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受賞した感想

就職・進学などに役立ったか

自分が日頃研究し、執筆し
た論文を世間に発信した
かった。特に日中関係学会 普段の研究テーマの中か
では中国と深くかかわって ら、日中関係とかかわっ 大体一か月
いる方が多くいらっしゃる ている内容にしぼった。
ので、アドバイスをいただ
きたかった。

世間からの注目と自信
（笑）。

受賞をきっかけに、本を出版することが
出来た。ありがとうございました。

南京留学時から中国人の
日本観について、当時の
中国・南京に留学時に自
日本の認識と異なる部分
分が独自に行ったアン
があると感じていた。それ
ケート調査から知り得た
を分析し、しっかりと理解
中国人の「日本観」を
することが日中関係の相
分析し、かつ、その結果を
互理解につながると考え
多くの人に知ってもらいた
たので、多方面から中国
かったので。
人の日本観を調べ、それ
を論文にまとめることにし
た。

受賞には驚きを感じたが、日
中間の相互の認識のずれ
や、日中関係改善のために
必要となる多面的な相互理
解のあり方など、自分が中国
留学で経験して抱いた考え
方について、日中関係に携
わる専門の方々からの評価
を得ることができ、大きな自
信となった。

報道機関への就職面接の際、「自分は
こう考えている」という具体的かつオリ
ジナリティのある考えを自信をもって話
すことができた。受賞し書籍化していた
だいたことも含めたアピールもできた。
また、現在、長野県内でも中国に関わ
る取材をすることもあるが、そういった
ときに自分を知ってもらうという意味で
自分の論文を読んでもらうこともある。
そうすると、取材相手からの信頼を得る
こともできるので、宮本賞での論文作成
や受賞などの経験が大いに役立ってい
る。

応募の動機

テーマの決め方

所用時間

留学中の調査時間
がおよそ１ヶ月、帰
国後のまとめや分
析、それに論文作
成で１ヶ月ほど。あ
わせて2ヶ月ほど

韓静さん（学部生
の部・第3回優秀 日本大学商学部 日立物流会社
賞）

自分が将来日本で就職し
アドバイスを頂ける一方、
大学の指導教授
たかったため、留学生の
社会に出る前にたくさんの
4ヶ月ぐらい
からご紹介
就職問題を巡るテーマに
方と出会いたいと思った。
絞った。

龍蕾さん(学部生
の部・第４回優秀
賞）

普段から日中両国の文
化・思想交流に特に関心
を持っていた。中国清朝
学校から宮本賞
末期という時期は日中両
それまでの自分の研究成
の応募要項の
国の文化・思想交流が最
果を発表し、専門家の方々
執筆から完成まで
メールを受け、宮
も活発だった時期で、そ
からアドバイスをいただき
凡そ5ヶ月
本賞を初めて
の時期に中国の思想家た
たかった。
知った
ちがどれほど福沢諭吉の
思想を受け入れたのかと
いう問題に絞り、テーマを
決めた。

広東外語外貿大
湖南衛視
学

倪木強さん
（学部生の部・第4 日本大学商学部 日本IBM
回優秀賞）

高橋豪さん(学部
生の部・第5回優
秀賞）

ゼミの教授

日本 人 学生 と 中 国本 土 学
生、そして在日留学生 のそ
中国人消費者の購買意欲
れぞれの見方がどう違 うの
5カ月
について。
か 、 な ぜ違 う のか を知 りた
かった。

中国留学中のイ ンタ ーン
大学でお世 話に
早稲田大学法学 朝日新聞（京都
シップの経験をアウトプット
なった砂岡和子先
する良い機会 だと 思っ たた
部
支局）
生からの紹介
め

当時興味のあったメディア
と日中関係、そしてイン
１カ月弱
ターンシップ先の経験を上
手くリンクさせた。

日本に招待されて

自分の研究内容が良く評価
できて本当に嬉しかった。 本当に自分の就職にも役に立ったと
また、たくさんのご意見と 思う。
アドバイスもいただいた。

貴重なアドバイスをい
ただき、憧れていた慶
非常に役立った。さらに研究しようと
應大学を見学すること
思い、日本の大学の博士課程で日中
ができ、そして浅草寺
両国の文化・思想交流を研究していこ
や日光など様々な名
うと決めた。
勝にも観光して、かけ
がいのない思い出に。

私のような者にもたくさん
チャンスがある、という一
言。この受賞経験から勇気と
自信を持つことができた。そ
して最後まで頑張り切ること
の大切さを学んだ。

論文執筆と受賞は、進路を決めるうえ
での動機、軸になる。この賞で受賞し
たことはどの企業においても非常に評
価されている。日中の関係改善につれ
てもっと知名度が上がれば、社会貢献
になっていくのではないかと思う。

お世話になったインターン先 メディアのESや面接では、欠かさず
の各位に良い報告ができると アピールさせて頂き、反応も良かっ
嬉しく思った。
た。

宮嵜健太さん（学
早稲田大学商学 早稲田大学商
部生の部・第５回
部
学部
優秀賞）

王嘉龍さん
北京第二外国語
（学部生の部・第5
中国銀行
学院
回優秀賞）

授業で学んだ中国に関す
るトピックについてより深く
授業で学んだトピックの
掘り下げることができると
準備を含めて3ヶ
指導教員の薦め
中から自分の興味関心の
ともに、論文を書くという
月程度
あったものを選んだ。
体験は大きな財産になると
思ったから。

大学の先生
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エフ
からのご紹介
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済学部
経済学部
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白宇さん
南京大学博士課
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関西学院大学
程前期
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生の部・ 第6回特
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院
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皆さんと一緒に交流した
かった。
中国の経済や文化に精通
した人達が審査員だから。
ほかの参加者と交流できる
と思ったから。

グローバル化が進んでい
く中で、日系進出企業の 資料集めから約2
中国本土化が目立ったた カ月
め。

論文を書くという経験をしたことで、
その後の大学でのレポート等の作成
初めて書いた論文であり、
をする際に役に立っていると感じてい
自分の書いたものが何らか
る。また、中国という身近な外国につ
の評価をいただけたという
いて知識を深められ、自分の進路を考
点で非常に嬉しかった。
える上で海外という可能性も検討する
ようになった。
受賞とは全然思いもよらな
かった、嬉しくてたまらな
かった。認められた、やりが
いがあると思った。

よかった。日本の受賞
めっちゃ役に立つと思う。視野が広がっ 者の皆さんともコミュ
ていくし、交流もできて、たくさんの意 ニケーションができ
見やアドバイスをもらった。
た。滅多にない機会
だ。

中国の経済や経営を研究
するゼミに所属していたの テーマは4～5月に 様々な分野で活躍する日中 就職活動に役立った。面接担当の方に
で、ゼミや授業で勉強した 決 定。執 筆 に1 〜2 の人達との関わり。(受賞式 どのような 事を 勉強 した のか 、興 味を
内容を元にテーマを決め カ月
持ってもらうきっかけになった。
パーティーなど)
た。

教授の紹介

日経新聞でシェアリング
考えを論文にまとめて発表 エコノを読み、新しい分野
２週間
したかったから。
で、学生にはぴったりの
テーマだと思った。

指導教師からの
紹介

大学院で学んだこと(研究方
法など)を生かして、自分の
気づ いた こと 、疑 問に 思っ
たことを検証して、人の役に
立つ提案をしたいと思った。

留 学 生 支 援NGO
の立志会メンバー
（日中関係学会の
会員）からの紹介

2016年3月に日中友好花見
大会(立志会 と浙 江大 学主
催）で立志会と出会った。そ
こで国籍や言葉を問わず交
理想的な日中民 間交流活 調 査 な ど 含 め 、 大
流している姿に感動。このよ
動を模索しようと思った。 体3カ月くらい
うな日中民間交流活動が私
に与えてくれた感 動を 他の
人にも知ってほしいと思って
応募。

い ろ い ろ な つ な が りが でき
た。将来はこれらのつながり 論文テーマをさらに大学院で研究した 日本に招待されて、同じ
を 活か し 、日 中企 業共創発 いと思って、今は進 学の準備をし てい 志を 持っ た 多 く の 方と
展プラットォームを作りたい る。
出会って良かった。
と考えている。

宮本賞の機会 を借りて、自
分が日頃日中両国について
の考えを文 章に まと めた
かった。

中国 に 興 味・好 意 を も
つ、こんなに沢山の方と
自分 の論文が評価 され、ま
これから就職する際に、自己PRの例と 出会い、お互いの考えを
た、初めての本も出版された
して活用したい。
分かち合い、とても感動
ことは、とても嬉しかった。
し 、 貴重 な 経 験 と な っ
た。

王羽晴さん （学
中 国（ 広州 ） 国
中山大学外国語
指導教師か らの
部生の部・ 第7回
際 ド キ ュ メ ン タ 紹介
学院
最優秀賞）
リー映画祭

興味を思ったことについて
指導教師と相談しながら、
色々アドバイスを 受けて、 3カ月半ぐらい
これが面白い！と思ったこ
とでテーマにした。

中国での日 本ブ ーム につ
いて、自分が日頃に強く感
１ヶ月程度
じたことから論文の角度を
決めた

就職活動の面接で、シン クタ ンク の研
大学時代で一番の達成感が
究員やメディア関連から宮本賞受賞の
得られた！！
実績を評価された。

な ん で も や っ てみ るこ と 、
チャレンジすることが大事だ
ということ。

良い出会いが多くあっ
て楽しい時間を過ごす
ことができた。と同時
に、同世代の日本の若
者と色々交流できて、
大変刺激を受けた。こ
れからもっと頑張ろう
と思った。

劉崢 さん （学 部 生 南開大学外国語 南開大学外国
の 部 ・ 第 7 回 優 秀 学院日本言語文 語学院日本言
賞）
学科学部
語文学科学部

大学の先生

「中国のモバイル決済は
日本のネットユーザーを
驚かせている。」等の
大学で学んだ時、中日両 ニュースが私の関心を引
国で様々な分野の違いを き起こしました。そこで、
大体3カ月くらい
深く考えて、論文を書いて 私は一連の疑問を抱きま
みると思ったから。
した。これらの現象の背後
にある問題について解明
していきたいと思い、この
論文を書きました。

今回の5日間で、いろい
初めて書いた論文であり、受
ろと勉強になった、この
大 学 院で日本に つ いて 研 究 し た いと
賞とは全然思いもよらなかっ
楽しい思い出は自分に
思って、未来の発展の方向に役立った。
た、本当に嬉しかった。
とって一生の宝物だと
思う

。

