
九州大学北京事務所

目 次

編集代表者：九州大学北京事務所長 九州大学中国同窓会事務局長 宋 敏
発 行：九州大学北京事務所 九州大学中国同窓会事務局
住 所：〒 100086 北京市海淀区中関村南大街甲6号鋳誠大厦Ｂ座2008室
電 話：+86-10-5158-1387 ファックス：+86-10-5158-1367
メ ー ル：peiking_office@yahoo.co.jp (日语)   

kyudai_ob@kyushu-ucn.net, kyudai_ob@126.com (中文)

2008/12/30

○ トピックス
中国留日学人活動站総会とシンポ 開催
「アジア人財資金構想」プログラム 北京での留学説明会

恒例の希平会

九大農学院福田先生ご一行が事務所を訪問

○ 九大人

北京大学医学部基礎医学院党委書記 朱衛国

○ 中日最前線

○ 教育コラム
日本の教育界、中国人留学生を歓迎

2008年12月号 （Vol.3 No.12）

メールマガジン



九州大学北京事務所

2

■ トピックス ■

１

「アジア人財資金構想」プログラム 北京での留学説明会

12月10日午後、九州大学「アジア人財資金構想」プログラムに関する留学説明会は北京市に

ある清華紫光国際交流センターで開催されました。九州大学工学府の太田和秀教授、工学部

教務課の藤波妥聡係長、工学部総務課の吉岡晴主任係長及び北京事務所の宋敏所長が説

明会に出席され、学生に「アジア人財資金構想」エネルギー・環境技術人材育成パートナーシッ

ププログラムについて詳しく説明しました。説明会で、まず宋敏所長が挨拶し、それから太田教

授が九大の留学政策と研究環境を紹介、藤波係長が本プログラムの申請方法について説明し

た後、学生達の質問に回答しました。北京をはじめ各地の大学の学生合計35名が説明会に参

加しました。

また、「アジア人財資金構想」プログラムの留学説明会の開催のため、 １２月１０日午前、太

田和秀教授等のご一行が九大北京事務所に訪れ、宋敏所長及び事務所のスタッフと説明会の

打ち合わせを行いました。

中国留日学人活動站総会とシンポ 開催

12月7日（日）「留日学人活動站2008年度総会・シ

ンポジウム」は北京で行われました。 「留日学人活

動站」とは、日本留学から帰国した中国人が作った

組織です。

総会には、在中国日本大使館、日中友好団体、在

北京の日本の大学・研究機関の関係者及び帰国留

日学人等が参加しました。総会では2008年度の活動

站の活動について報告した後、SMC （中国）有限

公司、北京大学、国務院発展研究センターの専門家が産学国際連携、日中交流歴史、

金融危機における中国経済などをテーマとして講演を行いました。
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３ 恒例 の希平会

12月11日（木）午後４時、恒例の希平会は中国科学院文献情報センター714室会議室にて

開かれました。東京大学、京都大学、千葉大学、東北大学、東京工業大学及び九州大学など

日本各大学事務所の担当者のほか、中国教育部留学サービスセンター、日本大使館、JSPS
などの代表も参加しました。今回の希平会では、教育部留学サービスセンターの安育祥副主

任を招いて「教育部留学サービスセンター」の職能、組織構想及び実施事業について講演が

行われました。

4
九大農学院福田先生ご一行が事務所を訪問

12月26日（金）午後１時半、九州大学大学院農学

研究院福田晋准教授、日本全国農業協同組合連合

会福岡県本部営農部審査役の波多江淳治次長、鹿

児島大学農学部豊智行准教授のご一行が王志剛副

所長のご案内で、九大北京事務所を訪問しました。

福田先生のご一行は果物に関する調査を行うた

めに来京しました。
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■ 九 大 人 ■

インタビュー

朱衛国

北京大学医学部基礎医学院党委書記

誠
実
、
信
用
は
金
。

•1962年9月 生まれ

·1992年10月-1997年3月 九州大学医学博士学位修得

·1997年3月-1999年3月 アメリカIndiana大学とOUHSCポストドクター

·1999年4月-2003年3月 アメリカOhio州立大学癌研究所ポストドクター、研究員

·2003年3月 北京大学医学部教授

·現在 北京大学医学部基礎医学院党委書記

1、博士修得のため九大で留学していた時、最も印象深いことは何でしょうか。

そうですね。日本人が仕事をする態度がよいと思います。日本人は何をしても強い責任感を持っています。彼
らは手当てがなくてもよく残業をして、ボスがいなくても一所懸命頑張っています。そして、多くの日本人は最初
に相手に対する印象をあまり口に出さないですけど、よく相手を観察しています。真面目で頑張っている人なら、
きっと認めてくれると思います。

2、指導教員の安徳重敏先生に対して、何か伝えたいことがありませんか。

はい。まずは、安徳先生と佐々木先生に御礼を言います。先生達の啓蒙及び教導あっての私です。九大にい
る数年間、先生達が有する勤勉と誠実、信用という日本人の長所は私の人生に大きな影響を与えました。「誠
実、信用は金。」という言葉を私はずっと座右の名としています。チャンスがあれば、ぜひ安徳先生と佐々木先
生を中国に招いて、またscienceについての話をしたいと思います。

3、多数の仕事を掛け持ち、ご多忙な毎日を送られていると存じますが、どのように仕事と休みのバランスを

とっているのでしょうか。

忙しいことは確かです。基礎医学の研究は本来楽な仕事ではないですが、自分の興味がそこにありますし、科
学研究に貢献できますし、結構楽しんでいます。普段は必要である行政会議に出席するほか、殆どの時間は
実験室で過ごします。仕事の余暇に学生たちとピンポンとか、バドミントンとかをやったり、からオケに行ったり
しています。身体を鍛えることができると同時に、若い人と一緒にいて、自分自身の心理状態も若くなります。

4、 金融危機の影響を受け、今年の卒業生の就職は困難だそうです。大学の教授として、学校側が学生に最

も教えるべきことは何だと考えられますか。

そうですね。学校側は学生に必要な就職指導をするほかに、最も重要なのは社会に順応する能力を学生に教
えることだと思います。「人に魚を与えることより、漁を授けるほうがいい」という諺のいうとおりですね。

5、 2011年には九大の創立100周年記念事業がありますが、九大の今後の発展にどんな祈願がありますか。

九大は歴史を持っている大学です。九大はますます繁栄になり、そして、中日交流にもいっそう大きな役割を
果たすことを心から祈っております。
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■ 中 日 最 前 線 ■

トレンドキャッチトレンドキャッチ最最 新新 動動 きき

今月の今月の
キーワードキーワード 温家宝首相は13日、日本の福岡で麻生太郎首相と会談した際、「日本とともに努力し

て、両国と当地域の人々に利益をもたらすため、中日間の戦略的互恵関係の正確かつ
健全な発展を促進していきたい」と述べました。

この中で、温家宝首相は「中日双方は世々代々の友好を続ける信念を貫き、戦略的
かつ長期的な視点で両国関係を把握し、ハイレベルの相互訪問と民間の交流活動を緊
密にしていかなければならない。両国はいずれも世界的な影響力を持っている経済体で
あり、互いに重要な貿易・投資パートナーである。両国はハイレベルの経済対話などのメ
カニズムを通じて、貿易と投資の安定成長を維持するため、マクロ政策の協調を強め、着
実な措置を講じると同時に、共に世界金融危機の影響を乗り越え、アジアひいては世界
経済の健全な発展に貢献すべきだ」との考えを表明しました。

温家宝首相、日中韓首脳会談で訪日

一方、麻生太郎首相は「中国との定期的なハイレベルの相互交流を保ち、政治面での相互信頼を深め、意見の
食い違いを適切に解決すると共に、経済・貿易などの分野での対話と協力を強め、日中友好21世紀委員会の役割
を十分に生かして両国の青少年交流を促し、日中間の戦略的互恵関係を絶えず推進していきたい」と述べました。
金融危機対策では、中国との協力を強化する意向を示しました。
http://japanese.cri.cn/881/2008/12/13/1s132034.htm

関連リンク：

温家宝首相、福岡に到着 http://japanese.cri.cn/881/2008/12/13/1s132015.htm

中日韓首脳会談、13日に福岡で開催 http://japanese.cri.cn/881/2008/12/04/1s131556.htm

中日韓首脳会談で積極的な成果を収めるhttp://japanese.cri.cn/881/2008/12/13/1s132039.htm

１２月２４日、広州市の星海音
楽ホールで「久石譲・宮崎駿アニ
メ映画音楽交響楽コンサート」が
行われました。このコンサートの
指揮を務めるのは、中国放送映
画交響楽団の常任指揮者である
範トウ氏、演奏は深セン交響楽
団です。

久石譲氏は１９８３年に『風の谷
のナウシカ』の音楽監督を務めて
以来、『千と千尋の神隠し』、『魔
女の宅急便』、『天空の城ラピュ
タ』、『猫の恩返し』、『ハウルの動
く城』、『もののけ姫』など数多くの
宮崎駿作品の音楽を手がけてい
ました。

「青少年友好交流年」閉幕式 胡主席の題辞を日本側に贈呈

「中日平和友好条約」締結30周年を記念し、両国青少年の交流を促進す
るために行われた「中日青少年友好交流年」。その中国側閉幕式が20日
夜、北京で行われ、中国側は、胡錦涛国家主席が今年3月の開幕を祝っ
て記した「青春の力を集め、世々代々の友好を(中国語：挙青春之力、謀
世代友好)」という題辞の拓本を日本側に贈りました。

閉幕式に出席した中国全国人民代表大会常務委員会の王兆国副委員
長は「両国がともに努力したことで社会に実に喜ばしい影響をもたらした」
と、交流年事業の成功をたたえました。日本の福田康夫前首相は「交流は
温家宝首相と当初想像していた以上のものとなった」とした上で、「両国の
青少年交流がより充実した方向に向け発展していくよう期待している」と語
りました。

中国大陸が台湾に贈ったパンダ「団団」と
「圓圓」が23日午後5時、台湾の長栄航空の特
別機で台北の桃園空港に到着し、その後、新
居、台北市立動物園新光特別展示館に入りま
した。

「団団」と「圓圓」、台北の新居に

宮崎駿の映画音楽

広州で公演会



九州大学北京事務所

■ 教育コラム ■

情報カレンダー

中国教育 ランキング

留学動態

教育学

教育学は教育学と体育学の二つのモジュー
ルからなっている。9つの専攻があります。
2007年教育学部を開設する学校数は303個で

ある。学部の専攻分野では、心理学が理学部
に属していますが、大学院の専攻分野では教
育学に属しています。両者を統一させるために、
この教育ランキングは心理学の学部専攻のテ
ンスを含めています。

１位 北京師範大学 ６位 南京師範代学

２位 華東師範大学 ７位 北京体育大学

３位 華南師範大学 ８位 華中師範大学

４位 浙江大学 ９位 東北師範大学

５位 西南大学 １０位 上海体育学院

http://edu.qq.com/a/20080227/000195.htm

日本の教育界、中国人留学生を歓迎

日本の文部科学省の留学生業務責任者である織田雄一
氏はこのほどインタビューに答え、「中国人留学生には、優
秀な人材が多い。中国人留学生が来ていなければ、日本
における留学生事業の発展は難しかった」と述べました。
新華社のウェブサイト「新華網」が伝えました。

日本の文部科学省高等教育局留学生交流室の織田雄
一・室長補佐によりますと、日本で学ぶ中国人留学生の数
は、1979年以降毎年増加し、2005年には最多の8万592人
に達しましたという。専攻別で見ますと、社会科学を専攻す
る学生が最も多く、約3万5千人。次に人文科学の約1万6千
人、工学の約8千6百人が続いています。留学生全体のうち
中国人留学生の占める割合は、1983年の時点で約20％で
したが、ここ数年は60％以上が続いています。

日本の文部科学省、外務省、法務省など6省庁は今年7
月、「留学生30万人計画」を打ち出した。関係各省庁は、入
国審査手続の簡略化や大学の国際化推進、留学生に対
する生活・就業支援などを進め、2020年時点での在日留学
生数30万人達成を目指します。

関連リンク：http://j.peopledaily.com.cn/94473/6552491.html

経済環境のめまぐるしい変化を受けて、大学生の将来設計

にも大きな変化が起こっています。「中国青年報」が伝えまし
た。

中国青年報社調査センターが今年1-4月にUniversum社と
共同で行った「2008中国大学生就業傾向調査」と11月下旬に
中国青年報社調査センターが「騰訊網（QQ.com）」教育チャ
ンネルを通じて09年卒業予定の1641人を対象に行った調査

を比較しますと、金融危機の広がりによって大学生の就職動
向に大きな変化が現れていること が分かりました。創業を志

す人が大きく増え、公務員を希望する人が増加した一方、外
資ブームが冷却化していることは明らかです。

「人民網日本語版」2008年12月11日
http://j.people.com.cn/94475/6551833.html

中国人学生の就職希望に変化

公務員アップ・外資ダウン

08.11.29 2009年度国家が１．２万人を海外へ公派
留学
http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/53/info1228
115998696153.htm

08.12.15    日本、2008年の世相表す漢字は「変」
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6553655.html

08.12.25 日本政府が中国に文化無償援助
http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/93/info12301
61335059893.htm

08.12.25 大江健三郎氏の随筆が中国で出版

http://j.peopledaily.com.cn/95952/6561737.html

08.12.26 九大伊都キャンパス学生寄宿舎（ドミトリ
ーⅠ）外国人留学生に係る「単身室」入居者募集

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/student/ito-
campus/outline.htm

08.12.26 富豪出身校調査：北京大学は億万長者
の揺りかご

http://japanese.china.org.cn/business/txt/2008-
12/26/content_17015155.htm


