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去年4月に九州大学北京事務所の設置と伴い、事務所の情報発信手段として、

本メールマガジンが創刊されました。さまざまな不安材料を抱えての船出でした

が、今では約数千人の方々に毎月配信するまでになりました。これらも、ひとえに

皆さんのご支援のおかげでございます。

この一年を繰り替えて見れば、本メールマガジンは皆さんの期待に答える情

報交換の機能を果たしてきたわけではありません。情報収集、編集の力が不足で、

作業が追いつかないため、提供した情報の量が少ないのみでなく、未完成なまま
で掲載してしまった記事も数多くあり、反省することしきりです。

年が改まるというのは、単に時間が経過したにすぎません。しかし、時間が経

過したということは、いつまでも進歩なしままで許されるわけではないと受け止め
ています。今年は、「九大人」、「中日 前線」、「ミニリサーチ」、「Qーナビ」などの

コーナーを設け、皆さんからの情報をお募りしながら、本メールマガジンの内容を

充実することを図っています。この目標を実現するため、事務所一丸となって努力
してまいりますので、読者の皆様も是非とも応援のほどよろしくお願いいたします 。

ご寄稿くださる場合は、電子メールまたはファックスにて、九州大学北京事務所
宛 にお送りください。電子ファイルを添付していただけると、編集が効率的にでき

ます。お読みになってのご意見やご感想をもお待ちしています。

メールマガジンへの寄稿
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■トピックス ■

九州大学北京事務所 新年会1

1月7日（日）、九州大学北京事務所スタッフ九人が事務所に集まって新年会を開き

ました。去年4月に北京事務所が設置されてから、まもなく一周年になろうとしていると

ころです。この一年を振り替えて見れば、4月14日に事務所開所式を開催、9月8日に九

州大学在中国同窓会第二回総会及日中学術交流国際シンポジウムを開き、そして、

12月16日に世界コメー北京大会を催しました。こうした大きなイベントを連続的に行なう

ことにより、各分野における日中学術交流を促進しながら、中国では九州大学のプレ

センスをアピールしてきました。それに加えて、北京科学大学、北京大学、東北師範大

学、首都師範大学などの大学及び北京図書館にて留学説明を行い、優秀な学生の獲

得に取り組んできました。また、メールマガジンの配信や、事務所ホームページの運営

などの宣伝活動を通して、九大OB同士、及び関連者の方々における連絡や情報交換

の緊密化を図ってきました。

年が変わるが、事務所のメンバーも入れ替えています。昨年、事務所の運営に汗

を流してきたメンバーのうち、王志剛氏がアメリカ留学、肖潇、馬成芬、鞠阿莲の三氏

は北京での学業を終えて、新しい職場に向かっています。お疲れさまです。新しい一年

に入る2007年には、事務所の運営陣にも新鮮な血液が流れ込んでくると思います。会

議では、事務所全員が新しいスタートラインに立って、同窓生に愛される事務所作りに

向けての意気込みを語りました。

辻雅男教授は1973年3月東京

大学博士課程を修了、同年7月農

林省農業技術研究所入所 、1986
年5月国際連合・食糧農業機関（Ｆ

ＡＯ）勤務 、1989年5月農林水産

省農業研究センター・農村計画研
究室長、1995年8月、農林水産省

九州農業試験場・農村計画部長、
1996年４月、九州大学農学部農

政経済学科・教授 、2006年４月

東京農業大学教授。

2 東京農業大学 辻雅男教授が来所

1月18日から20日にか

けて、辻雅男 九州大学名
誉教授、東京農業大学教授
が研究調査のため、来所。

北京近郊でのイチゴ生
産地での現地調査



時計の針が止まらず

歳月がここに留まる

九州大学北京事務所

九大人がここにいる

本コーナーでは、ミニ事典、現場直撃リポート、インタビュー、
奮闘記などの側面から、九大OB及び九大の先生や教職員を
描きます。人選は事務所で選ぶと同時に、ご紹介になりたい方
をも募集。投稿はE-mailでお送りください。可能な限り掲載しま
すが、本誌の目的や性格に照らして不適当と思われる内容は
掲載しません。

足 跡

1975年 東北師範大学数学系卒、
198４年 九州大学理学部修士課程終了
1989年 九州大学理学部博士課程修了、博士号取得
1989年 東北師範大学数学系就職、
1990年 同助教授昇任
1992年 同教授昇任、現在に至っている
1993年 カナダ訪問研究
1997年 日本一橋大学教授

一方、1991年から 東北師範大学数学系副系主任、東北師範大学副学長、常務副
学長などを歴任し、1998年から同大学学長に昇任し、現在に至っています。また、第
九回、第十回吉林省人民代表、第十回全国人民代表でもあります。

2004年12月、在中国九州大学同窓会の初会長として当選、 2006年9月再任、在中
国九州大学同窓会の会長として、在中国の九大人をまとめっていらっしゃいます。

中国東北師範大学学長

第十期 全国人民代表大会 代表

在中国九州大学同窓会会長

■九大人 ■
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東北師範大学は、教育部に属する重点大

学の一つであり、吉林省の首都長春市にある

現在は、１９学院、凡そ19,575人の学生を有し

ている。中には日本大使館推薦国費留学生

の日本語能力を養成する留日予備校をも持っ

ている。在籍の1,326名教員の中、教授は314

人，助教授は391人である。1946年に設立して

から、卒業生は18万人ほどに上っている。
http://www.nenu.edu.cn/

史寧中



■中日 前線■

ようこそ！中日 前線は、今月の焦点、流行傾向、 新動き、注意喚起
などのテーマで、さまざまな記事やニュースを収集し、みなさんにお届きします。
さあ～お読みになってのご意見、ご感想やアドバイスをお待ちしています。

今月の焦点今月の焦点

日中貿易額は２千億ドル突破

中国税関総署は１６日に、０６年の日
本と中国の貿易総額（輸出入合計）が
前年と比べ、１２．５％増の２０７３億６０
００万ドル（約２５兆円）に達したと発表し
た。２０００億ドルを超えたのは初めて。
日本は中国にとって、欧州連合（ＥＵ）、
米国に次ぐ３位の貿易相手国であるが、
中国の対外貿易総額に占める比率は１
１．８％で０５年の１３％よりやや低下し
た。 税関統計によると、中国の対日輸
出は９．１％増の９１６億４０００万ドル、
日本からの輸入は１５．２％増の１１５７
億２０００万ドルだった。

2007「日中文化・スポーツ交流年」

2007「日中文化・スポーツ交流年」とは、日
中両国国交正常化35周年を記念して、日中
両国国民の相互理解を深めることを目的に、
一連の記念事業を実施するものです。

そのコンセプトとしては、1）両国関係の次
世代を担う青少年交流、2）国民共同参加・
体験型の草の根交流、3）日本のアニメ、ポッ
プカルチャー等ニーズに応じた日本の現代
文化の発信、4）北京オリンピックを視野に入
れたスポーツ交流、5）既存市場の確立と新
規市場の開拓を目的とする経済交流、6）中
国の貧困地域への援助、環境保護等の社
会貢献活動への協力などをあげています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jc
cs2007/index.html

パレンタインデーが迫る、人気のチョコレートは
http://shopping.yahoo.co.jp/ar:2075397393:ranking=weekly

現在は容量ではなく、音質やデザインといった付
加価値で勝負する時代へ突入している。特に注
目されているのが動画再生機能や、ノイズキャン
セリングといった音質改善技術。ワンセグチュー
ナーを搭載したモデルも登場しているし、CDに比
べて劣ると言われていたMP3などのデータも技

術の進歩で大幅に改善。防水モデルなども登場
し、製品選びもかなりおもしろくなっている。

「学力向上と人間力向上」

教育再生会議の第１
次で中間報告で、「学力
向上を図るため『ゆとり
教育の見直し』を明記す
ること」が確認されまし

た。 しかし、これまで

ゆとり教育を推進してき
た文部科学相経験者ら
が、授業時間数の10％

増加などについて「知識
向上に重点が置かれて
いる。ゆとり教育が目指
す人間力の向上が大事
だ」などと相次いで反対
論を表明。学力と人間
力とはとちら？

注意喚起注意喚起

流行傾向流行傾向新動き新動き

パレンタインデーのプレゼント

多機能、高音質携帯プレーヤー



■Q－ナビ■

1月1日 日本国際交流センター マイクロソフトNPO支援プログラム 公募開始
http://www.jcie.or.jp/microsoftnpo/

１月３１日 「 2007年JRP日本語・日本文化世界会議 in 北京」 “代表パネリスト”と“運営委員” 募集
締め切り http://www.bna.co.jp/jrp/

２月１日 日中韓シンポジウム～新しい連携と地域アイデンティティの形成に向けて～ 開催
http://www.kyushu-u.ac.jp/topics/index01.php?id=492

２月２２日 九大・北大合同活動報告会を開催
http://www.kyushu-u.ac.jp/topics/index01.php?id=496

２月２６日 「NEDO技術開発機構」平成19年度 三事業公募
締め切り http://www.nedo.go.jp/jigyou/index.html#koubo

３月１０日 ATW 九州大学サマーコース 学生募集 締め切り
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/center/home.htm

日本映画紹介の集い １，２月の上映作品
http://www.cn.emb-japan.go.jp/cul_edu_j/movie_j.htm

春を先取り、イチゴ狩りの人気スポット
九州編：http://www.walkerplus.com/ichigo/kyushu/
北京編：http://www.beijingwindow.com/ldh/xxlr1.asp?ID=590

Ｑ－ナビコーナーは、情報カレンダー、今月の見ところ、九州知恵袋、
旬の味等のテーマで、九州大学、九州などを中心として、日本と中国に
関する情報を発信します。皆さんにも役に立つ情報を募集致します。寄
稿は、e-mailにてお送りください。

博多のお正月「お雑煮でも・・・」と勧められ、気軽に「いただきます」と言うことなかれ。なぜなら博多
商家の伝統的なお雑煮はおせち料理のお吸い物ではなく、ボリューム満点のメインディッシュなのです。
全国・各家庭それぞれ我が家のお雑煮はありますが、博多雑煮は材料が独特です。

汁はすまし汁、だしは焼きアゴ（干したトビウオを焼いたもの）と昆布、しいたけで取ります。博多雑煮
に欠かせない具には出世魚であるブリとかつお菜、その他に里芋・人参・大根の根菜類・干し椎茸や
かまぼこ等を入れますが、これは各家庭で変わってきます。また、お椀の底に薄く切った大根やかつ
お菜を敷いてから丸もちと具を入れ汁を注ぐという工夫は、もちがお椀につかないという博多ごりょんさ
んの知恵なのでしょう。

「博多雑煮」と「がめ煮（筑前煮）」があれば、伝統的な博多のお正月が味わえると言えます。

http://www.yokanavi.com/jp/index.html

九州はなぜ九州と呼ばれるか？：お答えはどうぞ： peiking_office@yahoo.co.jp まで！

情報カレンダー

今月の見ところ

九州グルメー博多雑煮

九州 知恵袋


