり方を教えてもらって、最初の時、
私はちゃんと掃除しました。しかし、

〜

という話しの深い意味は、私にとって、もう

回

つの収穫でした。

した後、私はこう思いました。こんなきれいな

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 株式会社南信化成
監 理 団 体 二十一世紀会事業協同組合

トイレを毎日しっかり掃除するのは必要なの
か、掃除前と掃除後、そんなに差はないです、
それでも皆は自覚性が高いので、汚れがあった
ら、
自分から掃除します。しかも、
掃除が終わっ
た後、すぐ誰が使うかもしれない。

回の掃除
― 34 ―

います」
「すみません」などの言葉はもう日常茶
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飯のように使っています。簡単そうな言葉です
が、人に与える意味は深いと思います。
日本人は何事にもよく気を使うと思います。

日本人のマナーとサービス精神

私は毎日、自転車で会社を通います。気が付い
たことは道を渡るときは車に乗っている人はい

HAN WEN

つも徒歩者と自転車に乗っている人を優先して
くれます。これと違って中国では誰かを譲って

日本人の「マナーとサービス精神は世界一」

くれないことが多いです。それで交通が混乱す

といっても過言ではないと思います。私は去年

ることや事故も多いです。

10月に日本に来ました。まだ、半年しかなって

日本ではスーパーなどで人にぶつかったと

いませんが、この短い時間で日本人のサービス

き、誰の責任とは関係なしで、お互いに「すみ

精神やマナーに驚き、たくさんことを学ぶこと

ません」と謝る事をよく見かけます。中国では

ができました。

ありえないことです。謝るどころか誰の責任か

日本語の研修のとき日本へ来て初めてスー

責めてくるのが普通です。

パーへ行きました。店に入ったとたんに「い

もっとも日本人のすばらしい国民性を感じた

らっしゃいませ」
「ありがとうございました」あ

のは

ちこちで店員さんたちの声が聞こえました。中

況の中でもみんな助け合いながら困難を乗り越

国の小さな町で育ってきた私にとっては見たこ

えています。支給品が届いた時でもみんな並ん

ともない風景なので、驚きました。会社に配属

で誰も奪ったりする人もいません。みんな自分

されて近くのスーパーへ買い物に行っても同じ

自身より一致団結して支持に従って行動してい

風景をみることができました。その時、
私は「こ

ます。こんな国民こそ今回の難関を絶対乗り越

のような風景は日本では驚くことではなく当然

えることができると思います。「日本頑張れ！」

のことなのだ」と思いました。日本ではこんな

日本へ来たことは私の人生の中で宝物だと思

月11日の東北大震災ことです。苦しい状

サービスがあるからお客さんも楽く、安心して

います。後、

買い物ができると思います。中国では現在経済

たくさん学んで中国へ帰りたいです。中国に

は発展してますが、こんなマナーとサービスは

帰って日本人のマナーとサービス精神をみんな

日本と比べるとずいぶん距離感を感じます。

に伝えたいです。

挨拶はマナーの基本であり、日本人はそれを

年間もっと日本のいいところを

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 製本
実習実施機関 中部飯島製本株式会社
監 理 団 体 AP 事業協同組合

よく守っていると思います。子供の時から教育
され、時の流れと共に自然に身に付いてきたと
思います。
会社に入ってからもみんなにきちんと挨拶を
するように教育され、中国ではあまり挨拶をし
てなかった私でしたが、今は「ありがとうござ
― 35 ―

彼女にも先輩が優しく世話をしていました。私
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も「先輩」と呼ばれるようになりました。最初
はちょっと抵抗がありました。私は頼りになる
先輩に慣れるのが心配でした。時間が経つのは

バトン

早いもので、今年

月に先輩が帰国しました。

先輩が帰国してから、後輩は自然に色々私に

YUAN LI

聞いてきます。私も分からないことがありどう
すればいいか戸惑うこともあります。何だかバ

中学校の時に、私はリレーが大好きです。中

トンを渡させて、自分が主役で走らなければな

学三年の時に、リレー競走に参加したことがあ

らない気分です。一カ月前のある日大漁で、み

ります。私が三番走者で、二番走者が走り終え

んなは慌ただしく仕事をしていました。私は高

バトンを私に渡す時、あまりの緊張でバトンを

い棚の籠を下ろす時に、水を溢し、ずぶ濡れに

落としてしまいました。私のせいでチームが負

なってしまいました。その時作業場に私と後輩

けました。それ以来、バトンを持つのが怖くて、

二人しかいなかったです。正直に言うと疲れと

リレーに参加することはなかったです。でも、

寒さで泣きたくなりました。孫先輩がいたら、

リレーが好きなので、テレビでリレーの放送が

きっと「大丈夫？先に着替えておいで、ここは

あれば、無我夢中になり選手を応援しています。

私に任してください」と言うでしょう。しかし、

チーム全員で走りきった感動と喜びは応援して

後輩は呆然として心配そうに私を見ていまし

いる私にも伝わってきます。

た。今の状態は彼女を一人にしたら、彼女は心

去年

月に日本に来ました。一カ月の集合講

細いだろうな、仕事も溜まって大変なことにな

習を終えて、南口商店に配属され、漁師が取っ

ると思う。ここで弱気を吐いてはいけない。私

た魚を仕分けし、加工する仕事をしています。

は後輩を引っ張って仕事を時間内に完成させる

日本語が上手ではなかった私が一番頼りにして

と決心しました「大丈夫。終わったら着替えに

いたのは孫先輩です。先輩は優しくて頼もしい

行く、急いで頑張ろう」と彼女を励ましてあげ

です。仕事の手順・注意点を詳しく教えてくれ

ました。その後、社長と他の方は心配してくれ、

ます。洗濯・掃除等生活に関することも教えて

暖かく声をかけてくれました。その夜、ぐっす

くれます。私は先輩のことを「お姉ちゃん」と

り眠れました。疲れもあるが、自分はバトンを

呼んでいます。仕事で分からないことがあった

持って、堂々と走っている夢を見ました。キツ

ら、
「お姉ちゃん…」、生活に困った事があれば

イけど、皆様の応援で笑顔で走っています。

「お姉ちゃん…」とすぐ孫先輩に頼ってしまい

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 非加熱性水産加工食品製造業
実習実施機関 有限会社南口商店
監 理 団 体 ユー・アイ・ケイ協同組合

ました。
先輩と会社の皆さんのお陰で、日本での生活
が慣れました。去年の11月、会社に一人19歳の
後輩が入ってきました。彼女は素直です仕事の
こと、生活のことも言われた通りにやります。
― 36 ―

事も有ります。日本に対する教育は政治の問題
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で、私達には分かりませんが、中国と日本はもっ
と仲良く成った方が良いと思います。中国人は
個性、個人を大切にする民族です。日本人は本

私が理解した日本
章

心を言わない変な民族と思いましたが、それこ

微

そが日本の文化で有り、小さな島国で生きて行

ZHANG WEI

く知恵で有り、相手を想う気持ちの表れで、世
界に誇る文化と思います。

日本人の価値観、行動、考え方が中国人の私

日本人は、和、協調性を重要視します。日本

から見ると、どうして？と言う違和感を感じ、

は島国ですから、大陸から伝えられた文化を更

理解が出来ないところが有りました。日本には

に深く進化させる事が得意なように思います。

年間しか居ないので特に気にする事も無く、

剣道、茶道、華道、柔道というように一つの文

それが文化の違いであると割り切って考えよう

化を更に深く追求して行きます。食文化もそう

と思いました。しかし日本の方々と接するよう

です。例えばラーメンは中国からの文化です

になって、少しづつ日本に興味を持つようにな

が、日本で更に進化をして多くの種類のラーメ

りました。文化の違いと言えばそれまでです

ンとなり、今は世界をリードしています。中国

が、日本人を理解しようと考えれば、日本の文

は伝統を大切にします。

化を考えてみようと思いました。日本人は中国

私は理解が出来ました。大切なことは、相手

人には無い優しさが有り、落ち着きが有り、礼

のことを批判するだけでは無く、相手を理解を

儀正しく相手をいたわる気持ちが有ります。

するように努める事が重要であると私は思いま

今回の大震災の中でも被災者の人達で争う事

した。人間は自分の価値観に合わないものは排

も無く、略奪も無く、忍耐強く生活をしている

除しますが真の友好は、お互いに批判するので

姿をテレビで見ていて素晴らしい民族だと思い

は無く理解をし合う事が大切と思いました。

ました。中国は日本の約13倍の人口です。私達

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 東海ゴム工業株式会社
監 理 団 体 SCI 協同組合

は数多くの人の中で、個々が自分の幸福を求め
て活動しています。相手の事を考えて行動する
事は、そのような環境の中では出来ません。自
分を守り、家族を守る事で一生懸命です。では
何が違うのか。それは環境と教育だと思いま
す。幼い時の教育の有り方も、それが原因の一
つです。教育によって人は変わります。
日本に来る前、日本人は怖い民族と教えられ
ていました。戦争の時の日本の教育と、現在の
教育は全然違うので、今は怖いと感じたことは
無いです。逆に中国人には無い優しさを感じる
― 37 ―

ピューターを習うように言いました。またク
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リーニング店を開いてほしいとも言いました。
でも知識や技術が私は分かりません。費用も一
番難題でした。友達から日本のクリーニングの

祖母の恩と私の将来

技術が特に優れていると聞き、「将来店を開く
ために実習生として日本に行きたい。
」と家族

ZHANG DI

に相談しました。祖母はとても賛成してくれま
した。最初、反対していた両親もやっと同意し

中国のことわざに「家の中に老人がいること

てくれました。そして祖母は費用も負担してく

は、家の中に宝があることよりまさっている」

れたのです。そのお金は祖母が生活を切り詰め

というのがあります。

たお金です。私は涙が流れて止まりませんでし

私が小さい時、年齢の近い兄弟三人が前後し

た。祖母は私の肩をちょっと叩き、
「日本へ行っ

て学校へ通うことになりました。家庭の生活条

て、一生懸命に実習しなさい。クリーニングの

件は厳しく、両親は私たちの授業料が負担で支

技術を学び、成長して中国へ帰ってきなさい。

払うことができません。祖母は私をふところに

そうすれば安心するよ。」と送り出してくれま

抱き、「明日学校へ授業料を持っていくから安

した。

心しなさい。」と言いました。翌日、祖母は自分

私は祖母の恩を忘れません。必ず故郷の人た

で飼育した家畜を売り、隣家から不足分のお金

ちに喜ばれるクリーニング店を開きます。その

を借り、授業料を払いました。おかげでやっと

ために日本で先進の技術を学び、「おもてなし

登校できました。祖母はまた、いつも私を学校

の心」を身につけて中国へ帰りたいと考えてい

へ送り迎えしてくれました。私は幸福でした。

ます。自分の将来のため、夢を叶えるためこの

中学校に入り学校で私の成績は優秀でした。

実習生活をしっかり大切にしたいと思います。

家族はとても喜び、早く高校の入試にパスする

私は必ず祖母の恩に応えます。

事を切望しました。ところが自分の願望と裏腹

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 クリーニング
実習実施機関 サンドリーム株式会社
監 理 団 体 日中技術交流協同組合

に、中学最後の試験の時、私は突然病気になり、
試験を受けることができなかったのです。祖母
は毎日沈みこむ私のそばにいて、優しい言葉を
かけました。病気が治り、私は復学しました。
しかし、一年半後、私は退学することになりま
した。弟が高校の入試にパスしたので、両親の
負担が増加します。祖母はもう七十四歳にな
り、体も以前のように元気ではありません。だ
から私は学校以外で自分の目標を求めることに
しました。
祖母は今後必ず役に立つからと、私にコン
― 38 ―

事で、前行程の人が間違って、自分の作業の手
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間が増えた時、あなたはどうしますか。こんな
時はあなた自身が一手間掛ければすぐ簡単に解
決するのです。犯人を捜し非難することは、み

広い心で

んなの雰囲気を悪くするし、効率は下がるし、

郭

静

全く意味の無いことです。あなたは他人を非難

GUO JING

するために日本に来たのではないでしょう」と。
他人を非難することで、みんなが不愉快の思

皆さんは、日常生活で他人の迷惑な行動に

いをすることの無意味さを、私は少ずつですが

むっとしたことはありませんか。例えば他人が

分かって来ました。神様のように完璧な人間は

道を塞いで通れなかった時などに怒ったことは

いません。人間は間違いを犯すものです。そし

ありませんか。そして些細なことにむっとする

て時には他人のちょっとした間違いで自分が嫌

自分自身について悩んだことはありませんか。

な思いをすることもあります。でもそれに固執

私は自分の心が狭いことに悩んでいます。他

すると自分も含めみんなが更に嫌な思いをする

人の迷惑な行動にあからさまに悪態をつくこと

ことになります。少し広い心で、他人の間違い

は無くても、心中は穏やかでないのです。昔か

を許し、他の人がその間違いに気づいてくれる

ら「大人物は度量が大きいものだ」と言われて

こと期待し、自分が一手間かけてその焦げを落

います。それが出来ない私は、どうすればいい

とせば、汚れやゴミをきれいにすれば、そして

のだろう、他人の行動を心穏やかに許すことが

前行程の間違いを修正すれば、自分自身も他の

できないのだろうと自問自答し続けているので

人も気持ちがいいものなのです。

す。
私は

みんなが自分自身の行いを正し、他人に迷惑
年前に日本に来てから寮で集団生活を

をかけないことを心がけるようになれば素晴ら

しています。集団生活ですから、ある人がちゃ

しい寮生活に、そして人生になることでしょう。

んとしないために、他の人に迷惑がかかること

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 布はく縫製
実習実施機関 東洋産業株式会社
監 理 団 体 情報ハイウェイ協同組合

がたくさんあります。私は些細なことであって
も他の人の無責任な行動のために自分が困るこ
とが許せませんでした。無責任な行動をとった
人を探し出し、非難しました。その結果、非難
した私も、非難された人も、その他の人もみん
な不愉快な思いをすることになりました。
そんな様子を見てある人が言いました。「あ
なたが鍋を使おうとした時焦げたままだったら
どうしますか。トイレを使おうとした時、汚れ
ていたらどうしますか。みんなが共同で使う場
所が片付けられていない時はどうしますか。仕
― 39 ―

普段の生活に使われている日本語から日本の文
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化まで教えて頂いています。その週一回の楽し
い日本語教室と毎晩の勉強が実を結び、私たち
三人共、昨年

仲良し三姉妹

月の日本語能力試験Ｎ

に合格

することができました。そして、十二月五日に
Ｎ

SONG YI FENG

を受けました。しかし残念ながら、私しか

合格することができませんでした。悲しんでい
た二人に、私は何も言えませんでした。でも私

私たちが日本に来て、もうすぐ二年半になり

は信じています。今年七月三日こそ、二人共今

ます。私たちはこの二年半の間に、色々な体験

まで頑張って勉強してきた成果を全て発揮でき

をすることができました。私にとって、一番貴

るように、落ち着いて取り組んで来てもらいた

重なのは仲間との友情です。兄が一人いる私

いと思います。心から応援しています。

は、小さい時から「姉や妹が欲しいなあ」と思っ

今年三月八日は私の二十三歳の誕生日でし

ていました。日本に来て、私は本当の家族のよ

た。二人は勉強を中断し、私が大好きなギョー

うなお姉ちゃんと妹ができ、夢を叶えることが

ザやチンジオロースなどの中華料理をいっぱい

できたのです。

作ってくれました。本当に本当に美味しかった

日本に来てからすぐ、日本の文化や習慣など

です。私たちは帰国する前に、これらの料理、

が中国と違うのを実感しました。三人共初めて

つまり三人の友情で出来た味を私たちの成長を

日本の社会に触れ、どうしようかと困っていま

見守ってくざさった日本のみなさんに食べて頂

した。その時、
「私たちは一人じゃないから、な

きたいと思っています。

んとかしよう」と三人で話し合い、勇気を出し

今日の炊事当番は私です。三人一緒に取って

て、簡単な日本語で日本の方と一生懸命会話を

きた山野菜でわらびのお汁とたらの芽の天ぷら

したり、質問をしたりしました。分からない言

を作りました。「美味しい、美味しい」ときれい

葉をメモし、宿舎に帰ってから辞書を引いて、

に食べてくれて、とても嬉しかったのですが、

覚えるようにしました。ちよっとだけ生活に慣

この楽しい時間の後で、私はふと悲しい気持ち

れて来た私たちは、毎日お世話になっている会

になりました。帰国する日が迫って来ていま

社の日本人の先輩たちに「ありがとう」を伝え

す。お姉ちゃんや妹と今のように暮らすことが

たいと思いました。感謝の気持ちを込めて、中

出来なくなるのです。

華料理のギョーザを作って、みなさんに食べて

あと六ケ月もっともっと仲良くしようね、私

頂きました。次の日に、みなさんが
「美味しかっ

の仲間たち。ありがとう、出会えて良かった！

た、ありがとう」と言ってくれて、私たちは嬉

本当にそう思います。

しくて幸せな気持ちでいっぱいでした。

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 耕種農業
実習実施機関 ブランケネーゼ株式会社
監 理 団 体 広島広域事業協同組合

それから二ケ月が経ったある日、私たちは社
長にある所へ連れて行って頂きました。それは
週一回の日本語教室でした。日本語教室では、
― 40 ―

ました。もう
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か月しかないです。何を勉強し

たらいいかわからず悩んでいました。朝小の記
事を読むと日本語の勉強になるかもしれないと
思いました。初めは短い記事を辞書で調べなが

私の宝物

らやっと全部読むことができました。とてもう
れしかったです。その気持ちは心に刻まれまし

WANG JING FANG

た。
日本の生活は私にとって知らないことがたく

私の宝物は新聞です。朝日小学生新聞
（朝小）

さんあります。朝小を読み始めてからは知らず

が私の宝物です。

知らずのうちにたくさんのことがわかってきま

朝小は図書館に置いてあります。研修生とし
て日本に来て半年過ぎだ頃から、

週間に

した。知識も広がり、だんだん日本語の文章も

度

読めるようになりました。日本語の勉強のプラ

図書館に通っています。本とか新聞とか雑誌と

スになっていると思います。

かたくさんあります。日本語は少し話せます

朝小は日本を解説してくれる新聞です。時が

が、書いてあるものを読むことは難しく、雑誌

経つにつれて、私は朝小に載っている政治やス

の絵しか見ていませんでした。それからどのぐ

ポーツや科学の記事なども読めるようになりま

らいたったか覚えていませんが、図書館で会っ

した。もちろん大好きだったまんがと連載小説

た優しいおじさんが新聞を見ると面白いよと

も読んでいます。まんがや連載小説を読むと仕

言ってくれました。だけど私は難しいから、無

事と勉強のストレス解消になるだけでなく貴重

理だと思いました。本とか新聞とか読むことは

なリラックスタイムになります。

私にとって普通の人が富士山に登るように難し

あっという間にもう半年で帰国です。帰るま

いです。おじさんは笑顔で大丈夫だよと言って

で朝小を読み続けると思います。朝小は私の友

くれました。私に見せてくれた所は朝小に載っ

達のように楽しみと悩みを分かちあってくれま

ている

コマまんがです。まんがを見たら、確

した。とても感謝しています。何をしても長く

かに面白かったです。おじさんに教えてもらっ

続けていくことが苦手だった私にとって習慣づ

たことがきっかけで私は朝小を見るようになり

けができたことは良かったと思います。

ました。

年間朝小を読んで得したことはお金で買う

毎週図書館に行って、まず朝小を見つけ、

ことが出来ない知識が身についたことです。目

コマまんがだけ見ていました。朝小は漢字にふ

に見えないもの、心の宝物です。いつも心の中

りがながふってあり、他の本よりは読み易く、

に持ち続けています。そして中国へ帰っても新

又ふりがなを頼りに辞書で意味を調べることが

聞を読み続けでいきたいと思います。

出来ます。だけど時々読みたい記事があっても
文章の

分の

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
実習実施機関 日本ハムファクトリー株式会社
監 理 団 体 日中ビジネス支援事業協同組合

ぐらいは辞書で調べなければな

らないので、何度も途中で止めていました。
その頃、日本語能力試験を受けることを決め
― 41 ―

れない記憶が三木市国際交流協会にもある。行
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動半径の狭くなりがちな我々研修生にとって、
協会の多くの活動はとても有意義なものであ
る。私は協会の日本語教室の一員になってか

三年の記憶

ら、言葉の勉強は言うまでもなく、ボランティ
アの先生方、そこへ通う様々な国の人々と知り

GAO JIAN

合うことは視野を広げ、行動を広げ、心を大き
く広げだ。三年間参加した協会の活動全てに、

桜吹雪はもう三回舞い落ち、最後の一年と

精一杯係わらせて頂けたことは本当に意義深

なった。まだ消え残る花弁の下、夕日に包まれ

く、幸せに思っている。

た私の脳裏に、映画の様に来日から今日までの

斜陽の中ふと、記憶は現実に連れ戻される。

途切れることのない記憶が去来する。恐らく美

三月十一日に起きた東北大震災をきっかけに、

しい記憶というのは、この桜の花の様な一瞬の

家族から「早く帰れ！」と言われ続けている。

感動ではないだろうか。

「どうしてパパは帰って来ないの？」と尋ねる

私の勤務する会社は実務する三木市から車で

五歳の息子の言葉に今、胸に手を当て自問する。

二時間かかる朝来市にある。一昨年十二月に実

「日本でまだ沢山勉強する積りか？」「六月に

施された日本語能力検定試験日のことだ。

行われる外国人弁論大会にエントリーしたいの

その日社長は朝三時半に起き、私が寝起きす

か？」また、
「今度は私がボランティアになって

る寮にやって来られた。地理や電車の乗り方に

この地の友達に中国語を教えたいのか？」と。

不案内な私を試験会場の関西学院大学に連れて

いや、一番の理由は日本の復興を信じて、被

行く為にである。真冬の凍える様な寒さの中弁

災者の方々の応援したいということだ。私の携

当を買いお茶を買い、試験終了までずっと外で

わる仕事は少なからず災地の役に立つ仕事であ

私を待っていて下さった。帰りに私に労いの言

る。例え微力では有っても一緒に頑張って行き

葉をかけて下さっただけでなく、わざわざ神戸

たいのである。どんな苦境、どんな困難、どん

南京町に私を連れて行って下さった。普段会社

な辛さも未来を信じて努力すれば、美しい明日

と寮の往復だけの私にとってそこは初めて訪れ

がきっと来ると思っている。そろそろ家族に手

る場所であり、懐かしい故郷の匂いが一杯の場

紙を書こう、私はもう少し日本で心の記憶を増

所であった。散策し、美味しい物を御馳走にな

やそうと思っているから。

り、すっかり遅くなってしまった帰りの電車の

何十年後、老人になった私はもう一度この記

中、社長は私の肩に凭れかかってとうとう眠っ

憶を紐解き、静かに涙し、ひっそりと微笑む。

てしまっていた。その光景は肩にかかった重さ

なんと幸せなことであろう。

と一緒に私の胸に、今もはっきりと残っている。

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 溶接
実習実施機関 竹森鐵工株式会社
監 理 団 体 協同組合技術者育成協力会

自分が異郷の地に居ても大切にされ、信頼され
ているんだと強く感じた瞬間であった。
それだけではない。満地の落花の様に数えき
― 42 ―

てきた。もう
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分の

の道を捜したが全然見つ

からない。暑くて、疲れた彼はちょっと気を落
とした。諦めようと思った時に少し前に眩しい
光が目に当たった。彼はそこに行って見ると、

お金以外の収穫

何と自分のメガネだった！誰かによって、縁石
に 置 か れ て い た。メ ガ ネ の フ レー ム の 下 に

YANG MEI JIAO

ティッシュを置いて、つるの部分を上に向けて、
メガネはそこに静かに横になって、主人が来る

これは友人の彼から聞いたことです。

のを待っているようだった。彼は声をはずませ

彼は去年日本の花火大会を初めて見た。よく

て、笑顔を浮べて、私に語った。その時の彼の

見えるように彼はメガネをかけていた。その日

気持ちはきっと最高だったと思う。

は人が多く、みんな花火をじっと見つめて、観
呼の声が一頻り続いて、

そのあとのある日、彼は友達みんなと名古屋

時間半ぐらいで終

に遊びに行った。みんなで道を歩いていると、

わった。

地味であまり目立たない携帯電話のストラップ

みんな三三五五帰った。彼は目が疲れたか

みたいなものがあった。みんなは無視して、

ら、メガネを取ろうとしたが、メガネケースを

通ったけれど、彼は足を止め、腰を曲げて、そ

寮に忘れたことに気が付いた。自転車のかごに

のストラップを拾った。丁寧に道のへりに置い

小さいビニール袋があったので、彼は無造作に

ておいた。私たちはそういう彼を見て、「何を

入れてしまった。楽しかったから、みんな花火

やってるの？」と聞くと、彼は「私たちにはこ

の事をしゃべりながら、寮に戻った。メガネを

れはつまらないものだけど、持ち主には大切な

取り出そうと思った時に、メガネがなかった。

物かもしれない。」と言った。私たちは彼の話

よく見ると、かごが破れていたのに直し忘れて

に驚いた。彼はもともと大ざっぱな性格で、こ

いた。きっとここから落ちたんだと思った。そ

れまで道に何かがあっても、決して拾うことは

の時、彼はすごく落ち込んだ。彼にとって、日

なかった。ボールを蹴るみたいに蹴飛ばしかね

本でまた新しいメガネを作ることは大変なこと

なかった。

だ。ルームメートのほかの人に言うと、ある人

彼はメガネのことで変わった。みんなはお金

は「捜しに行っても、見つからないだろう。ど

を稼ぐとか、日本語を勉強するとか、いろいろ

こで落としたかわからないから。」と言った。

な目標を持って、日本に来ている。でも彼に

またある人は「今晩人はとても多いし、暗いし、

とって、お金なとより、自分が変わったことは

見つかっても踏み潰されている恐れがある。
」

最大の収穫だろう！

と言った。彼の耳元には「諦めよう。
」という話

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 日進工業株式会社
監 理 団 体 GTS 協同組合

しばかりだ。でも、彼は一縷の望みを抱いてい
た。
翌朝、彼は早く起きて、
昨日の道に沿ってゆっ
くり捜した。気が付かないうちに、太陽が昇っ
― 43 ―

初に出てきたモデルが特に私の深い印象を与え

優良賞

てくれました。白いドレスを着て天使のような
表情をした彼女は、裸足で舞台の一番端に歩い
ていった瞬間、振り返って私たち観客に天使の

デザイナー兼モデル

ような微笑みを見せてくれました。その微笑み
に私は酔ってしまいました。まるで夢のようで

SUN QIAN

した。それから生徒たちはプロのようなモデル
みたにいろんな洋服を着ていろんなパフォーマ

今年

月19日に私は技能実習生として日本に

ンスを見せてくれました。かわいいイメージ、

やって来ました。初めて違う国に来たせいか、

成熟でセクシャルなイメージそれから純粋で天

着いた日はなかなか落ちつかなくて、どうすれ

真爛漫なイメージ、それぞれ違っていました。

ば新しい環境に早く慣れるのか不安でした。

ファッションショーが終わったとき、私はまだ

一ヶ月が経って、私はだんだんとここの生活に

夢を見ているようでした。

慣れました。

ファッションショーの後、私たちは香蘭専門

この一ヶ月、私たちは講習を受けました。中

学校の設計室を案内されました。私たちが見た

でも私に一番深い印象を残してくれたのは香蘭

ファッションショーの洋服すべてはこの設計室

ファッションデザイン専門学校のファッション

で設計されました。私も将来洋服の設計士にな

ショーでした。講習が始まって一週目の土曜日

りたいと想いました。自分の設計した洋服を着

に、社長が私たちを香蘭専門学校に連れて行っ

てファッションショーをしたいです。この夢を

てくれました。私は学校の一階に展示されたテ

実現するために、これから三年間一生懸命仕事

レビや雑誌でしかみたことのない綺麗な洋服を

も日本語の勉強もがんばります。

見てびっくりしました。すべてこの学校の生徒

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 婦人子供服製造
実習実施機関 株式会社ミック
監 理 団 体 福岡アパレル協同組合

たちが自分で考えてデザインしてそして作った
ものです。思わずそこの洋服を着たらどんなに
美しいかを想像してみました。
五階に行くと、広いホールがありました。そ
こで、香蘭の生徒たちが自分で作った洋服を着
てファッションショーを見せてくれました。こ
れは私が生まれて初めて見たファッション
シ ョー で す。こ ん な に 素 敵 な フ ァ ッ シ ョ ン
ショーを見ることができて本当に感謝していま
す。二十年生きてよかったと想いました。
電気を消した後、音楽と同時に個性の溢れた
洋服を来たモデルたちが舞台へ歩き出しまし
た。みんな香蘭専門学校の生徒たちでした。最
― 44 ―

りがとう
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と小さな声でお礼をしてくれました

が、その後バスの運転手さんが

すみません

と言ったのです。あたりまえのことですが、運
転手さんにまでそんなふうに言われて、思いが

運転手さんの一言

けないことで、なんとなく心が温まった出来事
でした。

WANG XIAO YING

その後、私は何回も当時の様子を思い出しま
した。運転手さんの一言は思いがけず、すごく

中国に住んでいるとき、日本に来たことがあ

嬉しかったのですが、なぜ運転手さんまでがそ

る人からよく日本の満開の桜がきれいで、日本

れを言ったのだろうか、おじいちゃんを助けて

の人達が礼儀正しく親切だと聞いていました。

あげるべき人は運転手さんだったと考えたか

その時はどうも日本の良さが想像できませんで

ら、それを言ったのかもしれません。運転手さ

した。今、日本に来て、あっという間に

年半

んのその言葉を思う時、日本人は心に対してと

が過ぎてしまいました。そもそも日本のことに

ても丁寧にお礼の言葉を使います。会社の上司

ついて何も知らなかった私はだんだんこの国が

も昨日やった事に対して翌日また褒めてくれた

好きになりました。また、
仕事及び生活の中で、

りします。これは私に対して又一生頑張れよと

日本人の優しさを実感して影響を受けていま

優しい心から出る言葉だと思います。

す。自分もこの社会の中ですこしずつ変わって

国によって文化も人種も社会風習もそれぞれ

います。

に異なっています。日本人他国の人に比べて周

私が住んでいる碧南市は、市内をくるくる

囲の人に迷惑を掛けないようにしている国だと

回っている無料のバスがあるので、休日にはよ

思います。これは見習うべき事だと思います。

く友達と一緒にバスに乗って遊びに行きます。

自分もきっと知らないうちに周りに迷惑を掛

バスは途中の町の様子や風景を楽しむ事も出来

けたり、人の心を傷つけたりしていると思いま

るので大好きです。

すがこれからもっと情操豊かな人間になって、

それは一ヶ月前のことでした。私は、いつも

人の心を労わる事に努力して行きたいと思いま

のようにバスを降りました。私と入れ替りに

す。

人のおじいちゃんがバスに乗ろうとしました。

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 塗装
実習実施機関 アイシン辰栄株式会社
監 理 団 体 協同組合同友

すれ違う時に気が付いたのですが、おじいちゃ
んは白い杖を持っていて目が見えず、乗車口が
上手く認識できないようでした。慌てて振り返
り、おじいちゃんの背中に手を添えておじい
ちゃんの身体を寄せて、杖を持っていない方の
手を取って乗車口の手すりを握らせてあげまし
た。足はしっかりしていたのでステップは簡単
に登れました。おじいちゃんは振り返えて

あ
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れど、母だけは違っていました。母は私にこう
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話してくれたのです。「母国以外の世界がみら
れ、そこで自分を鍛えることができる。それは
素晴らしいチャンスだよ。」と。そして、「自分

感謝の心

のことだから自分で決めなさい。」と。私は母
の言葉で日本へ来ることを決めました。本当は

WANG MEI LING

母だって、父たちと同じように私が心配なはず
です。それなのに、こうして日本へ旅立たせて

時間が経つのはとても早く、私が日本に来て

くれた母に私はとても感謝しています。

からもう四ケ月が過ぎました。この四ケ月の

日本では四人共同のアパート暮らしをしてい

日々は、日本での生活と仕事に早く慣れようと

ます。時々ホームシックになりますが、彼女た

一生懸命だった気がします。

ちが私を励ましてくれたり、助けてくれます。

私は日本が大好きです。日本に来れたことが

仕事では日本の先輩たちが私を温かく見守って

とても嬉しいです。日本の町はきれいで、そし

くれます。私はたくさんの人たちに支えられて

て日本の人は優しい、それが日本での第一印象

いることに気付きました。だから、これまで出

でした。日本人と接してその優しさに触れた

会えた人たちに感謝しつつ、これから出会える

時、中国にいる家族を思い出します。特に母の

人たちにも、母が教えてくれた「感謝の心」を

姿が目に浮かぶのです。私は農村に生まれまし

忘れないように過ごしていきたいと思います。

た。両親は農業をしています。決して裕福とは

そして母の働く姿を思い出しながら、私も母に

言えませんが、母の幼い頃と比べれば今の私は

恥じないよう一生懸命働きたいと思います。三

幸せです。母は貧しい家庭に生まれました。家

年後、母に成長した私を見てもらえるように、

計を助けるため、幼い頃より働かなければなら

「日本に行って良かった。お母さんのお陰だ

ず、学校にも行けませんでした。そのため字は

よ。ありがとう。」と言えるように。

名前だけしか書けません。それも祖母から教

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 電子機器組立て
実習実施機関 旭電器工業株式会社
監 理 団 体 三重ＥＬＣ事業協同組合

わったそうです。だから、私にも勉強を教えて
くれることはありませんでした。でも、
「働く」
ことと「感謝の心」を教えてくれました。それ
は、字を学んだり計算を学ぶより、 人 として
とても大切なことを教えてくれたと私は思って
います。
今、私は母から遠く離れた日本にいます。正
直、私は日本に来ることをとても迷いました。
日本に行きたいと話すと、父はもちろん祖父や
祖母も含めて周りの人は反対しました。たった
一人で外国で暮らすことが心配だからです。け
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沢山の日本にとっての常識に感動する事があり
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ます。私を揺さぶる力になります。
私達が毎日通っている道にいつも

人のおば

あさんが居ます。杖をついてドアの横に立って

日本を信じてる

います。偶然におばあさんと会話する機会があ

任

佳 佳

りました。おばあさんは耳が遠いので大きな声

REN JIA JIA

で話さなければなりません。
おばあさんと話していると涙が零れそうにな

2011年

月11日、ずっと期待していた日本へ

りました。私の日本語はまだまだ下手ですがお

の在留資格を得る事が出来ました。

ばあさんの話しは大体理解出来ました。

私はとても嬉しくて家族に電話をかけて私の

今、おばあさんは

人暮らしです。ご主人は

願いがやっと叶う、実現出来ると伝えました。

何年か前に亡くなりました。子供の仕事で傍に

それを家族は不安な気持ちで聞いたようです。

はおりません。少し寂しげに感じましたがおば

電話からその時、私は聞きました。「

あさんは笑顔で話してくれました。

時間前

に日本で大きな地震が起きました、とても大き

おばあさんはこうもおっしゃって下さいまし

な被害がでてます」と

た。

日本は元々地震は多くそれほど珍しい事では

「あなた達は毎日笑顔でこの道を通って頑

ありません。でも今回のような津波の被害は珍

張っている顔を見ると私も元気になりますから

しく沢山の市や村を呑み込みました。

頑張ってね」と

人々の恐れる表情、泣いている子供の声を報

そう言う貰えて私は感動しました。

道を通じて見ると日本にとってのとても大きな

85歳のおばあさん今のそんな生活を続けるた

試練になると感じました。でも私はそんな報道

めに、そして素晴らしい世界を見続ける為に

を見ても日本に来るという思いは全く変わりま

ずっとずっと頑張っているのだと思います。今

せんでした。

もおばあさんの笑顔と話しを思い出すと涙が零

日本は負けないと信じています。日本の復興

れそうになります。

はとても早いと思います。

それが私が見た日本です。誰でも真面目に頑

日本の国民は深刻な被害の中でも静まってい

張っています。私は中国人です。中国が好きで

ました。被害の酷い地区でも人々は争う事なく

すが日本も大好きです。団結と向上力がある民

相変わらず列を作って並んでいます。

族ですからどんな困難にも勝つでしょう。

階段に避難し休んでいる人々も階段の中央は

日本、頑張って下さい、日本を信じてます。

通路を空けています。多分それは日本では当然

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 機械加工
実習実施機関 有限会社丸髙工業
監 理 団 体 国際ビジネス情報協同組合

な事なんだろうと思います。でも中国人から見
るとそれはこの国の力の一つだと思います。そ
ういうこの国にとっては普通の沢山の事も私の
心を動かします。まだ日本に来て

ケ月ですが
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題も各地から殺到しました。今年、シカ駆除作
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戦に自衛隊のヘリコプターも出動しました。軍
隊を動員することは、中国人にとって、とても
想像できないことから、私たちは冗談半分で「北

北海道のエゾシカ騒ぎ

海道のエゾシカ騒ぎ」と呼びます。
実は、私はエゾシカが邪魔者とは思わず、む

REN LI DA

しろ、北海道の皆さんが大自然とやさしくつき
あうため贈られたご褒美だと思います。中国で

皆さん、野生のシカを見たことがありますか。

は、シカは縁起のいい動物であり、経済価値の

もし突然皆さんの前に野生のシカが現れたら、

高い動物でもあります。北海道でもシカの関連

どんな反応をしますか。私はその時驚いて、感

商品の開発と宣伝にもっと力を入れてほしいで

動しました。

す。そして、野生動物観察ツアー、ハンターと

去年ある日、私は会社の友達と川釣りに行っ
たところ、

のシカ猟ツアーも設ければ、北海道の魅力がさ

匹の親子シカが向かう岸の白樺林

らに世界中に PR できるでしょう。

から出て来て、私たちを二、三分ぐらいじっと

日本に来てから、この

年間、毎年春に中国

見続けた後、ゆっくりと林の中に戻って、姿が

内陸からの黄砂が北海道まで飛んできました。

見えなくなりました。

今年も、環境にとても敏感なシカに迷惑をかけ

「さすが北海道だ」と私は思わず感動しまし

ないよう、願いながら、自然保護の大切さを体

た。全ての山々が緑色に覆われ、春には桜、秋

で感じさせました。私たち実習生は仕事中の整

には紅葉、一年中いつも美しい絵はがきのよう

理整頓と普段のゴミ分別等習慣をちゃんと身に

な景色を見せてくれます。私の古里は海に近い

つけ、帰国したら、周りの人々に伝えようと考

のですが、森が少ないのです。野生動物と言え

えています。帰国したら、私たち一人一人は緑

ば、ウサギとタヌキしかいません。近年、海岸

の種のように祖国の大地に広く播いていき、力

に工業団地、ゴルフ場等がどんどん建てられて、

強い芽が出て、必ずいつか立派な大木になるよ

市民の生活は裕福になりつつあると同時に、自

う努力したいです。私たちの郷も美しい北海道

然との距離がますます遠ざかっていく。結果、

のように青空と緑に恵まれて、若く、きれいに

水と空気の汚染問題は深刻になりました。今

変わって来ると思います。

回、野生のシカが悠然と自分の前に現れ、感動

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 加熱性水産加工食品製造業
実習実施機関 株式会社北海道村
監 理 団 体 道北中小企業協同組合

でたまりませんでした。
日本では、かつて経済成長期に、川が汚染さ
れたり、森林が乱伐されたりした事件がよく
あったと同僚から聞きました。当事、エゾシカ
の姿も滅多に見当たらなかったようです。い
ま、北海道の自然環境の回復とともに、シカが
年々増えつつあり、シカによって起きた食害問
― 48 ―

分が成長したと痛切に感じています。以前不器

優良賞

用だった私は今料理が上手になりましたよ。恥
ずかしいことに幼い頃から今までお母さんに料
理を作ってあげたことが一度もありません。帰

母への手紙
王

国後、お母さんに私の愛をこめて手作りの寿司

宁

をごちそうします。

WANG NING

日本へきてから仕事に対する姿勢が大きく変
わりました。日本人の働き蜂の精神に感心して

お母さん、元気ですか、私は元気です。日本

います。この変化は人生において大事な転換点

へきてもう半年が過ぎました。わたしは家族み

じゃないでしょうか。向日葵のように太陽へ向

んなへの懐かしさを日々溢れさせています。二

かう前向きな態度をとって毎日百パーセントの

〇一〇年の春節は私が初めて家にいなくて過ご

力を発揮することができるようになりました。

した春節です。お母さんは私のことを思い出し

お母さん、日本は色々感動をもらう国です。

ますか。思い出すたびに泣くなんてだめです

ここで暮らしている毎日も楽しいですよ。だか

よ。お母さん、涙をながすのが好きなの？私は

ら、お母さん、心配しないで。

もう何度も見ましたよ。私が美しい生活への憧

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 ダイセルバリューコーティング株式会社
監 理 団 体 協同組合西日本技術振興交流センター

れを抱いて大学へ行った時、私が家族みんなの
反対もかまわず来日の決意を表した時、私のわ
がままのせいでお母さんに悲しみの涙を流させ
てごめんね。でも、
私は悪い子じゃないんです。
たゆらない努力を通してようやく日本語能力一
級に合格しました。すごいでしょう。「努力す
れば報われる」あなたの娘はきっと自分の人生
においてもっと多くの成功を収めていきます。
私を信じてください。
お母さん、知っていますか。わがままと思っ
たでしょうが、日本へ来る目的は自分のためだ
けじゃなくて家族みんなが豊かに暮らせるため
に来たんです。お父さんとお母さんに育てても
らって、とても感謝しています。学生時代に私
の学費のために苦労させて、ごめんなさい。お
金を貯めて親へ恩返しするのが私の最大の目標
になりました。そして色々考えた末、私は研修
という道を選びました。
日本での研修生活はちょっと疲れますが、自
― 49 ―

てていただいたと思っています。心から感謝し
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ています。
日本での研修は、とても充実して楽しかった
です。仕事は難しかったですが、仕事の面白さ

研修感想

で、仕事と日本が共に大好きになり、帰国して
も自動車と関係のある仕事をしたいと思ってい

SU RI NA

ます。でも、仕事は興味だけでうまく行くもの
ではありません。豊かな知識と経験は重要で、

私は中国研修生として日本にやってきて、も
う

年になりました。この

創造的な意識、コミュニケーション、根気と仕

年間で、学んだ事

事に対して正確な認識が無ければなりません。

も、迷った事も沢山あります。でも、見聞を広

私にはまだ足らない所が沢山あり、能力の欠如

め、かなり成長してきたので、日本へ研修に来

も著しいけど、自分の成長が分かっているから、

て、本当に良かったと思っています。

とても満足しています。またどこの職場へ行っ

開発関係の業務をしている間、開発はものづ

ても、職場のみんなはいつも熱心に、辛抱強く

くりの最初のプロジェクトとして、想像以上の

説明し手伝ってくれて、みんなの優しさに本当

難しさがあるということを体験しました。ソフ

に感動しています。離れがたくなってしまいま

トウェア・プログラム開発について教えてもら

したが、帰国した後もこの感情をもって、恩を

い、開発理念を立てました。能力の不足と研修

忘れずに頑張り続けたいと思います。日本の技

期間の短かさで、開発の仕事が完璧にできな

術だけではなく、日本の管理方法、考え方を今

かったのはとても惜しい事です。一度、自信を

後の仕事などの参考にし、日本で勉強した事を

失ってすごく落込んでた日々もありましたが、

中国で生かしていきたいです。日本の仕事に取

今自分の成長と能力を認めて、これから、どん

り込む精神と、自然を大切にし、常に環境、相

な仕事であっても、明るく楽しく、自信をもっ

手へ思いやりをする人造りと人守りの態度をみ

て計画的に進んで行こうと思っています。

んなに教えてあげたいです。中国は新興国で、

中国で「一地方の風土は一地方の人を育てる」

先進国の日本とは経済、教育発展などの上で、

という諺があります。中国研修生の日本での生

かなり差があります。文化、風習、環境から育

活はどれぐらい充実して、どれぐらい勉強にな

てた考え方を変えるのは本当に難しいので、一

るかは研修生自分の前向きな考えと頑張り、研

人の力で帰国してやりたい事を簡単にできるは

修グループのスタッフ達の考え方と会社の応援

ずないです。研修で学んだことを中国で活かし

に依ります。研修生活で、研修生の仕事、生活

て行く為に、後悔がないようにみんなで頑張り

管理をしているスタッフ達の姿はなくてはなら

ましょう。

ないです。仕事上では腕のある先輩、生活上で

区
分
国
籍
職
種
実習実施機関

は親、友人達といういくつもの役を持っている
スタッフ達のお陰で、私達は今の安心安全な生
活を暮らしています。お陰で、私もりっぱに育
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技能実習 号
中国
電子機器組立て
小島プレス工業株式会社

「日本語を勉強して、日本語検定一級に合格

優良賞

したいです」
と言いました。先輩は笑顔で、
「こうちゃん、そういう考えを持っているの

温かい人間になりたい
胡
ＨＵ

は、とても偉いです、私が協力するから大丈夫

洁

よ」

ＪＩＥ

と言ってくれました。日本語の本を買ってく
れ、休みの日には勉強を教えてくれています。

日本の桜はとてもきれいですが、もっときれ

私を理解するために、中国語も勉強してくれま

いなのは日本人の心だと思います。温かい心を

す。いつも励ましてくれ、私に心豊かな生活を

持っている人は、周りの人にも温かい心を与え

楽しんでほしいと願ってくれています。幸せと

る、大変素晴らしい人間であると思います。

感謝でいっぱいです。

日本に来る前、おじいさんが教えてくれたこ

私と先輩は、違う二つの国の人間です。先輩

とがあります。

の大きな愛情で、二人の心が繋がっています。

「世界中で一番きれいで優しい女性が日本に

先輩の心はとても温かく、私が見習いたい、一

いるよ。いろいろな事を習い、よく考え気付け

番きれいな日本女性です。

るように、日本女性を手本としなさい。そして

彼女達との出会いで、人に愛情を持って接す

美しい心を身につけ、良い女性になって帰って

ることを習いました。自分がやりたいことを一

下さい。」

所懸命やっていくことも習いました。そして心

この言葉を胸に入れて、守るように努力しな

から優しい女性になりたいと思いました。誰か

がら、今日本で暮らしています。無農薬の野菜、

ら見ても、心がきれいな女性であるように頑張

何十年も壊れない電気製品、責任感を持って働

りたいです。中国に帰っても、優しい心で人に

く姿などを見て、日本は偉い国だと実感しまし

接して、温かい心で人を手伝いたいです。どん

た。しかし、私が一番感心したのは、日本のお

な時も平常心で対応、解決していけるように、

母さんになった女性達です。ある日本女性が、

広くて温かい心を持っていたいと思います。

「日本人はお母さんの味を覚えているよ」と言

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 耕種農業
実習実施機関 有限会社田中商店
監 理 団 体 広島食品・工業協同組合

いました。私はとても驚きましたが、よく考え
ると、これは日本女性達の偉くて、きれいな所
だと思いました。いくら疲れていても、丁寧に
愛情を込め家族に料理を作り続けています。温
かい心を持っている人は、まるで太陽のようだ
と思います。
また日本女性で職場の先輩との出会いで、温
かい人間になりたいと、より強く思うようにな
りました。日本に来て一年経った頃、先輩に、
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で勉強して自分の人生を変えて来なさい」と言

優良賞

われました。
両親に期待され2009年

生としてやっと日本に来ることができました。

Ｖサイン
丁

月18日に、私は研修

不安と緊張がありましたが、両親を喜ばす。友

金

祥

達をびっくりさせる思いで、日本語を勉強し、

DING JIN XIANG

仕事も早く覚えようと一生懸命頑張りました。
そして、会社の方々の指導、協力のお陰で、昨

私が日本に来て

、

年たちました。

年、日本語能力検定一級、今年はＮ

日本に行って自分を変えようという強い決心

に挑戦し

再度合格できました。

を持って中国を出発したのが、昨日の事のよう

さっそく、電話で母に合格の件を伝えました。

に思われます。

その数日後、
「お父さんがね、外で会う人、会う

私の強い決心は何かと言いますと、それは私

人に、私の息子が一級取ったよ！私の息子が一

が学生の頃の話ですが……。

級取ったよ！と喜んでいるの」という母も電話

私は勉強が嫌いで、成績はいつもビリでした。

の向こうで泣いていました。私は電話を切って

また、友達と喧嘩して相手の家族に叱られた事

からも涙が止まりませんでした。

もありました。勉強はしない、性格は乱暴で、

いよいよ、私の実習日数もあと僅かです。日

その状況の中で私は大学を受験し失敗しまし

本で楽しい思い出をたくさん持って帰ります。

た。その時の両親の大きなショックを受けられ

両親の笑顔を一日でも早く見たい気持ちとは反

ました。私を叱る元気もないぐらい落ち込んで

対に日本の皆さんとの別れは本当に辛いです。

「これからどうするの？あなたの将来はどうな

日本の皆さんにはありがとうございましたと

るの？」と聞かれ、私は答える事が出来ません

頭を下げ、故郷にはただいまと胸を張って帰り

でした。

ます。故郷に帰り、両親の顔を見たら、まず、

数日後、目標がないまま、卒業を迎え、親戚

最初にＶサインをしたいと思っています。

の紹介で小さな工場に就職しました。平凡な毎

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 工業包装
実習実施機関 日野サービス興業株式会社
監 理 団 体 協同組合ビジネス・ブレーン

日を過ごしていました。ある日友達から同窓会
があると言われて、喜んで出席しました。一年
ぶりに会った友達は懐かしくて、話したい事が
たくさんあったのですが、皆、大学の話ばかり
しているので、私の話に入れませんでした。恥
ずかしい思いを味わっている時、誰かが研修生
として日本に行く話しをしていました。これが
きっかけで私は初めてわくわくしながら、日本
で色んな事を勉強したい、自分自身を変えよう
と思い両親に相談しました。両親からは「日本
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た。でも、その時の私はとても悔しくて謝る勇

優良賞

気がありませんでした。数年後、突然彼から封
書が届きました。その中には手紙は無く写真が
一枚だけ入っていました。そこには笑っている

微笑みは命の宝物
夏

私と李君が写っていました。沢山の良い思い出

洪 玉

が湧き出てきました。ふと写真の裏に目をやる

XIA HONG YU

と「いつか君のこの様な笑顔を再び見る事がで
きるかなぁ。永遠の友達」と書いてありました。

この競争が激しい社会で生きていくのは、幸

私は感動して、涙しました。だから「微笑み」

せと思うけど苦しい感じる時もあります。しか

は人間と人間の交わりの中で貴重な宝物で、人

し、いろいろな場面で、
「微笑み」は問題を解決

生を歩んでいく道程での「緑の信号」だと思い

することができます。更に奇跡を創ることがで

ました。

きます。命に対して楽観的に構えている人は、

2009年11月、
私は夢を持って日本に来ました。

いつも微笑みでこの世を生きています。

家族と離れて言葉も通じない国での生活が始ま

「微笑み」は人間の表情、感情表現のひとつ

りました。最初は寂しくてすごく心細かったで

です。更に外見から心を表現する事です。

す。しかし、私は入国して以来研修期間中の先

人間は泣きながらこの世に来て、微笑みなが

生や会社の上司や同僚達に色々と世話になりま

らこの世を離れる事ができたら本望です。

した。言葉はできないけど皆さんはいつも「微

微笑みはいつでも在る物です。微笑みの陰に

笑み」で私を励ましてくれ、充実した年月を送

は、いつも楽しみや苦しい物語が存在していま

る事ができました。皆さんのお陰で去年の12月

す。この物語は私たちの人生を励まし続けてく

の日本語検定試験を合格できました。

れます。多くの昔の事は忘れてしまいました

各民族は自分の風俗・習慣や文化を持ってい

が、色々な微笑みの場面はずっと私の頭の中で

ます。しかし、共通した交流方法がひとつあり

深くイメージとして残っています。

ます。それは「微笑み」です。

18歳の時に軍隊に入りました。軍隊の生活は

これからも、私は感謝の心を持って、笑顔で

厳しく寂しかったです。恋愛も禁止されていま

年月を送って頑張って行きたいと思います。楽

したが年頃の年齢です。地元の女の子と恋愛を

観的に人生に向かう事は一番幸せな事だと思い

しました。ある週末の日に隊長に報告無しにそ

ます。

の子とデートをしました。その事を上司に告げ

区
分 技能実習 号
国
籍 中国
職
種 プラスチック成形
実習実施機関 マルイチエクソム株式会社
監 理 団 体 関西同友会事業協同組合

口をされて叱られ重い処罰を受けました。この
デートの事を事前に同郷の友人である李君に話
をしていましたので、 告げ口をしたのは絶対
にあいつだ

と思いました。李君とは大喧嘩と

なってしまいましたが、軍隊を離任する直前に
偶然にも本当に告げ口をした犯人を見つけまし
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佳作

本語を勉強していたので、日本語の勉強は楽し
く、日本へもすぐに行けるようになり、私は不

でも、がんばります

安もありましたが、日本での生活を楽しみにし
ていました。しかし、実際に日本に来てみると
勉強した日本語よりもはるかに難しく、自信と

ZHENG

KAI

夢をなくしそうになっていました。そんな時は

株式会社柴田技研工業／

電話をして両親の声を聞くのが一番の楽しみで

共進協同組合

した。

私は「加油（ジャーヨ）」日本語でいうと「が

父は「元気か、体は大丈夫か、ちゃんと食べ

んばれ」という言葉が好きです。この言葉のよ

ているか」といつも同じことばかりです。母は、

うに、私もがんばることが好きです。

お父さんがムリしていないか、がんばりすぎて

私は両親と離れて中国の大きな街で仕事をし

いないかと、いつも心配していると教えてくれ

ていました。そこは中国と日本がいっしょに

ました。

作った会社でした。そのため、日本語が分から

私は両親の声で勇気をもらい、まだ自信はな

ないと困ることもありました。日本語を勉強し

かったけれど、日本語検定の試験を受けること

て分かるようになれば、もっと仕事が出来るよ

にしました。いっしょに会社に入った友達と

うになると思いました。

人で日本語検定合格を目標に、競走して勉強を

半年ぐらい働いていたら、いっしょに働いて

しました。難しい問題や質問があると、何度も

いる友達から研修生のことを聞きました。私は

「だめだ、やめよう」と思ったこともありまし

「これだ、日本へ行って日本語と仕事のことを

たが、指導員の人や会社の人から「がんばって

勉強しよう」と思いました。私はすぐに両親に

る」と言われると、
「やめます」と言えなくなっ

研修生のこと、日本へ行って勉強したいことを

てしまい、何とか、試験の日までがんばり続け

話しました。でも、両親は「そんな遠くへ行か

ることが出来ました。

せられない、絶対にダメだ」となかなか賛成し

そして、みんなに教えてもらって、日本へ来

てくれませんでした。何度も話をしましたが返

て10か月目にＮ

事はいつも同じでした。

級に合格しました。

合格したことを両親に電話すると、とても喜

ある日、母から父が「今でもがんばっている

んでくれました。その時も父から「ムリをする

んだから、今のままでじゅうぶんだ。これ以上

なよ、がんばりすぎるなよ」と言われました。

がんばって体をこわすことが心配だ」と言って

私はがんばることが好きです。でも父は、私

いると聞きました。私はあらためて、父に「心

ががんばりすぎることを心配しています。でも

配してくれて感謝していること、でも自分が今

父には申し訳ないけど、私はこれからももっと

できることを応援してもらえないか」と話をし

がんばると思います。

ました。
半年かけて、やっと両親が賛成してくれ、研
修所に行けるようになりました。会社で少し日
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佳作

した。あれから、小河さんはいつも私の冷たい
手を握って、温かくしてくれ、私は何度も感動

あの冬特に温かい

しました。母のように私を愛してくれました。
工場は毎年品質管理活動（QC）を行っていま
した。発表日先輩たちも参加し「みんなメイク

XIA

YAN

HUA

して、きれいだな。」と思いました。そんな何も

西日本三桜株式会社／

つけない、いつも素肌の自分と比べたら、急に

西日本海外業務支援協同組合

恥かしくなってうつむいてしまいました。そん

年前のことでした。あの頃日本に来た

な細かい表情でも、佐々木さんが気が付きまし

ばかり、ある広島の小さい『安浦』という町で

た。「夏さんは何もつけなくてもかわいいよ」

した。はじめて両親のそばから離れて、こんな

と言ったので、「本当ですか」と聞いたら、「本

に遠い所へ来て、
何度も家のことを思い出して、

当だよ、夏さんは夏さんのままでいいの、メイ

布団の中で一人こっそり泣いてばかりいまし

ク し な く て も い い の。」と 言 い ま し た。私 は

た。あの時、工場の人は優しくて親切でした。

「佐々木さん、ありがとう。」と胸を張って答え

みんなよく私に声をかけてくれ、中国の家のこ

ました。いつの間にか、自分は誰とも比べない

とまで、いろいろ聞いたり話したりしました。

で、自分の目標だけ決めて前を見て、まっすぐ

だんだん自分も明るくなってきて、毎日笑顔で

に進むようになりました。

もう

楽しい生活を過ごすことができるようになりま

金融危機のせいで、みんなと離れて、山口の

した。

支社へ転勤することになりました。別かれる

最初工場に行く時、道さえわかりませんでし

時、涙ながらに「さようならとは絶対言わない

た。そんな私を身長百八十センチメートル位の

でね。」と約束しました。「きっといつかまた会

工場長は毎日一旦朝七時に車で工場に出社した

えるよ。同じ制服を着て同じ会社に勤めて、元

あと、自転車で私の宿舎へ来て、一緒に工場へ

気で一緒に頑張ろうね。」とみんながそう言っ

行ってくれました。工場長は私の後ろにしっか

てくれ、「みんなと出会ってよかった幸せでし

りついて、ずっと私を守ってくれました。とて

た。」と大声でみんなに言いました。みんなは

も高くて、大きい背中がまたさらに大きくなっ

「出会ってよかたよ。」と最後返事をしてくれ

たような気がしました。

ました。

休憩の時、みんなはずらっと椅を並べて座り

今一緒にいられなくても、あの冬特別の温か

ました。いつも一緒に座っていた小河さんは私

さは今でも忘れられなく、心の奥からずっとそ

の赤くなった手を見てから「夏さん、手寒い」

う感じております。

と聞き、
「そうですね、今日本当に寒いですね。
」
と返事をしたら、すぐ小河さんは私の手を自分
の両手でしっかり握り、
自分の服の中に入れて、
自分の温かさを私に伝えてくれました。あんな
温かくて、大きい手に包まれて、本当に幸せで
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佳作

が、私は初めて見たものでこのような時に使う
と思いつかなかったです。この小さなカイロが

カイロの暖かさ

体も心も暖かくしてくれて嬉しかったです。こ
の暖かさは、カイロの暖かさだけじゃなくてま
るで家族みたいな温かさを感じました。感動し

ZHANG HUAN

た気持を言葉で表現することができなかったで

株式会社 TSS／

す。その後も寒くて自分でカイロを使うたびに

流通産業協同組合

その時のことをよく思い出します。

私は、二千九年三月二日に研修生として中国

日本へ来てからの生活や仕事で分からない時

から富山県の朝日町に来ました。朝日町は、海

には、いつも会社の人達から叮嚀に教えてもら

と山囲まれてして空気や水がとてもきれいな所

いました。その時私は、まだ日本語が下手なの

です。あっという間に

年の年月が過ぎ去りも

であまり会社の人と話ができませんでした。け

うすぐ中国へ帰ると思うといろんなことを思い

れどもいつも下手な意味が通じない私の日本語

出します。特に心に深く残っていることは、日

にもかかわらずやさしく話しかけてくれまし

本で初めて迎えた冬の出来ごとです。

た。お陰で今では、私は普通に日本人と会話す

二千九年の冬は、雪も多くとても寒い冬でし

ることができるようになりました。また困った

た。ある時私は、体調管理が不足分で風邪をひ

時は、一緒に来た友達に助けてもらって困難を

いてしまいました。風邪のせいで頭も痛くて鼻

乗り越えてきました。日本へ来てもう二年が過

水もひどくて体がとてもだるかったです。それ

ぎました。皆さんのお陰で徐々に生活や仕事に

に薬を飲んだためか仕事中とても眠くなりまし

もなれて来ました。そして最初に来た時の不安

た。

感もなくなりました。

時の休憩の時私は、自分の席でちょっと

寝ようと思いました。少し時間が経つと熱で顔

日本で楽しい事や悲しい事がありました。そ

も赤くなり寒気がしてきました。その時ふと家

してこのような経験は、私を成長させてくれた

族の顔が頭の中に浮かびました。もし家族と一

と思います。日本でのいろいろな経験は、一生

緒にいたらと思ったら寂しさに涙が零れそうに

忘れない思い出になると思います。日本は、私

なりました。その時に急になぜか背中がとても

の心にカイロのような物を貼ってくれました。

暖かくなりました。顔を上げて見ると一緒に働

日本の思い出はずっと暖かい心のカイロです。

いている先輩の広田さんが心配そうに見詰めて
いました。「大丈夫」「あまり無理しないでね」
「これしかなかったので、でも少しは暖かくな
ると思うよ」と言ってくれました。「えっ」と
言って最初は、何にがなんだか全然分からな
かったけど先輩は、自分の背中からカイロを
取って私の背中に貼ってくれたのです。以前に
先輩達が使っているのを見たことがありました
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ていなければ、金持ちになっても、ほかの人を
助けるかどうかわからない。

私の夢

月11日、東北地方は地震に加えて津波の被
害も大きく、本当にびっくりした。被災地に住
んでいる人が心配なので、私に何かできること

ここで言う

夢

XU FENG

をやろうと思っている。微力ながらも何かでき

大和鋼業株式会社／

ればと思い、河内長野であった被災地支援チャ

協同組合 JBU

リティに参加した。羽曳野市福祉会が開催した

というのは、寝ている時に

被災地支援イベントにも参加した。被災地が

みる夢ではなく、人生の理想（や願望）という

日でも早く復興するように協力したいと思う。

意味だ。長い人生のうち、必要なものはたくさ

でも、もし今夢が実現して、金持ちになれた

んあるが、夢を持つことは一番大事なことだと

ら、きっともっといろいろな面で助けることが

思う。

できると思う。一方、夢は口で言うだけでは駄

夢は人生のパワーだ。夢を持っていれば、

目だ。少しでもよいから、行動していかなけれ

困った時でも大丈夫だと思う。自信がなくなた

ば。みんなと一緒に上を向いて頑張ろう。

時でも、勇気を出せると思う。小さくても夢を
持つ方が良い。何か夢を持っていれば、人生が
楽しくなるはずだ。
私の夢は、ビル・ゲイツのような人になるこ
とだ。しかし、これは最終の夢ではない。金持
ちになって、ほかの人を助けられるようになる
のが、私の最終の夢だ。
人は誰でも

人では生きていけない。以前、

私は先生に「人間として、どうやって生きるべ
きか」を教えていただいた。私はいつもそれを
考えながら生きている。いつも頑張って夢に向
かって進んでいる。自分や家族の将来の為だけ
でなく、できるだけほかの人の為にも頑張る方
が良いと思っている。
金持ちになれたら助ける、金持ちになれなけ
れば助けないと言うことではない。ほかの人を
助けてあげたいと思う気持ちを持つことが一番
大事だ。この気持ちとお金があるがどうかは関
係がない。貧しくても、自分のできるだけのこ
とをやっていく。もし、そういう気持ちを持っ
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ちはいつも私達を心配したり、懐かしく思って
います。私達にとって、たいしたことではない

間違えたメッセージ

電話やメッセージは、親たちにとって、とても
大切なものです。
今、遠い日本に居る私達のことを親たちはと

WANG YUAN YUAN

ても心配しています。だから、親たちを心配さ

パナソニック電工施設照明株式会社／

せないように、私達は今まで以上に連絡するべ

情報ベンチャー協同組合

きだと思います。楽しい事であろうと、悲しい

中国に居る時に、とても印象に残った話があ

事であろうと、両親と分かち合うのは自分の幸

ります。それはショートメッセージについての

せだけではなく、それも両親の楽しさです。ど

話です。

んなことにあっても、両親と相談でいいです。

あ の 日、若 い 男 の 子 は ガー ル フ レ ン ド に

両親たちは永遠に私達の精神の支柱ですから。

ショートメッセージを送りました。メッセージ

みなさん、家の人に最近電話しましたか。家

の内容は「あなたのことが恋しいです」という

族のことを忘れないように。

ものでした。送り出してから、なかなか返事を
もらえなかったので、もう一度携帯電話を見る
と、送り違いを見付けました。ガールフレンド
に送ったつもりが、お父さんへ送っていました。
再びガールフレンドに送ろうとしていると、お
父さんから電話がかかって来ました。お父さん
はこの一言がどれほど嬉しかったことか。
「家
族が懐かしいのなら、今週、帰っておいでよ。
もう一ヶ月家へ帰って来ていない。お母さんは
おいしい料理を用意していますよ」と言いまし
た。電話を受けた男の子は一瞬何を言ったらい
いか分かりませんでした。自分が送り間違えた
メッセージが、お父さんをそんなに嬉しくさせ
たなんて。よく考えると、確かに長く家へ帰っ
てなかったです。
ストーリーから親たちは一番あなたのことに
気を配る人だと感じました。いつまでも、あな
たはどこに居ても、親たちはずっと家であなた
を待っています。そとに居る私達は、いつも家
族のことを忘れやすく、電話もメッセージも送
りません。私達は気付いていなくても、両親た
― 58 ―

佳作

す。「失敗は成功のもと」です。私がこれまで
経験した失敗は決して無駄ではなく、私の未来

失敗は成功のもと

に必ず役立つと思います。反対に失敗を恐れて
何も行動しなければ自分に新しい発見も成長も
ないと思います。これは私なりの考えですが、

JIANG JING

せっかく日本に来て生活をしているのだから、

株式会社ウイルテック／

ただ毎日仕事に行くだけではなく、もっと日本

電子・機械部品製造事業協同組合

の文化や習慣を一つでも多く学びたいので、自

私は日本に来てから、早いものでもう

年半

分の安全な殻に閉じ込もって何も行動しないの

が経過しました。中国ではずっと家族と一緒に

はもったいないことだと考えています。一日一

暮していましたが、一度自分の力で自立した生

日を大事にしたいと思います。

活をしたいと思い、技能実習生として仕事を通

技能実習生としての日本での生活も残り半年

じて成長しようと、大きな希望と期待を胸に日

となりました。私はこれからも失敗を恐れずに

本へやって来ました。

可能な限り、積極的に色々な事に挑戦していき

ところが、日本に来た当初は日本の文化や言

たいと思います。

葉、習慣からくる戸惑いと挫折の連続でした。

日本で得た大切な宝物を胸に中国に帰国して

言葉の壁が最初は一番大きな問題でしたが、や

からも、自分の未来に役立てたいと思います。

がてそれよりも中国と日本の文化や考え方の違

そして将来は自分が日本と中国の架け橋になる

い、表現の仕方の違いには大変苦労しました。

ような人間に成長し、少しても社会に貢献でき

私は元々、色々な方々と積極的に会話をした

る人間になりたいです。

り、交流するのが得意な性格ですがその反面、

日本に来て本当によかった。ありがとう、日

自分が思った事や感じた事をすぐに口にしてし

本、ありがとう、皆さん。また会いましょう。

まう性格が災し、苦難に直面したことも多々あ
りました。
中国では当たり前で問題がなかった言動や行
動も日本においでは非常識だととらえられるこ
とも少なくありませんでした。
しかし、私は幸いなことに、多くの方々と交
流することで、大切な事もたくさん教えて頂き
ました。自分の国の文化や習慣、価値観を主張
するだけではなく、時には相手を理解し、尊重
し合う心を持つことが大切だということを学び
ました。そうした譲り合いの精神は日本の美し
い文化だと思います。
私には大事にしている好きな言葉がありま
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子炉爆発の事件が起こりました。私は胸を締め
付けられるような気持ちでした。私が一番驚い

震災で感じたこと

たのは天災の後、文句を言う人は一人もいなく、
店の日用品を略奪する事もなく、大通りで一人
ずつ順番にバスを静かに待って、列に割り込む

WANG YING YING

人もいなかった事です。その日本人の堅固な意

九州オーテック株式会社／

識と冷静な態度は私に大きな衝撃を与えまし

宇佐商工会議所

た。私は少し前の消極的な態度に恥ずかしく感

自然災害などは予期する事はできません。次

じるようになりました。自分は災難にあった人

の時間には何の事が起こるか？いい事又は悪い

より幸せだと思いました。私は死を怖がっては

事、誰も知りません。生きている事が幸せで、

いないけれど、もし同じような地震を私が受け

生きているからこそ希望があるという事は東日

たとしたら、どうしたらよいか分かりません。

本大震災の後で一番感じた事です。

人間の生命の長さは計り知れません。まだ生

ずっと前から私の理想は日本語をすらすら話

きてさえすれば私達は幸せです。これから、私

す事です。日本に来る前、私の日本語の先生は

は積極的な態度で向上心を持って、将来の人生

私に「研修生活はとても辛く、身体的にはとも

を送っていき、たとえ苦しくても、堅い信念を

かく、生活と精神的な圧力は重い。
」と教えてく

持って、気を落としてはいけないということが

れましたが、私はいつも笑顔で生活を送るので、

地震の後で分かりました。この文章を見た人は

去年実習生として日本へやって来ました。日本

もっと命を大切にしてください。2008年

はよく知らない国ですべての物は私にとって新

中国の温総理は汶川大地震の時に「多難興邦」

鮮な事でした。毎日仕事や勉強や料理をして楽

と書き残しました。意味は国が多事多難であれ

しく暮らしています。でも、時間が経つに連れ

ば、人民はかえって奮起して国の興隆をもたら

て、自分の考えも徐徐に変化している事が分か

すという事です。この四字熟語を日本の友達に

りました。物事に熱中する事も積極的な態度も

贈りたいです。天災に受けた方方には早く健康

無くなり、また悩みもあり、残りの

を取り戻して、復興する事を祈ります。

年さえも

無為に過ごしてしまうのではないだろうかと
思っていました。突然の東日本大震災が発生し
た事は私を驚かせました。その日はいつものよ
うにテレビを見ながらご飯を食べていました。
その時のニュースで沢山の建物が地震で倒れ
て、酷い津波に巻き込まれたという事を報道し
ていました。一瞬にして廃墟になった町を見詰
めていると手に握っているスプーンが震えて、
ずっと茶碗を叩いていました。自分でも信じら
れませんでした。その後、地震と津波に伴う原
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の修理方法をみているので、自分でも修理位で
きると思う、機械を調整しました。そのせいで

日本で学んだ事

機械が故障して動かなくなりました。先輩が時
間をかけて修理してくれしたが機械が故障した
せいで、忙しい現場がもっと忙しくなりました。

FANG CHANG BIN

私は皆に迷惑をかけてしまいました。努力もし

厚木プラスチック株式会社／

ないできちんと修理方法も理解しないのに、勝

みらい協同組合

手に大丈夫だろうと思った自分がとても恥ずか

両親と離れ、日本に来てもうすぐ

年経ちま

しいです。先輩は「房君大丈夫だよ、元気を出

す。日本に来たばかりの時は、中国とは違う所

して頑張ってね」と励ましてくれました。この

が沢山あって戸惑いましたが、今ではすっかり

事は決して忘れてはいけないと思いました。今

慣れました。過ぎた

私は毎日作業前に機械を点検して

年を思い出すと言葉では

日の仕事の

言い尽くせない程の事がたくさんあり、生まれ

準備しておきます。機械の調子や修理も正確に

て今日までこんなに時間の経過を速く感じた事

対応できるように分からない事は必ず先輩に聞

はありませんでした。

いて正しい手順で覚えます。問題が発生した時

私の会社はプラスチックを成形する会社で

はどんなに忙しくても慌てずに冷静に対応して

す。日本に来て半年位がたった時、リーダーは

教えて貰った事を

私に「今日からこの機械の操作を覚えて操作し

出来るようになると、どんどん自信がつきまし

てください」と言いました。私はまだ日本語が

た。今では機械を扱う事がとても楽しいです。

うまく話せないし、それに今まで機械を操作し

不安な時、自分の考え方と行動を反省して自

た事がないです。沢山のボタンがついている機

分に不足している所を補う為に努力をするどん

械を見ると、とても不安になりました。先輩に

な事でも続けて努力すれば良い結果を出す事が

教わりながら、機械の操作を覚えて、なんとか

出来ると信じています。出来た事は小さくても

一人で操作ができるようになりました。機械の

少しずつ積み重ねていけば大きな収穫になりま

調子が悪い時、止まったり、うまく作れなかっ

す。日本に来ていなければ、こんな考え方は出

たりします。その時は先輩を呼んで直して故障

来なかったと思います。日本にいられる時間は

した原因や修理方法を私に説明しながら修理し

後

てくれる。一度教えて貰った事は自分でしっか

も必ず合格できるように努力して日本で学んだ

り覚えて次に故障した時は自分で修理しないで

努力する、の大切さを忘れずに帰国します。そ

いけません。しかし私は仕事の忙しさや機械に

して、成長した私を両親にみせてあげたいと思

慣れていない事を理由して機械の調子が悪く

います。

なっても自分で修理方法を理解して覚えようと
はしないですぐに先輩を呼んで直して貰ってい
ました。私は側で見るだけです。
ある日、機械の調子が悪くなり、いつも先輩
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年で日本語能力試験

人で

級に
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い利用価値があることに目をみはりました。自
分の目で見るまでは信じられませんでした。同

勉強になった旅

時に私の視野が広まりました。実習をきっかけ
に、日本を理解する度合いが増し、知識として
収穫がありました。未来に向かって、新しい目

ZHANG HUAN

標をはっきり決めています。
来日以来、数え切れないほどの知識がえられ

有限会社コスモスフーズ／
東部中小企業協同組合

ることの喜びでいっぱいです。これからの生活

月日の経つのは早いものです。いつの間に
か、来日してから早や

に役立つことと堅く信じています。

か月が経ちました。時

そして、心に刻んだ実習生活を人生の貴重な

間が経つにつれて、自分も日本の生活環境に慣

旅として、有意義な人生の糧としたいと思って

れ母国で体験してきたことに加えて成長してい

います。

ます。
日本へ入国する前には、友人から日本の状況
についての話を聞く機会があったのですが、よ
く理解できませんでした。来日した現在は自ら
その場に臨み感慨が深いです。
日本での実習生活を振り返ってみると、日本
語を上手に話せなかったり、聞き取りにミスが
あったりし、作業が捗らなかったりした事もし
ばしばでした。工場の諸先輩達は、親切、丁寧
に指導してくださいました。根気づよく説明
し、納得いくまで伝達してくださる姿に、日本
人の優しさや、責任感の強さに感動しました。
指導者の期待にこたえられるように実習に励
みたいと心に誓いました。恵まれた指導者のも
とで、精一杯頑張りたいと日々思っています。
日本の技術のすばらしさに感動することもしば
しばです。
来日し、日本語の勉強中に、私達を銚子市清
掃センターの施設見学に連れていってくれたと
きのことです。日本人が、ゴミの処理をするプ
ロセスを知りました。それに、処理して肥料や
服やガラス等ができるということも分かりまし
た。私が驚いたのはゴミはなんとこんなに大き
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れた。中国人だと気づかれ、説明しようとする
と、
「募金してくれるの」と先に感謝され、突然

交流による成長

涙が流れる程感動した。募集した金は多くない
が、両国の交流が付いていると思う。帰る時電

田

智

勇

車の中で黙っていた皆を見て、人と人の交流が

TIAN ZHI YONG

少なくなちゃうだろうと思った。帰った後、

有限会社カネ角商店／

ネットで佐藤水産の専務佐藤充さんが20人の中

紀央事業協同組合

国人研修生を助ける為逃げ遅れ、皆の目の前で

日本に来て成人式の事を聞いた、若者が20歳

津波に攫われ行方不明となったとのニュースを

になり、成人式を行い、成人になるそうだ。僕

見た、感動の余り再び涙が流れそうになった。

の成人の日を思い出すと、

年前の事だった。

週間後、協会を志摩市で登録する為、市民

あの日休みを取り、一人で繁華な都市の中を徘

センターへ行く時、手作り物の祭りにあった。

徊っていた。大手不動産会社が「都心豪宅」の

まず皆と交流しようと、地球温暖化や募金活動

地下スーパーを建てる為掘り起した深さ20メー

等今までの活動を皆と話し合った。皆との交流

トルもあり、向こうがはっきり見えない程広い

を楽しんでいる時、ある女性に「日本は地震に

穴が小さな僕の目の前に広がり、人生には一体

遭って、中国人は本当にネットで日本人を呪う

何ができるかと自分に問われ、あの日、僕は成

の」と問われた。最初は「ただの少数派」と答

人にならなかった。

えようとしたが、言えなかった、嘘だった。本

来日後、何とか自分を変えようと、友達と活

当の話を言うか、言わないか。「それは確かな

動できるように、
「新未来協会」を創立し、ごみ

事です、そして私は中国にいる時、日本人に悪

拾いとか、地球温暖化防止の呼びかけ等、本格

い印象を持っていたが、日本に来て日本人と交

的に日本人と交流して来た。

流してから、日本人もいい人だと思い直した。

月11日、思わぬ災難が起こった、東日本大

だから、そんな事があるのは中国人と日本人の

震災だった。テレビで被災地の惨状を見た。協

交流が欠く為だと思います、その為に努力して

会で募金活動をしたいが、中国人は中国で募金

います」と本当の話が言えた。意外にも、皆が

すべきではないかと悩んでいた。その時伊勢の

聞いた後、怒らずに「謝謝」と中国語で僕に感

友は被災地へ寄付しようと言った。友に励まさ

謝した。

れ、募金へ行く事にした。

そうか、人には本当に交流が必要だねと気づ

日曜日電車で伊勢へ向かった。電車の中は静

いた。その為に一生をかけてもいいではない

かだった、募金箱を持っている為、誰かが何か

か、そして人生にはできる事が山ほどあるでは

話してくれるだろうと思ったが、結局一人もい

ないかと思うようになり始めた。

なかった。会合の伊勢神宮に着いた後、友達と

その日、僕は成人になった。

「東北関東大震災へ募金しています、よろしく
お願いします」と大声で呼びかけた。子供や大
人、店舗の店員も暇な内に千円の札を渡してく
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さい」と暖い励ましの言葉で気持ちが楽になり
ました。私は海に行き、自分の思いを人に伝え

私にとっての日本語

るしかないと思い「負けないぞ」と叫び、今ま
での悔しさが心から抜けたようで元気になりま

徐

萍

した。

XU PING

そこで毎日毎日、日本語の勉強を始めました。

東芝キャリア株式会社／

会社でも昼休み勉強し、寮でも勉強し、テレビ

紀央事業協同組合

の NHK で日本のニュースを見て、日本語を勉

月25日に、中国から日本へ仕

強しました。休日は図書館に行き、本を読んだ

事や文化を学びに来ました。初めは、日本でど

り文章を書いたりしました。その結果、会社の

んな仕事や文化があるのか期待と不安で胸が一

人と話す事ができ、自分の気持ちを伝える事や

杯でした。

仕事を理解する事が出来る様になりました。

私は、2008年

最初は、普通に仕事を教わり、様々な日本の

今思い返せば、あの時あの人に、日本語が「お

文化や会社のルールを覚えながら、毎日を過ご

かしい」と言われた御陰で私は、日本語が話せ

して行きました。しばらくすると、私は言葉を

る様になり、自分の気持ちを人に伝える事が出

話す事と聞き取る事が出来ないせいか、作業を

来て、心も強くなりました。本当にあの人に感

教わる時、日本人とぶつかるような日がありま

謝の気持ちで溢れています。

した。しかし、ぶつかると言うか、日本語が出

今では、日本語検定二級に合格しました。こ

来ない為に、相手の気持ちを伝える事も理解す

れからは、日本語検定一級に挑戦する為に日々

る事も出来ませんでした。ある人に、「あなた

勉強しています。

の日本語おかしい？意味がわからない」と言わ

後、残り少ない日本の生活、自分の為に様々

れ、私は物凄く落ち込みました。会社の寮の部

な事を経験し、中国に帰って日本の事を伝えた

屋で、悔しさのあまり泣きたかったが、周りの

いと思います。せっかく、日本語を勉強したの

仲間に心配かけたくないので、近くの公園に行

で、中国に帰ったら活かしたいと思います。そ

き、一人で悔しくて、悔しくて、泣いてばかり

して、私の人生を、より良い方に展開して行き

いました。

たいです。

そして、体の調子が悪くなり、仕事を一週間

最後に、私の好きな日本語は「おはようござ

位休んでしまいました。
「早く中国に帰りたい

います」で朝、元気が無い時や、体の調子が少

よ」と思いながら、沢山泣きました。そんな時、

し悪い時など、笑顔で元気一杯の挨拶を心掛け

母親から手紙を貰いました。「あなたは両親の

て私は、いつも元気になれました。

反対をよそに、自分が挑戦したい為に日本に行
く事を決意したのだから、自分で選んだ道は、
最後まで諦めずに頑張って下さい」と母親の深
い言葉で勇気を貰いました。また、会社の上司
に「頑張って下さい。もっと、自信を持って下
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ていました。日本の製品は、世界でとても人気
があります。このような製品はどういうふうに

私の幸せ

生産するのか、日本に来て、初めて分かりまし
た。私は気が短いから、毎日、早く作業がした

臧

洋

洋

いです。ある日、私は品質確認をしなかったた

ZANG YANG YANG

めに、不良品を出してしまいました。リーダー

紀南電工株式会社／

さんは私を呼んで「作業を早く行うのはいい事

三重 ELC 事業協同組合

だが、ちゃんと確認しないで不良品を出したら、

来日前、みんなは、
「日本の生活は欠して易し

早くやっても無意味です。不良品を作ってし

くない」と言いました。でも、私はそう思いま

まったら、もしあなたがお客様だとすると、こ

せんでした。私はあまり難しい事を考えず豊か

のような製品を買いますか？」と言いました。

な日本の生活に憧れて、気楽に考えて日本に来

確かに、私も欠陥がある製品はほしくないです。

ました。

私は、なぜこういうミスをしてしまったのか、

中国から日本に来て名古屋の空港に着いた

自分に問い返しました。私は、やっと良い製品

時、目の前の風景に驚きました。美しい紺碧の

を作ることを理解するようになってきました。

空で水面が鏡のように輝き、とてもきれいで、

確認による、一個一個を丁寧に生産して厳しい

私には風景画のようでした。このような国で、

検査を行う事です。確認は面倒だけど、安全な、

生活が出来て、働らける事を幸せだと思いまし

良い物を作れて、すごく嬉しい事ですこの気持

た。

を持って仕事することは、幸せだと思います。

日本に来る前、私は

ヶ月間日本語を勉強し

時間が経つのは、本当に早く、日本に来ても

ていました。でも、私は日本に来て、日本の習

う一年です。この間、私は楽しく過しました。

慣はほとんど知らなくて、日本語もあまり分か

毎日が、私にとって、仕事や、生活の中で日本

らなかったです。言いたい事が言い表しにくく

の良いところを勉強できることが、とても幸せ

て、コミュニケーションを取るのはちょっと難

に感じています。今、私達と同じように多くの

しいけど、私は少しも困っていません。言葉の

人達が日本で研修していますが、皆さんはどう

勉強は、その国で勉強するのが一番いいと思い

感じますか？私はこれからも、いろんなことを

ました。分からなくても、相手は色んな言葉を

体験しながら成長していきたいと思います。

使って、そして時には、ボディーランゲージも
しながら、話しをしてくれるので、私達は、理
解できるようになります。これはとても面白い
勉強方法だと思います。毎日、このように日本
語を勉強できて、
私にとって幸せだと思います。
今、私達は、電気製品を組立てる仕事をして
います。日本の製品の特徴は「耐久性」
「品質と
機能がいい」事などは、日本に来る前から、知っ
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なさい。」と強靱なことを言いました。けれど、
病気の母を置いて学校に行けません。その日は

母の愛

学校を休み母の看病をすることにしました。母
の看病をしてわかったのですが、母の毎日の気

田

云

云

遣いのすごさ、徹底した配慮が身に沁みました。

TIAN YUN YUN

それは私には到底真似できないことです。私は

旭電器工業株式会社／

母にどれだけ甘えていたか、それを気付かせて

三重 ELC 事業協同組合

くれた貴重な一日となりました。この日、私は

この世の中、ほとんどの物は時間の経過とと

一人で学校へ行く決意をし、次の日から実行し

もに消えて無くなります。しかし、母の愛は永

ました。母は口には出しませんでしたが、おそ

遠に消えることはありません。そして、偉大で

らく、私が帰るまで心配していたことでしょう。

あると思います。私はそんな母の愛にずっと包

今、私は日本で暮らしています。母は私を日

まれ、とても幸せです。

本へ送り出したあと、心配のあまり食事が摂れ

子供の頃から父は仕事で忙しく、私の面倒は

ない日が続いたそうです。ちょうど季節が冬

すべて母が看てくれました。一人っ子というこ

だったため、寒さで体を壊していないかなどい

ともあり、とても大切に育ててくれました。小

つも私のことを想ってくれているのです。今度

学生時代、母は私が一人で学校へ行くのが心配

は私が応える番です。「お母さん、私は大丈夫。

で毎日送迎してくれました。朝は自転車を押し

毎日元気に過ごしています。だから安心してく

ながら片道30分の道のりを私と歩きます。そし

ださい。」と。三年後、母に強くなった私を見せ

て、
私が校舎に入るのを見届けて、
自転車に乗っ

たいと思います。そして、母にお礼を言いたい

て家まで帰ります。夕方になると、今度は自転

です。私が成長できたのはお母さんのお蔭だ

車に乗って学校まで来てくれ、放課後校門で私

と。母の愛があればこそ今の私がいるんだとい

を待っていてくれます。そして、朝と同様に自

うことを。

転車を押しながら私と並んで家まで歩きます。
こんなことが

年生から

年生までの

年間

ずっと続きました。
ある冬の朝、母はいつものように朝早く起き
て、朝食を作っていました。父と私は朝食を終
えると、会社と学校へ行くつもりで準備をして
いました。でも、母の様子がおかしいことに気
付きました。母はすごい高熱を出していたので
す。ひどい頭痛もしていました。父を見ると、
仕事に行ってくると家から出て行き、私はどう
したらいいのか不安で涙が出てきました。その
時、母が「お母さんは大丈夫だから学校へ行き
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ゴミを捨てている時、ゴミの分別ははっきり分
からなかったし、日本語でどうやって言った方

私の宝物

がいいかどうか分からない時、一人の女の子が
来て、笑顔で手伝ってあげると言って、詳しく
ゆっくり教えてくれました。最後にまた今度

ZHANG FENG LI

困った事があったら、私に聞いてと言いました。

小島プレス工業株式会社

だんだん彼女と仲良くなっていき彼女は私に分
からない事を何度も熱心に教えてくれました。

私が研修生として日本に来てから、早いもの

彼女は交換ノートを準備してくれました。分か

で一年が過ぎました。私の心得は仕事の進め

らない事や楽しい事など何でも書いて、間違え

方、いい人間関係で、とても大切だと思います

た所を彼女が直してくれて返してくれます。み

し、人生の役に立つとも思います。

んなでパーティーがある時も、彼女が私を迎え

工場に入ってから、班長に仕事について色々

に来ますから、私も参加することができました。

なことを教えてもらって、ありがたいと思って

同僚の人達とも緊張しないで話ができるように

います。色々なチェックや検査なので、細部を

なりました。そして、自信を持てるようになり

注意してと言われました。実は作業をしている

ました。今私は日本の文化とか習慣を勉強して

時、いつも大変で慌てて、頭が真っ白になって

います。みんなとの仲もよくなりました。みん

来ます。細かい事に気がつかないで私はよく失

なの優しさに感謝しています。何物にも代えが

敗しました。それから、班長のやった通りに、

たい宝物だと思います。

作業しながら、
注意して進めています。しかし、

今私は日本で順調に生活しています。日本に

仕事に慣れるかどうかの時に、時々ミスをした

いるうちに、感じることは私の一生の宝物だと

ことがありました。班長に相談して、細かいこ

思っています。皆のおかげで、その珍しい宝物

とを忘れ疎かにしてミスが起こったということ

を手に入れました。私は皆のためにも日々頑

でした。私だけでなく他のみんなにもそこで

張っていこうと思っています。

困っていると言われました。いつもこの事を忘
れず身に付けて作業をすれば、帰国しても役に
立つ人間になれると励まされました。以後どん
なに慌てて頭が真っ白の時でも、よく注意して
やるようにしています。班長からもらった考え
方は一生忘れないようにしています。
私は最初工場に入って、日本語は殆ど分から
なかったし、どうやって日本人と付き合ったら
よいかどうかも分かりませんでした。その時の
私は何も役に立たないと思いました。工場で恥
ずかしくて、何も話しませんでした。ある日、
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よ』と言ってくれてます、そして『自立して自
分でやるつもりでやってほしい』と言われてま

もっともっと学びたい

す。
しかし、今の中国の状態は社会の仕組が日本
と異なり、大変難しいです。私は成功するため

ZHANG GUI HUA

には「ITTA」が必要と思っています。
Ｉとは「idea」―計画、私は中国で日本と同

株式会社江北ゴム製作所／
東京中小企業経友会事業協同組合

じ品質製品の工場を作りたい。そのためにしっ

春は美しく若若しい季節です。木の芽は開き

かりと事業の計画を立てます。Ｔとは「team」

成長します。櫻はきれいに咲きます、本当に美

―仲間、人の力を合わせて知恵を出し、人が働

しい春です。

きやすい、仕組み、管理をつくります。Ｔとは

しかし、今年の春は人々が忘れられない春に
なってしまいました。今年

「timing」―チャンス、中国は発展中で、市場

月11日14時46分に

も拡大です。チャンスをとらえ、生かせるよう

日本の東部に大地震が発生しました。さらに原

に自分の能力を高める努力をします。Ａとは

子炉がこわれ放射性物質を漏らしたので、その

「action」―行動力、将来の事は誰もわからな

影響で生活は大変不便になりました。日本の経

いけれど、やってみて、やってみる中で方向を

済も大打撃を受けました。被災地区の会社は生

調節しながら困難があっても、のりこえてゆき

産ができない状態になりましたが、日本人民は

ます。

がっかりして落ち込んでいるだけではなく、積

このたび、日本では大災難がありましたが、

極的に事態に対してきちんと乱れないで震災復

日本人は頑張って困難をのり越えて、きっとい

興再建を行っています。災難に対して冷静に対

い生活に戻ると私は思います。私は帰国して

処するのは社会人として立派であると感動しま

も、日本で学んだことを忘れず、日本と中国の

した。

架橋になるように困難をのり越えて成功するよ

地震が発生してから、私は初めは緊張、不安

うに頑張る決意です。

でしたがだんだん冷静になりました。余震が続

最後に、まだまだ日本語も技術も未熟なので、

く中、職場の同僚から落ち着く精神を教えても

実修期間が終了しても、中国と日本を行き来で

らいました。しかも、地震時に使うものも用意

きるようになって、もっともっと学べればうれ

してもらい、お陰様で怖がる事はなくなりまし

しいと思います。中国と日本の人と人の気持

た。

ち、社会制度の壁がなくなり、日本と中国が共

もう後わずかで、中国に帰らなければいけま

に栄えること、そして、私も成功することを心

せん。今、中国まだ発展途上で先進的技術と知

より願っています。

識をほしいと思っています。私は日本で勉強し
た技術と品質管理経験を持って中国に帰って力
を発揮したいです。私は出来れば自分で工場を
作りたいです。会社の社長さんから『支援する
― 68 ―

佳作

た。異国にいるため、誰かに内心の思いを伝え
られなかったので、私は涙が出ました。先生は

先生、おかげさまで
私は大人になった

私が泣くのを見て優しく慰めてくれました。
「彼氏の事であまり苦しまないでね、自然に
任せるしかないよ。それより大人だから仕事に

ＬＩＵ

ＢＯ

影響をもたらしたら良くないよ。仕事している

中川食品株式会社／

からこそ明るい未来があるでしょう。日本では

国際マネジメント福岡協同組合

プライベートで仕事に迷惑かける人はほとんど

あっという間に私は日本に来て二年過ぎまし

いないよ。あなたもそうできると先生は信じて

た。後一年で私は日本での実習生活を終えて帰

いると」と言われました。

国しなければなりません。日本での生活は私に

私は涙を拭きました。「二度とプライベート

とって印象がとても深いです。今の仕事と仲間

の些細な事で仕事に迷惑かけない」と約束しま

たち、日本での生活、組合の先生、みんなと離

した。そして次の日から私は会社へ出勤するよ

れるのがとても寂しいです。この二年の間私は

うになりました。

少しずつ大人になりました。

その話を聞いてから私は個人の事で一度も会

2010年10月のある日、私は中国にいる彼氏と

社を休んだ事がありません。どんなに楽しくな

大喧嘩をして、別れることになりました。当時

い事があっても、仕事に行けば私は不愉快な気

は悲しくて一晩中泣きました。心の中のうっ憤

持ちを忘れて仕事に専念できるようになりまし

が発散できず、ゆっくり休むこともできなかっ

た。

たので、私は体調を崩しました。それで仕事を

先生―あなたの言葉で私は大人になりまし

休むことになりました。

た。日本に来られるチャンスをくれてありがと

なかなか気持ちを吹っ切る事が出来ず、高熱

うございます。せっかくに日本に来たからに

を出してしまいました。二日間休み休んだので

は、いい所を沢山学んで仕事も頑張りたいと思

組合の先生は私を連れて病院に行きました。病

います。私は仕事をしっかりすることによって

院の先生は普通の風邪から出た熱だから、薬を

恩返ししたいです。私が大人になったと先生に

飲んでしっかり休養すれば問題ないと言われま

見せてあげたいです。

した。私も先生もほっとしました。
帰りの道で、先生は私に「最近仕事かプライ
ベートで何かあったの？それともホームシック
になったの？」と言われました。私はどう答え
ればいいかわからなくて、しばらく沈黙しまし
た。じっと考えて、正直に先生に告げる事にし
ました。
先生は私の話を優しく見つめながら聞いてく
れました。そしていろいろ話しをしてくれまし
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ちは月・水・金曜日に小麦粉で作った食品を食
べて、火・木・土曜日に米を食べて、日曜日に

人の生活

自分が食べたい物を作ることを決めました。
掃除はみんなの自覚で掃除します。当番表は
いりまん。

CHEN JI YING

休みの時に

中川製袋化工株式会社／

る日のこと道で

協同組合ビジネス21

うを食べました。この事を見て私たちも

日本に来る前に、事前教育センターで、先生
は「

ら

つの中華まんじゅ
つり

少なかったですが、私たちは楽しかったです。

人の暮しは難しいです。なぜな

誰に欠点があって、たとえ揉め事があっても、

人の中でふたりの揉め事があったら、もう

相手の立場に立つと問題は簡単に解決できると

人は誰かと仲良くしても、難しいからです」

思います。

この話しを聞いて、私はすこし不安になりまし
た。私たちは

人子供が

んごを食べたことを思い出しました。りんごが

人の暮しは簡単です。ふたりの暮しも簡

単です。ただ

人一緒に買い物に行きます。あ

時間が経つのは本当に早い、日本に来てもう

人だからです。

一年半。この間に、私たちは毎日楽しくし過し

日本に来たばっかりの時、いろいろなことが

ます。

わかりませんでした。ですから、私たちは周り

みんなが知り合えた事は縁です。来日の研修

の日本人たちに聞きました。みんなは親切に教

生たちは日本での生活も仕事も仲良して順調に

えてくれました。

いくことを願っています。

私たちは会社の社宅に住んでいます。社宅は
広くて、

つの部屋があります。最初は

人

つずつの部屋に住んでいました。でも日本に来
たばっかりのせいで、夜はなかなか寝られませ
んでした。ですから、

人は

つの部屋に集

まって並んで寝ることにしましたいつも遅くま
で「今日仕事中なにがあったとか、どんな不良
品がでたとか、どうやって解決や予防するなど」
を話しました。
私たちはみんなで料理を作って一緒に食べる
のが楽しいです。一緒に食べているうちに問題
が出てきました。それは

人の好みが違うこと

です。ふたりは辛い物好きで私は苦手です。料
理が出来上がって自分の好みで料理に唐辛子を
入れます。

さんと私は小麦粉で作った食品が

好きです。

さんは米が好きです。それで私た
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理事長や先生は、時間が空いたらお見舞いに何
度も来てくれました。また、社長や現場の皆さ

心の中の思い

んも、毎日、私達に彼女の具合などを聞いてく
れ、とても心配してくれました。岡野さんは、

秀

仕事が忙しい中、通院や仕事が終って、寮へ薬

SUN XIU MEI

膳料理を持って来てくれました。みんなが彼女

株式会社ケナテックス／

を励まし、応援してくれました。これらのこと

山陽アンビシャス協同組合

に深く心を打たれました。たとえ、私達は、親

私が研修生として、来日し、もう

年半が経

元を離れていても寂しくありません。家族のよ

ちました。もうすぐ帰国です。

うな温かみを感じるからです。このような所で

今、来日が決まった頃を振返ると、日本はど

研修生活が送れ、とても幸せに思います。

んな国だろう？日本人はどんな人達だろう？な

団体生活や実習生活で、人を思いやる心と勇

ど、不安な気持で一杯でした。しかし、来日し

気と自信は重要だと教わりました。当初の私

てみると、監理団体の理事長、先生を初め、と

は、わがままで泣き虫で、自信に欠け、内向的

ても皆さん親切に接してくれました。また、私

な性格でした。しかし、

達の住む町は、山と海が近くにあり、とても綺

成長させてくれました。今の私には、自信と勇

麗な場所だったので不安な気持ちはなくなりま

気を持つことが出来たと思います。だから、

した。

色々なことに挑戦したくなります。

受入企業の社長は、仕事に対する熱意に満ち

年間の経験が、私を

先生から「日本での三年間は、船に似ている、

溢れています。そんな社長と私達は、一緒に現

私達は、船の舵を取る人で、目標に向かい、心

場で作業しています。社長は、毎日のように、

と力を込めて漕げば、必ず岸に着くことが出来

体調はどうですか？困った事はありませんか？

る。努力さえすれば、どんな事でも成功できま

などと、私達に心遣いをしてくれます。また、

す」と教えてくれました。私は、来日前に、明

間違いは、丁寧に指摘してくれ、まるで、私達

るい未来と幸福な生活のために、技術を修得し、

の父のような人です。そして、事務員の岡野さ

日本語を勉強し、貯金をするという目標を立て

んや現場の皆さんは、当初、日本語が上手でな

ていました。今、その目標に近づくことができ

く、周囲の環境も分からなくて悩んでいた私達

てとても嬉しいです。先生から教わった言葉通

に、親切に声をかけ色々助けてくれました。

りだと思います。

この

年間、色々な経験をしました。その中

残りの実習生活を、悔いの無いように送りた

でも忘れらない出来事がありました。

いと思います。そして、帰国後は、日本語を使

ある日、通勤中に、仲間が自転車で転んでし

える仕事に就けるように頑張ります。

まったのです。彼女は、顔にひどい傷を負って
しまいました。岡野さんは、彼女を連れ、急い
で病院に行きました。その後数日、彼女は、仕
事を休み、寮で安静にしていました。すると、
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ではいけないことになっています。消費者に
とって少し不便ですが、泥棒をされにくくなる

日本のスーパー

ので中国のスーパーのほうが賢いやり方かもし
れません。中国は日本より人口が多いので、泥

翟

利

棒の数も多いでしょうから。

ZHAI LI HUA

日本のスーパーのレジで、計算をする前にか

株式会社ミック／

ならず「会員カードをお持ちですか」と聞かれ

福岡アパレル協同組合

ます。最初は、私は会員カードがどんなものか

あっという間に、日本に来て二年が経ちまし

知りませんでした。「会員カードを持っている

た。日本に来たばかりの頃はここの生活に慣れ

と、買い物をするたびにポイントがたまる。た

なくて苦労をしました。あの時は三年間もここ

まったポイントはお金として使えます。しかも

で暮らすと想うと、耐えられないかもしれない

会員価額でより安く買い物ができる」と先輩に

と悩んでいました。しかし、人間には順応性と

教えられました。最初は信じられませんでし

いう不思議な力があります。お陰で私はだんだ

た。でも実際に会員カードを使って買い物をす

んと日本の生活に慣れてきました。

ると、ようやくそのよさと便利さが分りました。

休みの日に、友達とよくスーパーへ買い物に

日本のスーパーは私たちが日本での生活を便

行きます。日本のスーパーは中国のスーパーと

利にさせてくれました。私は日本のスーパーが

違います。日本のスーパーでは値切ることがで

大好きです。価額の交渉をせずに買い物できま

きませんが、中国では、値切り交渉が当たり前

す。それに価額明朗なので騙される心配もあり

のことなので、値切らないと損します。中国で

ません。日本は泥棒が少ないし、安心して買い

買い物すると、騙されることもあります。私は

物ができます。中国にもいつか日本のような

日本のスーパーのやり方が好きです。日本で騙

スーパーか出来るといいな。

されるのを心配しないで、買い物ができるから
です。
私たちはよく閉店前を狙って買い物に行きま
す。それは閉店間際になると、商品が割引で販
売されたりすることもありますから。半額で買
える商品はたくさんあります。それは賞味期限
がぎりぎりになっているからです。それに、各
スーパーにそれぞれ特売日があります。特売日
に買い物をすると、かなり安く買い求められま
す。
中国と違って、他のスーパーで買ったものを
違うスーパーに持っていっても、何も言われま
せん。中国は袋や鞄などをスーパーに持ち込ん
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寮に訪れました。とても感動しました。私たち
のことを家族のように思ってくれて本当有難い

暖かい家

です。特に、社長は私の顔立ちが社長に似てい
ると、本当の娘みたいと言われた時はすごく嬉
しかったです。言葉では言えなかったけれど、

XU ZHAO YUN

心の中では、「社長には分からないでしょうが、

株式会社 YUMEMIDO／

私はもう社長をお父さんと思っていますよ。
」

福岡アパレル協同組合

と言いました。

一年前、私は日本という美しくて優しい国に

嬉しくて社長を抱いて泣きたいくらいでし

やってきました。今、ここは私にとってまるで

た。でも、湧いてきた涙を必死に堪えました。

暖かい家みたいです。

中国の家族から遠く離れていますが、まったく

日本に来た時は日本がとてもおかしい国だと

寂しくはありません。私は社長が与えてくれた

思いました。日本の道は狭くて多いです。日本

暖かい家に感謝しています。日本は私の第二の

人の心も道みたいに狭いじゃないかと心配して

故郷です。

いました。初めて仕事に行った日はとても緊張

社長がケーキにキャンドルをつける時に、私

しました。びっくりしたことに、日本人はみん

は神様に一つお願いをしました。目の前にいる

な礼儀正しくて優しい人ばかりです。日本人の

みんなの幸せと健康を願っていました。そして

笑顔も話す声も優しいです。緊張感は一気にな

会社の繁栄も。どんなことがあってもみんなで

くなりました。

乗越えていけそうな気がします。

日本に来てからまもなく中国の旧正月を迎え

ありがとう、社長。ありがとう、暖かい家。

ました。大晦日の夜、中国の両親に電話をかけ
ました。
「雲ちゃん、寂しくても泣いちゃだめ
よ。がんばりなさいよ。」と両親に言われまし
た。
「私は寂しくないよ、ここの社長、部長それ
から会社のみなさんは私たちを家族のように
思ってくれているから。心配しなくいいよ」と
私は言いました。
時間がたつのは早いものです。私は日本で二
回目の旧正月を迎えます。中国にいる家族のこ
とをこれほど思ったことはありませんでした。
やはり家族に会いたいと思いました。寂しいと
思いました。寂しい思いから救ってくれたのは
会社の社長と部長たちです。大晦日の晩、社長
と部長たちがビールとケーキを持って私たちの
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の名前を蒲鉾の名前にしたそうです。そういえ
ば日本にも色んな名前の雪があるそうです。こ

日本での生活

な雪、わた雪、みず雪、ぼたん雪、研修の時課
長さんから教えてもらいました。日本の雪の名
前はそれぞれ特徴を表わしていて面白いと思い

ZHANG YAN

ます。
日本に来る前中国で三か月間日本語の研修を

伏見蒲鉾株式会社／
新潟国際人材交流事業協同組合

しました。新潟空港についてよし日本語で話す

二〇一〇年三月九日私たち十二人は故郷山東

ぞ、しかし、日本人の話す日本語は中国で習っ

省威海市を後に飛行機で中国から一日かけて日

た日本語と違う言葉のようです。生活している

本に着きました。空港から宿舎のアパートまで

時、工場で作業をしている時、中国で習った日

の車の窓から外を見ながらすなおに日本は「き

本語はぜんぜん通じません。はじめは心配でし

れいな国だなあ」と、思いました。ゴミがあり

た。働くために、生活するためには生きた日本

ません。道がきれいです。空気がすっきりで

語が大切です。今は、去年よりすこし進歩しま

す。日本にきてもう一年になります。時間のた

した。工場のおばさんたちや、二年目、三年目

つのは早いです。あっと言う間の一年でした。

の実習生にいろいろ教えてもらいました。会社

でも日本の気候はおかしいです。朝晴れていて

の日本語研修や野外研修も面白くて楽しいで

青空なのに夕方の六時に帰る時は大雨です。会

す。少しづつ少しづつ日本語がわかり、話しも

社の日本語研修でテレビの天気予報を朝必ず見

できるようになりました。日本の四季は故郷と

るように教わりました。よく晴れた朝でも天気

同じです四月に今年も会社の野外研修でさくら

予報はごごから雨、
「えええっ」と思いますが傘

見物にいきました。二回目の「さくら」とても

を持って出かけます。すると天気予報どおり帰

楽しかったです。そしてみんなで食べた焼きそ

りは雨でした。天気予報はよく当たります。す

ばとポっポ焼きがおいしかったです。

ごいです。私たちの住んでいる町、新潟はつよ

むずかしい日本語ですがおもしろいこともた

い風がよく吹きます。特に冬は歩けないくらい

くさんあります。もっと勉強して日本語が上手

の強い風が吹きます。傘を持っていてもだめで

になりたいです。そして、おいしい食べ物を

す。傘がひっくり返ります。雨で顔がビショビ

もっと食べたいです。

ショです。風に向かって「よし」と、気合を入
れて歩きます。雪も多く降ります。朝起ると二
十センチの雪です。何度も何度も雪が降りま
す。道の端を車に注意しながら歩いて会社に行
きます。いつもより時間がかかります。私たち
の会社は蒲鉾をつくる会社です。蒲鉾の名は端
雪といいます。会社の研修で名前のゆらいを習
いました。中国の故事から取った、めでたい雪
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まんが出来ない状態でした。部屋の中が暖かく
なるようにエアコンを暖房にしたままにして、

環境の為に

寝る時も暖房をつけていました。
エアコンを使い過ぎるとかえって、朝起きた

ブディ

ハリヤント

時にのどが乾燥して気分が悪くなりました。だ

BUDI HARIYANTO

からこそ私は、暖房をあまり使わないようにた
くさん服を着るようにしました。

安川マニュファクチャリング株式会社／
公益財団法人国際人材育成機構

私は、ブディと申します。2009年

二つ目は、ゴミを積み上げないようにいつも

月14日、

ゴミを捨てています。日本では、ゴミ出しルー

初めて日本に来ました。

ルがあります。燃えるゴミと燃えないゴミを分

今、私は安川マニュファクチャリング株式会
社で研修しています。研修生

別して捨てないといけません。

人で同じアパー

ゴミを出す日は地域によって異なっていて、

トに住んでいます。

決まった日に決まった場所に出します。この二

最近、地球は温暖化のせいで全体の気温が高

つの事を守れば、地球の環境は今より良くなる

くなって、北極と南極の氷が溶けて海の水かさ

と思います。

が増えていったので小さな島が沈だり森の生き

私はこの作文を書いて、改めて環境問題につ

物の住む場所がなくなったりしています。そし

いてと自然の大切さについて考えました。これ

て大変な事がいろいろ起きています。この現象

からは一人一人が環境に対しての意識を高めて

は、日本の問題だけでなくて地球の問題です。

いく事が大切だと思います。少しでも地球の環

良くない出来事はすべて地球の環境が悪く

境が良くなっていったら安心な生活が出来ま

なっている事につながっていると私は感じてい

す。

ます。このまま私たちが良くない生活を続けて
いると地球環境はもっと悪くなっていくと思い
ます。従って私たちは少しでも環境に優しい生
活をしなけれはならない。私は「どうしょうか
な」と考えてみたらその方法を見つけました。
まず一つ目は、エネルギーや資原をムダに使
わない事です。使っていない部屋の電気をつけ
ているとか水を出しっぱなしにしているとかは
エネルギーをムダに消費しています。少しめん
どうでも毎回、電気を消したり水を止めたりす
ればエネルギーと資原の節約になります。
私が日本に住んでいる間で経験した中では一
番大変な季節は、冬だと思います。最初の冬の
時にはすごく寒く感じました。気温が低くてが
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大地震の状況が大きく報道され、中国の家族、
親戚、友だちは、
「日本は危険ですから、早く中

地震

国へ帰ってきなさい」と毎日のように電話をか
けてきました。

周

秋

地震の影響で、会社の生産も滞っています。

ZHOU QIU MEI

会社の藤本専務さん、組合の平野先生、王先生

株式会社ナカムラ／

は私たちの心配していることなどを丁寧に相談

静岡県日中経済協同組合

に乗ったり、何回も宿舎に来たりして、地震の

月11日に東日本大地震が発生しました今回

状況、放射線のレベル、地理上静岡県と福島原

は地震の被害だけではなくて、今まで想像もつ

発発電所の距離などを詳しく説明して頂いたお

かない大きな津波、そして津波により福島原発

陰で、だんだん落ち着いてきました。会社や平

発電所が破壊されて、放射線の漏れは一番怖

野先生や王先生たちには心から感謝をしていま

かったです。

す。

私は静岡県焼津市の車部品工場、株式会社ナ

自分も毎日テレビを通じて、家をなくなって、

カムラで実習しています。今まで静岡県も小さ

避難している方々、福島原子発電所の中に、危

い規模の地震は何回か経験したことがあったの

険な作業している方々、被災地域で一生懸命に

で、地震の当日はあまり怖がらなかったです。

働いている方々の姿を見て、みんなのことを心

次の日はテレビをつけたら、どのテレビ局も地

から尊敬しています。そして、地震後、被災者

震のニュースばかりで、一番びっくりしたのは

のため、世界の各国から、日本の全国から支援

津波は巨大な黒い悪魔のように海岸から上っ

物資、義援金をたくさん集められ、私の会社も

て、信じられない勢いで、港の船、車、近くの

全員が義援金を集め、被災地域、被災されて方々

家、人を一気に押しながし、壊されました。毎

に贈りました。被災された方々にお見舞いを申

日毎日の報道で、亡くなった方は増え、家を流

し上げるとともに、一日も早く復興が出来るよ

され避難生活する方もどんどん増えていきまし

うに、心から願っています。

た。ご飯も満足に食べることが出来ない避難の
方々をみると、知らずに涙がこぼれました。そ
して一番怖いのは原子炉の放射線漏れは、人体
にどんな悪影響が出るのかを、
見れば見るほど、
恐怖と不安でいっぱいでした。その時私たちは
驚きと共に動揺してしまい半ばパニックになり
ました。そんな中、社長さんと専務さんに泣い
て不安な気持ちをぶつけてしまいました。その
ことで社長や専務たちには大変な迷惑をかけて
しまいました。本当にすみませんでした。
そして中国のニュースでも毎日日本の東日本
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て、友達笑って説明してくれは、あなたはお年
寄りだ、と言っているのと同じでしょう。自分

席を譲ってない国

ではまた若いつもりなのに。お年寄り扱いされ
ちゃ、その人のプライドが傷つくでしょ。
なるほど、中国人はお年寄りの体を考えて席

ZHAO CHAO

を譲りますが、日本人はお年寄りの気持ちを考

株式会社和宏／

えて、簡単には席を譲らないのです。どちらも

経営研究会協同組合

立派な礼儀だったのです。

何を正しいと考えるかは人によって違いま

何を正しいと考えるかは、人によって違いま

す。しかしそれでも絶対的に正しいと思えるこ

す。しかし、そう分かっていても、一つの国に

とが皆さんにもあるのではないでしょうか。例

閉じこもっていると、絶対的に正しいことがあ

えば人の物をとってはいけない、
とか。しかし、

るように思えてしまうのではないでしょうか。

そんなことでさえも絶対に正しいとは限らな

私は日本に研修して、本当にいい経験だと思い

い。今の私はそう考えるようになっています。

ます。どんなことにでも、いろいろな見方があ

あの日地下鉄に乗っていた時のことです年は

るんだと、体で実感できたからです。

60歳くらいでしょうか白髪の女性が乗ってきま
した。中国ではそのくらいの方に席を譲るのは
当然のことでしょう。だから、私はすぐに立ち
上がって、どうぞと声をかけました。ところが
そのおばさんは大丈夫ですからと私の勧めを
断ったのだ。私は遠慮しているのだと思い、い
いですからと重ねて勧めました。それでも、そ
の女性は座ろうとしません。それどころか勧め
るたびに嫌が悪くなっていくようなのです。周
り人もまるで私を非難するような眼で見始めま
した。えっ？日本ではお年寄りに席を譲っては
だめ？私はいたたまれなくなって次の駅で降り
てしまいました。
後で私は日本人の友達にその事について聞い
でみましたすると思ってもみない答えが返って
きました。うーん、确がちょっと失礼だたかも
ね！
失礼？私は一瞬あまりのショックで言葉を
失ってしまいました。だってそうでしょうどう
考えても逆ではありませんかそんな私の顔を見
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佳作

構成される人間社会に生きているのですから、
他人よりも大きな成果を出す為には、多くの人

挨拶のパワー

の知恵と助けが、必要であります。
自分の、
「挨拶」に対しての「思い」とは、単
純的な言葉だけではなく、
「橋」みたいのもので

YUAN SHUAI

す。人の心と心を繋いで、我々「人間」にとっ
て最も必要な存在だと思います。

株式会社トーホー／
公益財団法人日中技能者交流センター

皆さん、様様な人間関係にまだ悩んでいませ

私の会社には、ある先輩が、毎朝、私達に「お

んか？

はようございます」と熱い挨拶をしてもらって

焦って、怒ってばかり、でも何も進まない、

います。朝、まだ寝惚けているの頭が、その声

そんなにうんざりしていませんか？

を聞くと、急に元気になってしまいました。そ

元気を出せ！周りの人に「熱い挨拶」をしま

の挨拶と笑顔が作ったものではなくて、感謝の

しょうか？不思議なこと今から変わってます

心から渗み出た自然のスマイルだと思います。

よ！

単 に 挨 拶 を し て も ら っ て い る だ け な の に、
「あー、今日一日この人の為に頑張ろう」とい
う気にさせられるのです。人を引きつけるもの
です。自分から熱い挨拶ができることは、魅力
的な人の共通点ではないでしょうか。そんな
人、皆さんの周りにいませんか？いたら、その
人は輝いていませんか？
熱い挨拶を普通にできる人は、熱く生きてい
る証拠だと思います。
なぜ熱い挨拶ができるといいますと、「一期
一会」の精神で、一人ひとりを大事にしようと
しているからです。自分から熱い挨拶をすると
いうことは、年齢、立場、性別など関係なく、
元気よくハキハキと挨拶をすることなのです。
とても心がこもっていて、その場の雰囲気を
和ませ、周りの人々に楽しさと親近感を与え、
心から敬意を表していることになります。
したがって、挨拶はどの分野においても、成
功のカギになります。
熱い挨拶は人間関係の潤滑油だと言われてい
ます。その通りに、我々は一人ひとりの人間で
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ます。ですから冬にはあたたかくすごせます。
私の国とのちがいはもひとつあります。それは

日本の家

おふろです。おふろはゆをつかります。からだ
がつかれているときにはいるときもちがよく

ワ ル ノ

なってげんきになります。それはインドネシア

ＷＡＲＮＯ

の家とちがいます。インドネシアの家は木とセ

ゴウダ株式会社／

メントとれんがから作られています。インドネ

社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会

シアの家は危ないと思います。たとえば地震が

今私は日本に住んでいます。十一カ月ぐらい

あったらぜったいこわれてしまうでしょう。そ

ゴウダ株式会社静岡工場で働いています。この

して火事があったらみんなもえてしまうでしょ

会社では仕事ばかりではなく勉強もできます。

う。家の中もぜんぜんちがいます。ゆかとかほ

一週間に一回先生といっしょに日本語を勉強し

かの物もちがいます。インドネシアの家にはお

ます。だから仕事しながら日本語と日本のぎ

ふろがないんです。だから安く作れるのです。

じゅつを勉強する事ができます。私たちは先生

日本の家はいい物から作った家ですからねだん

からいろいろなことを教わりました。日本につ

がとても高いです。今私はゴウダ株式会社で働

いてはほんとうにすごいと思いました。日本の

いています。ゴウダはパネルを作っている会社

生活や日本の技術などもとても良いと思いま

です。パネルの作り方はたくさんあります。今

す。それは世界にもほんとうに人気がありま

そのやり方を勉強しています。私は作り方とと

す。これまでにいろいろ勉強しましたが頭の中

そうのし方をしっかり勉強します。日本の家は

で考えている事があります。それは日本の家に

すごくいいと思いますので、インドネシアへ

ついてです。日本の家にはパネルから作った家

帰ってからもおなじように良い家のたて方を

がたくさんあります。それは私の国の家とちが

しっかり勉強したいと思っていますからがんば

います。日本の新しい家の外壁はパネルを使っ

ります。そして、インドネシアでも、日本の家

ているものがとても多いです。パネルはサイ

と同じように火事でも、地震でもこわれない、

ディングといって、せんいとコンクリートそざ

じょうぶで住み安い家をたてたいと思います。

いをこうあつでしょうりしている、この外壁パ
ネルはとても火に強く火事にあってもえてしま
わない。日本の家はたいしんせいのうを考えて
たてられています。でもこの外壁さいは年月や
しがいせんなどのえいきょうによってれっかす
るのでとそうしてそれをふせぐひつようがあり
ます。私はその仕事をしています。だから火事
になってももえないし地震があってもだいじょ
ぶです。それから家の中はきれいです。ゆかは
木から作られていてへやの中にはたたみがあり
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VU VAN HUY

中国

PHAM HUU QUAN

名

PHAM THI NHUNG

23名

TRUONG HOAI NAM

NGUYEN THI DUNG

TRAN VAN DUNG

NGUYEN THI DUNG

QUACH VAN DA

PHAM THI ANH

PHAM VAN HUONG

TRUONG THI LIEN

PHAM TRUNG THANH

TRINH THI HUONG

TRAN THE ANH

NGUYEN THI HIEN

HA TAI TRUONG

DANG THI NAM THUY

BUI PHI HUNG

TRAN THI BAO KHANH

VU VAN LOI

NGUYEN THI KIEU OANH

VO CHUNG

NGUYEN THI HOAN

QUANG VIET CUONG

NGUYEN THI HOA

PHAM HOAI

DO THI BICH HANG

LO XUAN TRUNG

LUONG THI THU

KIEU VAN CUU LY

NGUYEN THI THU TRANG

HUYNH KHAC VAN

LUONG THI YEN

DONG ANH DUNG

NGUYEN HUU VINH
DAO DAC HUAN

財団法人国際調和クラブ

NGUYEN THI XUYEN

中国

NGUYEN XUAN TRUNG

名

NGUYEN PHU THANG
NGUYEN THI HA
中国

国際ビジネス情報協同組合
中国

20名
財団法人国際労務管理財団
ベトナム

48名

LE THI QUYEN
NGUYEN THI BICH
NGUYEN THI YEN
NGUYEN THI NGAN
VU THI HANG
DAO THI HAO
NGUYEN THI THU HUE
NGUYEN THI HOAI XUYEN
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211名

コスモ交流事業協同組合
中国

名

コスモス協同組合
中国

名

コミュニケーションプラン協同
組合
中国

名

小島プレス工業株式会社
中国

36名

協同組合埼玉共同計算センター
モンゴル

名

DORJSUREN BYAMBADASH
MUNKHUU BAYARJARGAL
SURENJAV BATJARGAL
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佐賀経友会事業協同組合

CIN グ リー ン パー ト ナー ズ 協

中国

同組合

名

中国

サクセス協同組合
中国

名

シーテック協同組合

協同組合システム・サンライズ

中国

中国

名

滋賀国際事業支援協同組合

静岡県経友会事業協同組合

中国

中国

名

名

札幌南国際事業協同組合

滋賀産業技術育成支援協同組合

中国

インドネシア

名

名

RUDI ASYARI
KOHARUDIN ADI LESMANA
SUHARNO ADI WIBOWO
ARMAWAN
サポート九州協同組合

協同組合滋賀ジェイ・シー・エ

中国

ル

名

中国

84名

三愛友好交流協同組合
中国

名

サンデック協同組合
中国

名

山陽アンビシャス協同組合
中国

名

山陽グループ事業協同組合
中国

名

名
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59名

GTS 協同組合
中国

23名

株式会社ジェイ・オー・エヌ・
七二
中国

名

協同組合 JBU
中国

名

島根県中央アパレル協同組合
中国

名
Ｊプロネット協同組合
中国

静岡県情報化サポート事業協同

名

組合
中国

名
下関食品流通協同組合
中国

名

協同組合静岡県中小企業労務協
会
中国

名

白鷺ニット工業株式会社

協同組合事業交流広島センター

中国

中国

名

名

ジェー・オー・ピー協同組合
新経済システム開発協同組合

中国

29名

静岡県日中経済協同組合

ベトナム

中国

NGUYEN VAN LUAT

自由生産消費協同組合

中国

中国

34名

名
名

名

協同組合情報企画センター
ベトナム

名

NGUYEN ANH TUAN
NGUYEN VAN BAC
NGUYEN VAN XUAN
神鋼二見協同組合

NGUYEN HUU HIEU

中国

NGUYEN HOANG DUY

名

NGUYEN VAN KIEN
PHAM VAN THAO
VU DINH CHINH
中国

信州国際事業協同組合
中国

名
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名

情報ハイウェイ協同組合
中国

32名

ヨ

情報ベンチャー協同組合
中国

209名
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館林福祉事業協同組合
中国

名

株式会社棚澤八光社
中国

名

全国人材支援事業協同組合
ベトナム

15名

NGUYEN THI OANH
VI THI TIEN
NGUYEN THI VI
PHAM THI QUE CHI
DOI THI MINH TRANG
TRAN THI HOAT
TRAN THI MAI
DOAN THI BIEN
NGUYEN THI TRA
人材創造事業協同組合

PHAN THI NGOC

中国

NGHIEM THI SAU

名

NGUYEN THI HIEN
TRIEU THI HONG SEN
NGUYEN TRUNG KIEN
ジンテック協同組合

TRIEU HUY HOANG

中国

中国

名

15名

すずらん協同組合
中国

名

情報リンク協同組合
中国

34名

協同組合 SEITO
中国

名

精密金属部品製造協同組合
ベトナム

名

QUACH THANH TUAN

全日本国際協同組合

TRAN VAN BINH

中国

名

セフティライフ協同組合
中国

名

千里経営サポート事業協同組合 株式会社田幸
中国

名

中国
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名

玉名農業協同組合
中国

67名

協同組合中央経友会
中国

名

中国アセアン交流協同組合
中国

名

中国経済交流協同組合
中国

15名

丹波市商工会
中国

名

中四国経済交流事業協同組合
中国

名

大造協力事業協同組合
中国

名

千倉水産加工開発協同組合
中国

名

中四国農水産食品協同組合
ベトナム

名

DO THI THOA
千葉中小企業国際交流協同組合 協同組合中小企業経営技術研究
中国

名

会
インドネシア

名

AYUB
協同組合中遠海外技術研修セン NUNU NUGRAHA
ター
中国

名

中小企業振興協同組合
中国

127名

中央経済振興事業協同組合
中国

名
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DANRAHAN CHAEMCHAN

HOANG THI HONG TINH

PROMSAN NATTAYA

DANG THI NGA

SRISUTHAM CHATREE

TRAN THI VAN ANH

TERMPAN UTEN

NGUYEN THI HAI YEN

ラオス

CAP THI PHUONG

名

INTHAVONG KHIN

TRAN DONG HUU

LATTANALANGSY KHAMLA

TRAN THI TUYEN

BOUNSAWAT SOMPHITH

VU THI THU LAN

BOUNSAVATH SOMCHITH

NGO THI THOA

中国

TRAN THI THANG

64名

TRINH THI THAO
NGUYEN THI THUYEN
中国

15名

協同組合中部研修機構
中国

名

銚子水産加工連協同組合
中国

名

協同組合ティエスシー
インドネシア

名

ADI PURWANTO
つくば畜産事業協同組合

ベトナム

インドネシア

PHAM KIEU TRANG

名

TU YANG WIWIN AQUARIUS

39名

NGUYEN THI THAM
NGUYEN VIET DUC

椿インタワークス協同組合

LE DINH LAM

テクノサポート協同組合

モンゴル

NGUYEN VIET HUONG

中国

名

名

NATSAGDORJ UNDRAM

NGUYEN THI MAI HANH

MANALJAV KHISHIGJARGAL

VU THI MAI HUYEN

TSEDENDAMBA GANKHULUG

NGUYEN THI LOAN

協同組合テクノ・トヤマ

DORJGOTOV DELGER

NGUYEN LAN PHUONG

フィリピン

ERDENEPIL LKHAGVANYAM

NGUYEN THO TUYEN

BONZO JOHNNY ROLDAN MABINI

AYUSH ALTAI

VU VAN THONG

SAMART ELEAMOR LOPEZ

27名

HOANG VAN DUC

MANAOIS GENELYN LINDE

ティー・アイグループ事業協同

NGUYEN THI HUONG

CASO JINKY VALENCIA

組合

NGUYEN THANH HUNG

TORIO JOHN PAUL ECOT

NGUYEN VAN KY

ARCOS REY INDAYA

DONG THI HANG

ANDRES CRISPIN AVELLERA

NGUYEN THI LE

BARRERA MICHAEL DEONDO

NGUYEN THI VINH

FAUSTINO GENER CAMUA

ティー・アイ・シー協同組合

NGO THI THANH KHUYEN

ESTRADA ARMANDO JR. NOBIO

カンボジア

HOANG KIM HUNG

RAFAEL RODERICK ASPREC

TIM CHOUMNEANH

LE TRONG TUYEN

ZABALA FRANCIS DECENA

TITH LADOR

VUONG VAN LONG

DE GUZMAN CARLO RANDY CALAUNAN

LON SOPHEAVY

NGUYEN THI THANH HUYEN CABATBAT NICHOLAI CASUPANAN

SEK SAMNANG

DANG THI XUYEN

SOLIS MARK JOHN ANTHONY BAUTISTA

TEK SOCRATE

DONG CHI HIEU

DOBLE RICHARD VIRGEL DOMALAON

タイ

PHAM THE LINH

CRUZ RONALD CRUZ

QUAN BA MINH

AGUSTIN RAFFY AQUINO

中国

名

名

名

SARAPOL GARUNA
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NIDOY RANNELL BAUTISTA トータルビジネス協同組合
CASTRO JONAS CANILANG

中国

名

DE GUZMAN MEMAR AQUINO
DE GUZMAN OSCAR JR. UMANGAY
FRIANEZA JOEY SOLOMON
BUENAVENTURA GILMER MADAYAG
FERRER SANTY PARAMIO
CARDINAL BRAYN FLORES
FERRER RICARDO REYES
天昇電気工業株式会社

東海愛知経営支援協同組合

中国

中国

名

名

東京中小企業海外業務開発促進
協同組合
中国

12名

ディ・エイチ・エス交流協同組 東海トリム株式会社
合
中国

中国

名

24名
東京経営管理開発事業協同組合
中国

42名

東京中小企業経友会事業協同組
合
中国

名

東京中小事業協同組合
中国

名

東西商工協同組合
電子・機械部品製造事業協同組

中国

合
中国

名
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122名

徳島県アパレル縫製工業組合
中国

13名

東総縫製事業協同組合
中国

10名
富山アジア経済技術協同組合
中国

33名

戸田製本加工協同組合
中国

名

東日企業連携事業協同組合
中国

25名
鳥取県東部商工振興協同組合
中国

12名

富瀋国際事業協同組合
中国

22名

富山国際経済技術協同組合
中国

名

東部中小企業協同組合
中国

名

富山国際人材交流センター協同
組合
中国
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名

新潟経成会国際化支援事業協同
組合
富山日中ビジネス協同組合

ベトナム

中国

HOANG THI HUNG

名

名

DANG THI VAN
中国

道北中小企業協同組合
中国

名

名

新潟国際人材交流事業協同組合
中国

中野市農業協同組合
中国

10名

名

協同組合同友
中国

11名

長岡アパレル工業協同組合
中国

名

長崎県アジア産業交流協同組合
ベトナム

名

PHAM TRAN HUNG
流山工業団地協同組合

西日本海外業務支援協同組合

中国

タイ

名

名

SINGTRAKUL TEERAWAT
SRISAWANG ADISORN
PONGSITTISAK PICHIT
中富産業協同組合

フィリピン

中国

GALAPATE RAPHAEL BELASARIO

33名

中国

名

55名

なにわ経営合理化事業協同組合
中国

名
協同組合西日本技術振興交流セ
ンター
中国

名

奈良県プラスチック成型協同組
合
中国

名

株式会社成田製陶所
中国

名

南砺市商工会

西日本コンストラクション協同

中国

組合

名

中国
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名

二十一世紀会事業協同組合
中国

名

協同組合日華情報
中国

名

日中技術交流協同組合
中国

24名

社団法人日中科学技術文化セン
ター
中国

34名

日中ビジネスサポート事業協同
組合
中国

名

日中ビジネス支援事業協同組合
中国

69名

公益財団法人日中技能者交流セ
ンター
中国

名

一般社団法人日中産業技術交流
協会
中国

30名

社団法人日本・インドネシア経
済協力事業協会
日中技術経済交流協同組合

インドネシア

中国

FATIKHUL IKHSAN

名

65名

MOHAMMAD KHOLIK
EDI RIZALDY RAHMAT
ACHMAD SARIF
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YUDI SUTOMO

ANDRI

ハタラク・メイト協同組合

広島食品・工業協同組合

KISMANUDIN

ARIS MUNANDAR

インドネシア

中国

FERRY KRISTACANA

KOMARUDIN

AFANDI

JOKO FERIANTO

KHUNAENAH

CUPRI CUSWANTO

YUSUP SUPYANA

MASNIAH

TEGUH IRMA FIRMANSYAH

DARISMAN ABDUL AZIZ

NENGSIH

タイ

LUSI MARTANTI

HENDI NURWIATNA

PONDON SUPAWADEE

SULIS NURJANAH

SIGIT WIJAYA

中国

名

名

名

協同組合 BIA
中国

名

名

YUNI LESTARI
ELIANA MUSTIKAWATI

社団法人日本会

RINA SETYANINGSIH

中国

BMS 協同組合

名

中国

ISMIARTI LESTARI

東茨城農事協同組合

PRAPTI

インドネシア

YAYUK ERMAWATI

日本人材協同組合

RATNA PUSPITA SARI

中国

名

名

RINI HERLINA

名

B‑NET 国際支援協同組合
中国

SOLIKAH

東日本国際交流事業協同組合

NURHAYATI

中国

名

15名

ARIEF BENI HARTO
BUDI DWI PRASETYO

日本ふとん製造協同組合

協同組合ビー・ピー・プランニ

ANTO BUDI SULISTIYO

中国

ング

名

WINARNO

中国

名

SANDI SUJA'I
IYUD HASIDIN
BAYU INDRA PUTRA

株式会社榛南製作所

ビケ足場仮設事業協同組合

NANANG SUNARYA

中国

中国

名

名

SANG SANG ADHY
YULIYANTO
RIFKY MOCHAMAD IQBAL
WAWAN SETIAWAN
RIXMA JARNIDA
RAMADANI DWIYANTO

ビジネスアシスト事業協同組合

ABDUL MUHYI

ベトナム

EGI SUGIANTO

DO THI NGA

ハイパーニューモデルソフト協

RIVANDY ICHSAN NURHAKIM 同組合

名

姫路鉄機工業協同組合

ITA MAFTUKHA

フィリピン

WARNO

OLEA MA AILEEN REMPILLO

11名

DWI SANTOSA

FLAVIER SARA GONZALES

BUDIYANTO

GUERRERO MENCY EDORA

中国

RIZKY TRI SETIYO WIBOWO EMAS AILEEN FELIX

名

協同組合ビジネス21
中国

名

事業協同組合ヒューマンサポー
ト

DESI ADITYA

CARINO MARIA LORALIE SALAS 中国

SRI TINAH

BANGUILE ROLINDA CAYAT

名

IKA ROHAYATI

DOLADOL JOSE JR. BALAG‑EY

ABDUL ROHMAN

GLORIOSO AIZA DEL MUNDO

ROMADHON ASARI

EBUENG GLAIZA LANDICHO 平林金属株式会社

協同組合ビジネス・ブレーン

FAIRUS

BORNOLLA EVA SOLIVERES 中国

ベトナム

DESY KURNIATI

COMIA MARISA GUILING

INDAH SUCIATI

中国

名

名

HOANG VAN BINH
中国

名

LILIK

広島広域事業協同組合

FERY IRAWAN

中国

SRI MAHARANI PRATIWI
IKA WULANDARI
IRWAN NUGROHO
DIAN NUROKHIM
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名

14名

福岡国際事業協同組合
中国

名

福岡食品関連協同組合
中国

名

協同組合福岡情報ビジネス
中国

ビジネスブレイン協同組合
中国

名

備中技研協同組合
中国

名

FOKS 協同組合
中国

名

協同組合ビルダーズ
中国

名

びわこ経済交流協同組合

福井県トリコット工業協同組合

中国

中国

名

19名

備後経済振興協同組合
中国

名

びんご真心協同組合
中国

名

PNJ 事業協同組合
中国

29名

福岡企業交流協同組合
中国

名

福岡アパレル協同組合

福岡交易事業協同組合

中国

中国

46名
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名

55名

ブレインバンク協同組合
中国

名

分析機器校正協同組合
中国

名
ほたて貝殻有効利用協同組合
中国

豊永工業協同組合
中国

名

名

福岡ヒューマンネット協同組合
中国

13名
北海道近代酪農協同組合
フィリピン

名

北斗国際交流事業協同組合

BELLEZA RAINGER MILLENA

中国

MORCILLA MERLITA RELOVA

名

本州・四国ハイウェイ協同組合
中国

名

中国

都城農業協同組合
中国

北都事業協同組合

名

2名
枕崎市水産物振興協同組合
中国

14名
株式会社三幸製作所

北陸対外事業協同組合

インドネシア

中国

DIAN BAYU FIRMANSYAH

34名

富士ビジネス協同組合
中国

名

みらい協同組合
中国

15名

富揚協同組合
中国

名

協同組合フレンドニッポン
フィリピン

名

BIAD ROLLY SALADIN
MEDIANO JOEY BARUIZ
ECKMAN ERVIN ABANCE

三重 ELC 事業協同組合

CALGAS LOEL TAGALOGON

中国

30名

フロンティア協同組合
中国

名

フロンティアシップ協同組合

MSTM 協同組合

中国

中国

名
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名

名

協 同 組 合 メ ディ ア バ ン ク・エ
デュケーション
中国

名

めんこい協同組合
中国

11名

ヨ

モノつくり事業協同組合
中国

158名
ものづくり協同組合
中国

名

山県市商工会
中国
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49名

ユニバーサル技術センター協同
組合
ベトナム

名

NGUYEN NGOC THUAN
夢信共栄事業協同組合
中国

名

淀川中小企業振興協同組合
フィリピン

名

FERNANDO WILBERT QUIZON
流通産業協同組合
中国

名

遼日産業協同組合
中国

名

協同組合ロジテック愛知
ヤマトデータベース協同組合
中国

中国

12名

名

ユー・アイ・ケイ協同組合
中国

名

ユニバーサル協同組合
中国

11名

ワールドスタッフ協同組合
中国

名
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