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九州大学北京事務所

トピ ク■ トピックス ■

１ 第１版「九州大学OB風采録」完成

2年間に渡って情報収集・整理を行い、

第１版「九州大学OB風采録」の編集、印刷

がとうとう完成しました。今月にOBの皆さん

に送付致す予定です。 「風采録」の作成に

あたりまして、総長先生をはじめとする九大あたりまして、総長先生をはじめとする九大

の先生方々、九大OBの皆様に多大なご協

力を頂き、 第１版「風采録」には延べ246人

のOB情報収録ができまして、心より感謝を

申し上げます。

この「風采録」には住所、電子メール、電話、ファックス等の情報を記載している

7月2４日（木）午後 恒例の希平会は早稲田大学北京事務所の会議室（中関

「機能型名簿」に加え、個人の情報（趣味、近況、その他）をも盛り込み、 九大OB相

互の親睦促進に少しでもお役に立てれば、幸いです。

2 恒例の「希平会」 開催

7月2４日（木）午後、恒例の希平会は早稲田大学北京事務所の会議室（中関

村資源ビル７階）で開催されました。

今回の会議では、通常の意見交換以外、中国教育国際交流協会常務理事、

中日友好協会理事の林佐平氏が中国教育国際交流協会の事業を紹介し、日

中交流について講演しました。北海道大学北京オフィスの鈴木賢所長も「G8大

学サミット(札幌）」について報告しました また 久留米大学北京事務所の担当学サミット(札幌）」について報告しました。また、久留米大学北京事務所の担当

者は久留米大学北京事務所が久留米大學北京教育交流センターに改称され

たことを通報しました。



九州大学北京事務所

ピ ク■ トピックス ■

成 年 金 九 学総 考会議

3 九州大学次期総長候補者 決定

平成20年7月11日（金）、九州大学総長選考会議

は、次期総長候補者に、有川節夫（ありかわ・せつ

お）を決定しました。有川節夫理事・副学長は鹿児

島県出身、67歳です。専門は情報科学です。

九州大学総長選考会議後の記者会見では、有

川節夫副学長は次 ように べました川節夫副学長は次のようにのべました。

「本日、次期総長候補者に選出され、身が引き締まる思いだ。自分の持つ全ての
力で、母校九州大学の発展のために尽くしたい。九州大学の総長は、責任の重い
立場。他大学との競争の一方で九州全体のまとめ役も期待される。第一の課題は
部局の活性化。部局のビジョンに基づく創意工夫のお手伝いだ。法人の長としての
リーダーシップを発揮しつつ、教員の自由な発想を生かしてボトムアップを図る。皆
が元気になる九州大学づくりを目指したが元気になる九州大学づくりを目指したい。」

総長としての活動の指針について、 有川節夫理事・副学長は所信表明で次のよ
うに述べました。「１．自由闊達な研究活動を支援します。 ２．気付かせる教育を目
指します。 ３．頼りにされる社会連携を実行します。４．記憶に残る国際連携を実現
させます。５．元気の出る大学の運営を心がけます。」

記憶に残る国際連携については、有川節夫理事・副学長は次のように語りました。

「アジア学長会議等大学が主催する国際交流や大学間、部局間の国際交流協定
締結等は積極的に継承し推進します。こうしたイベントには総長や担当理事等だけ
でなく、双方で活躍している代表的な研究者に参加してもらい活動が具体的に見え
るようにして、確実にトップの研究者に伝わるようにします。また、【自由闊達な研究
活動の支援】で述べた世界一の研究領域に関する国際会議での発表や運営等を
通じて諸外国の一級の研究者との間で「記憶に残る国際連携」をめざし、国際的な
九州大学ブランドの確立へ繋げて行きます。

留学生や外国人研究者、国内の研究者の長期滞在のための良質な宿泊施設を
整備します。また、本学の教職員で長期海外生活経験者のご家族に有給またはボ
ランティアで協力をいただき、外国人留学生や研究者の家族を含めた受入れ、宿舎
の手配、子供の入学等に係るすべての手続き等を一元的に支援・代行する「外国人
研究者等支援センター(仮称)」を開設します。これによって、外国人受入れに係る業
務 す 経験 が蓄積 れ 指導教授 究者 負担を 幅 軽務に関する経験とノウハウが蓄積され、指導教授や共同研究者の負担を大幅に軽
減でき、国際交流の活性化に繋げます。

医学や環境、エネルギー、自然災害等の分野でアジア諸国と連携し、アジアの拠
点としての確固たる地位を築きます。」



九州大学北京事務所

2008年オ ピ ク特集

最新情報 眩しい五輪スター

■2008年オリンピック特集■

五輪マスコットをあしらった花壇が地壇公園に登場

http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/21/jp20080721_91480.html

北京 五輪専用バス10路線が開通
http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/21/jp20080721_91478.html

CCTV新社屋 五輪期間中に使用開始へ

李小鵬（リ ショウ ポン）
生年月日：1979-7-27
出身地：湖南
項目：体操
2000年 シドニーオリンピック
運動会 平行棒による機械体
操とマス・ゲーム 金メダル

CCTV新社屋、五輪期間中に使用開始へ
http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/20/jp20080720_91454.html

北京市、ナンバーによる交通規制開始 「五輪期間」突入

http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/20/jp20080720_91453.html

北京地下鉄の新たな3線、テスト運行を同時開始
http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/20/jp20080720 91450.html

世界選手権

1999年 全国体操選手権大会平行棒による機
械体操、跳馬金メダル

1999年 全国体操優勝試合自由体操、平行棒
による器械体操金メダル、跳馬、鉄棒銀メダル
2003年 アメリカ 第37回世界選手権大会金
メダル三枚取得

北京・食いまくり聖火リレー

テーマ “調和の旅（Journey of Harmony）”

スローガン “情熱を燃やせ、夢を共有しよ（Light the 
Passion Share the Dream）”

p://j.peop e y.co .c / 008/07/ 0/jp 00807 0_9 50. メダル三枚取得

六必居老醤園

六必居は山西省臨汾出身の趙存仁、存義兄弟Passion Share the Dream）  

1、北京2008オリンピック聖火リレーのロゴは、

中国の伝統的な「火の不死鳥」の思想に触発
されており、二人のランナーが聖火を高く掲げ
ているところをイメージしている。

2、古代の中国の伝統では、不死鳥は鳥の王

様で 幸運 永遠 高貴 そして幸福の象徴である

ロゴマーク が明代嘉靖9年（1530年）に開いた店である。漬物
が良く売れたので、その後、専門に漬物を売るよう
になった。ここの漬物は、味が濃く、色鮮やかで、
香りがよくて歯ごたえもあり、甘辛さもちょうどよい。
制作過程には厳しい決まりがあり、最高の材料を
使い、漬け方もおろそかにはしない。

六必居でもっとも有名なのは漬物である。北京の
漬物店の中で歴史がも とも古く 声望も高い店で様で、幸運、永遠、高貴、そして幸福の象徴である。

3、不死鳥をロゴに使用することで、北京オリンピックが聖火
リレーを通じて、中国と世界中の人々に幸福を願っているこ
とを伝える、ということを意図している。

■ 2008年3月24日～30日 ギリシャ…採火式に続き、アテ

ネ・ギリシャにおける聖火リレーと譲渡式。

■ 2008年3月31日 聖火が北京に到着 公式発表セレモ

全体計画（日程）

漬物店の中で歴史がもっとも古く、声望も高い店で
ある。六必居には12種類の伝統的商品がある。こ
れらは、色鮮やかで、味も濃厚、香りも歯ごたえも
良く、塩加減もちょうどよい。

住所：前門糧食店街3号

■ 2008年3月31日 聖火が北京に到着。公式発表セレモ
ニー開催。

■ 2008年4月1日～5月3日 中国本土外、5大陸21都市に
おけるリレー実施。

■ 2008年5月4日～8月8日 中国本土内、31の省、自治区・
自治体におけるリレー実施。



九州大学北京事務所

九 大 人■ 九 大 人 ■

王道元
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ナノメートル表面科学及び工程博士

日本創元企業家商学院 院長

中国滨州創元設備機械製造有限会社 理事長

中国留日同窓総会副会長
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足 跡
1982年 安徽省合肥工業大学金属熱処理専攻を卒業し、工学学士学位を取得

1985年 中国浙江大學金属材料熱処理専攻の修士学位を取得

1993年 日本文部省奨学金で九州大学に留学、材料及びナノメートル表面工程を専攻

1997年 日本九州大学工学博士号を取得（3年連続日本文部省奨学金を獲得）

1995-1997年 九州大学中国留学生会副会長を担当

っ
て

インタビュー

1996-1997年 九州大学国際留学生会会長を担当

1997年 日本纳米表面分析仪器公司を入社、LAB Scientist、海外部室長を歴任

1、中国留日同窓総会の創始者の一人として、巨大な成果をあげましたが、皆と一緒に分かち合っていただけませ
んか。

1997年から東京で働いた後、すぐ翌年において中国留日同窓総会第一任会長（現中国山東省棗庄市市長）陳偉
ドクターらとともに中国留日同窓総会を創立しました。中国留日同窓総会が創立されて以来、計44回の奉仕団、5冊
の著作、東京で10回も留日学人及び21世紀国際シンポジウムが行われました。

ほかに、国内でいくつかの創業園を作り、多くの国家の85/95重要課題にも参加しました。2003年、山東省浜州市
では、中国留日同窓総会及び中国留米管理学会の中堅人員に38ムー/１人の創業土地を提供することを切っ掛け
に、ほかの留学人員及び国際友好士と一緒に海外留学人員国際貿易投資合作協会を創立し、一連の新製品を開
発しました。

２、国のために奉仕活動を行い、りっぱな業績をあげました。それゆえ、何度も国家指導者に接見されたらしいです
が、それについて何か言いたいことがありませんか。

2001年5月4日青年の日にあたり、北京非鉄金属研究総院で海外留学人員のたった一人の代表として、当時国家
副主席である胡錦濤に接見されてこの上もなく光栄に存じます。中国留日同窓総会が1998年に創立されて以来の
奉仕活動、及び海外で如何に日本、米国の先進な器械を利用して、国家95重要課題の難関を乗り越えるのかを胡
主席に報告しました。胡主席との記念写真は在日中国大使館教育参事官李東翔さんに、留日学人が国のために力
を尽くす面で段階的な成果写真と賞賛されました。それに、日本の橋本首相、村山首相に接見されたこともあります。

科学研究 仕事に携わ るご趣旨は何 し うか３、科学研究の仕事に携わているご趣旨は何でしょうか。

胡錦濤主席の教戒に従い、国のための奉仕事業だけでなく、所在国の奉仕仕事もきちんとしなければなりません。
特技を生かして科技を持って国の恩に報いることにとどまらず、日本企業の管理経験も学んで、企業家間の交流及
び中日友好を促進すべきです。同時に鄧小平氏の「科学技术を第一生产力とすべき」教诲を覚え、国際産学研貿
中日友好一体化を目指しています。そういう信念を抱いて、東京で日本創元企業家商学院を創立し、中日企業家間
の全面な交流及び協力，中日友好関係に力を注ぎたいと思います。



九州大学北京事務所

■ 中 日 最 前 線 ■

トレンドキャッチ最 新 動 き

宮崎駿
新作「崖の上のボ 公開

中国人初になる楊逸さんが芥川賞受賞
新作「崖の上のボニョ」公開

ンデルセン原作の童話「人魚姫」
を元に、人間になりたいと願う魚

４ 年 ぶ り に宮
崎 駿 監 督 が 手
がけた心温まる
ファンタジー。ア

第139回芥川賞の選考委員会は15日、中国人初となる楊逸さん
の「時が滲む朝」を受賞作に選んだ。

楊逸さんは本名が「劉鞘」、哈爾濱（ハルビン）出身の44歳。1987
年に日本に留学した。有名な国立大学であるお茶の水女子大学の
教育学部地理学科に入学。大学卒業後、日本の中国語新聞2社に
勤めたが、給料が低すぎるので中国語教師に転職した。

ご両親が先生なので、ものを書くのがすきなのはご両親の影響 を元に、人間になりた と願う魚
の子と５歳の男の子の友情と冒険
を生き生きと描く。長年宮崎作品
の音楽を担当してきた久石譲が今
回も音楽を担当し、美しい音色で
作品を盛り上げる。CG映像全盛

の今だからこそ、
あくまで手描き
ア メ シ ンに

、 す 影響
の有無については、「小さいとき家が貧しく、文学環境とはいえませ
んが、先生にいつも作文を褒められ、模範にされていた」と楊逸さん
はそういった。

政治的な原因で、彼女の生徒数は急激に減った。やむを得ず、生
きるためには新しい仕事を探さなければならない。文章を書くのを
その時思い出したとともに、日本語での創作に挑戦し始めた。処女
作「ワンちゃん」は日本語の表現には未だ未熟な部分があると評し

第138回芥川賞の候補作にな たが 受賞に至らなか た

今月の
キーワード

アニメーションに
こだわった驚異
の映像は必見。

http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tydt
/id327529/

て、第138回芥川賞の候補作になったが、受賞に至らなかった。

今度の受賞作「時が滲む朝」には、日本語表現の問題がないし、
日本人には書けない独特な表現が多くあると評判されている。

地震孤児を含む中国青年団の第2陣が訪日キ ワ ド 地震孤児を含む中国青年団の第2陣が訪日

中国青年代表団の第2陣330人が、7月23日から30日にかけて訪日する。 22
日には歓送会が開かれました。着物の試着や茶道の体験など歓送会で青年団
員が日本訪問前に日本の伝統文化を体験した。

茶室では「関」という掛け軸が掛けられていた。人生はいろいろな関があって、
今度の大地震はその「関」の一つでそれを乗り越えてほしいので、「関」という字を
選んだ。

代表団は、北京大学の学生99人及びその他の大学生25人の大学生分団、科
学技術分野の青年分団49人、日本緊急救助医療チームが救助活動を行ってい
た華西病院の5人を含む、医療衛生分野の青年分団29人、エネルギー分野の青
年分団23人、環境分野の青年分団27人、青年公務員分団23人、四川大地震で
孤児になった中学生と高校生の分団32人からなっている。

代表団の一行は、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、京都府、大阪
府、兵庫県で、防災や環境、エネルギー、医療分野の状況を見学する。また日本
の青年との共同訓練や交流会、ホームステイに参加し、28日には中日平和友好
条約締結30周年を記念した、「『中日戦略互恵関係』の構築における両国青年の
働き」と題するシンポジウムに出席する。

http://japanese.china.org.cn/jp/qshn/2008-07/22/content_16050392.htm
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教育■ 教育コラム■

情報カレンダ

皆さま、今月から「教育コラム」が加えられることになりました。主に、「情報カレンダー」、「留学動態」、
「中国教育」、「ランキング」からなり、中日教育に関わるニュースや、事情などを紹介します。

情報カレンダー留学動態

海外に留学相談窓口…「３０万人計画」発表

政府は２９日午前、福田首相が提唱した「留学生３０
万人計画」の骨子を発表した。骨子は、「日本留学への
誘い」から、「卒業後の社会の受け入れ推進」までの５
項目で構成。日本留学の魅力はどこにあるのかという

第三回中国全国日本語スピーチコンテストは7
月14日日本東京において行われました。
http://www.ceaie.edu.cn/china/news_detail.asp?ID=
461&C=news

中国都市部で無償義務教育を実施へ
htt //j l d il /2008/07/31/j 2008073項目で構成。日本留学の魅力はどこにあるのかという

日本の「ナショナル・ブランド」を確立することが重要と
指摘。日本への留学希望者の一元的な相談窓口を設
置。

さらに、留学生活を円滑に進めるため、在留期間の
更新申請など審査の簡素化や審査期間の短縮を掲げ
た。受け入れる大学側の態勢整備として、拠点になる
国内の３０大学を選定して支援する。卒業後の日本で

http://j.peopledaily.com.cn/2008/07/31/jp2008073
1_92019.html

2008年7月福岡国際交流会館入居学生募
http://www.jasso.go.jp/s_kyushu/kaikan.html

中国、外国人留学生への奨学金支給者枠を2
万人に増やす計画
http://japanese.cri.cn/151/2008/07/31/1s123
075.htm
2008中国海外留学人員遼寧（大连）創業週の

中国教育

ランキング

の就職を支援するため、就職活動の期間中は在留期
間の延長を検討する。行可能な施策から順次着手し、
０９年度予算概算要求などにも反映させる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080729-00000030-yom-
pol

2008中国海外留学人員遼寧（大连）創業週の
知らせ
http://www.cscse.edu.cn/Portal0/InfoModule_
386/6658.htm

中国教育 ２００８年第１期に中国管理科学研究院科学研究
所・武書連、呂嘉、郭石林の《２００８年 中国の大学
評価》が掲載された。評価と格付けでの第一人者で
ある武書連をチーフとする《中国の大学評価》チーム
は、２００８年の中国の一流大学・１0校を選出した。
これから、この《中国の大学評価》を基づき、各分
野・各科学部門での中国の大学ランキングを紹介す
る

香港の大学、大陸の高校生に人気

香港大学が大陸の高校生を対象とする生徒募集が
このほど締め切られた。合わせて262人が香港大学
に採用された。今年香港大学の募集する大陸の高校
生の数は増加しており 上海 広東 北京からのは特 る。

2008年中国大學のランキング
1、清華大學
2、北京大学
3、浙江大学
4、上海交通大學
5、南京大學
6、復旦大學

生の数は増加しており、上海、広東、北京からのは特
に多い。統計データによると、上海43人、広東41人、
北京29人が合格した。

四川震災地の学校、9月1日から授業全面開始へ

四川省教育庁の何紹勇副庁長によると、四川省内
の被災地では6月30日までに、448万人近くの小中高
生がさまざまな形で授業に復帰した。授業復帰率は
被災地全体で83％ 被害の深刻な6市で69％にの 6、復旦大學

7、中国科学技術大学
8、華中科技大学
9、武漢大學
10、西安交通大學
http://www.cunet.com.cn/daxue/HTML/12762.html

被災地全体で83％、被害の深刻な6市で69％にの
ぼっている。9月1日の授業再開実現を確保するため、
四川省財政庁はこのほど、すでに支給された震災支
援教育特別資金8570万元に加え、被害の深刻な6市
に向けた学校修繕補強資金3750万元を支給した。



九州大学北京事務所

■ メルマガへのフィードバック抜粋 ■

大家辛苦了！很高兴我们九大校友风采录即将与大家见面。作为曾经的九大人，这
是我们的共同财富和宝贵经历，是激发我们更好为祖国建设、为中日友好而奋斗的源
泉。感谢你们为此付出的大量劳动！ ------ 袁

每次收到您们发来的相关邮件，便于及时了解九大以及北京校友会的相关工作和信

一年辛苦了。办一个杂志不容易。特别是留日同学归国后，很少使用日语，有的
可能还读不懂。希望更好地开展一些信息服务工作。

息，非常感谢您们的认真和富有创造性的辛勤工作。顺致崇高的敬意！ ----- 邢

盼望着九州大学校友会风采录信息名薄早日建成。您们的工作对于加强同学之间的
联系和沟通将起到重要的作用。感谢您们的辛勤劳动！有事请及时联系。

----- 杨

在今年度，能否为大家提供一份九州大学同学会的通讯录？以便于大家联系。我
们年龄已大，退休后愿意为事务所帮一些忙。 ------ 赵

非常高兴收到电子杂志和公派留学研究生项目的介绍。
感谢你们一年来的辛勤工作！感谢你们定期带给我们最新消息和有价值情报。
祝大家新年快乐！也祝大家在新的一年取得更大成就！ ------ 付

感谢您们2007年一年来与我一直保持联系，不间断的给我寄杂志，还收到了2008年
的贺年卡。这些都使我很感动，感觉到了九州大学同学联谊会同学之间的温暖。通过
您们的工作，是我对九州大学在新时期的发展有了进一步的了解，使我更殿怀在九州
大学留学的生活。希望今后进一步加强联系，预祝在新的一年里，九州大学同学联谊
会北京事务所取得进一步的发展，并祝各位同学工作顺利，身体健康，家庭幸福，万
事如意！再一次谢谢您们的关心和问候。 ------ 杨

又是梅雨季节时，我从九大毕业回到北医三院工作近两年了，今天我和两位医生朋
友一起到九大北京事务所，想了解日本医学进展及学术交流情况。一两年未见，事务
所的工作人员热情周到的接待真是感觉象回家一样自然，丝毫没有阔别的感觉。我们
本来还打算自己在此查找资料，没想到她们已经为此准备了极其详尽的资料，而且生
动地给我们讲解了日本文化的方方面面。她们的热情和敬业精神让我和我的朋友们觉
得非常感动 我 边品尝着美味的点心 水果 边深为九大校友感到自豪 我的朋

［編集後記］

弊所メルマガをご覧頂き、誠にありがとうございます。

弊所では、このメールマガジンをより有用なものへと改善するために、皆様からのフィードバックをお待ちして
おります。

本メールマガジンをご覧いただく中で、改善すべき点がございませんでしょうか？ 何かお気付きの点などご

得非常感动。我一边品尝着美味的点心、水果，一边深为九大校友感到自豪。我的朋
友们说今天真是乘兴而去，满载而归，感谢事务所的朋友们，祝事务所越办越好。

-------- 倪

本メ ルマガジンをご覧いただく中で、改善す き点がございませんでしょうか？ 何かお気付きの点などご
ざいましたら、メールまたはファクスにてご要望やアイデアをご記入の上、弊所までお送りください。

皆様からお寄せいただいたフィードバックは、大切なご意見として承ります。 頂戴しましたフィードバックは、
メールマガジンをさらに役に立てるメルマガにしていくための情報として活用させていただきます。なお、頂戴い
たしましたフィードバックにつきましては、個別にご返信を差し上げておりませんので、あらかじめご了承いただ
くようお願いいたします。


