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■ トピックス ■

１

九州大学は中国国家留学基金管理委員会の実施する「 国家建設高水平大学公派研究生項目」

により、九州大学に留学する中国人学生に対して、授業料免除措置を行い、留学志願志望者を募

集している。今現在、九州大学北京事務所を通して、九州大学への受入打診を行う学生は40人ほ

どに昇っている。これらの留学希望者に対して、遠隔テレビシステムによる面接または書類審査

で受入の可否を判定した結果、そのうち、24人が合格し、九州大学から条件付受入内諾書を発行

した。受入内諾書を受け取った合格者が中国国家留学基金の「国家建設高水平大学公派研究生項

目」の選考に合格し、同奨学金の受給が決定した段階で、最終合格者となる。

中国派遣留学生項目による留学生への受入内諾書 発行

2008年度の九州大学フレンドシップ奨学金留学生の北京事務所による推薦について、2007年12月21

日の日付で、事務所のホームページ にて知らせを掲載し、在中国九州大学同窓会 の理事 に留学生の

候補者の推薦を依頼した。同窓会の理事のご協力を得て、多くの候補者を推薦していただいた。北京事

務所による選考の結果、北京大学応用心理学専門の林菡さんを選出した。今、九州大学に申請書類を

提出し、九州大学フレンドショップ奨学金留学生の特別推薦入学選考を通せば、最終合格になる。

九州大学フレンドシップ奨学金留学生の推薦について

３ 恒例 の希平会 開催

2月28日（木）午後、恒例の希平会は北京早稲田大学の会議
室（中関村資源大厦7階）にて開催 された。早稲田大学、北海道
大学、東北大学、千葉大学、広島大学及び九州大学など日本各大
学北京事務所の担当者のほか、日本大使館、JSPSなどの代表も参
加した。

今回の希平会では 主に各大学の国家建設高水平大学公派研究
生項目に関する実施状況について情報交換を行った。続いて、国
家留学基金管理委員会出国事務部の曹士海主任が、国家留学基金
管理委員会の機構・業務・経費及び留学方針・派遣原則などを紹介し、

特に中国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」について説明し、参加者と意見・情報交換を行った。
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最新情報

北京・食いまくり

眩しい五輪スター

五輪の協力都市

■2008年オリンピック特集■

北は首都の北京と隣接し、東部、西部、南部は河北省

の唐山、承徳、廊坊、滄州地区とそれぞれ境を接してい
る。海岸線の長さは約133キロで、面積は1万1305平方

キロである。

天津という地名は早くも中国の明朝の永楽初年に現れ、
天子がお渡りになった渡し場という意味である。

明の永楽2年（西暦1404
年）、軍事要衝として、天津
では軍隊を駐屯させて警備
を固めるための城壁の築造
を始め、「天津衛」と呼ばれ
るようになった。

スポーツセンターでライトアップ・テスト

「水立方」 最初の試合を迎える

http://japanese.china.org.cn/olympic/2008-
02/01/content_9630536.htm

北京五輪、55言語のサービスを提供

http://www.peoplechina.com.cn/zhuanti/2008-
02/15/content_99518.htm

ブッシュ大統領、北京オリンピックへの出席を明言
http://www.pekinshuho.com/ty/txt/2008-
02/18/content_99586.htm

日本女子卓球3連勝、福原愛の「愛くるしさ」にファン熱狂

http://www.pekinshuho.com/ty/txt/2008-
02/27/content_100910.htm

五輪期間に北京で新たな文化財・観光地を一般開放へ

http://www.peoplechina.com.cn/zhuanti/2008-
02/28/content_101329.htm

出身地：上海

身長：189センチ
体重：85キロ
生年月日：1983年7月13日

『アジアの跳人』

２００４年のアテネオリンピック１１０ｍハードル
で、１２秒９１の世界タイ記録で世界の頂点に
立った。

２００６年７月１１日、スイスのローザンヌで、 １２

秒８８の成績で、陸上の世界記録を打ち立てた。

2007年８月31日、大阪で開かれた世界陸上で

金メダル獲得。

劉翔
（Liu Xiang）

五輪サッカー予選開催地
――天津

天津市は華北平原の北東部に
位置し、東は渤海に臨み、北は燕
山山脈をバックにし、北緯38°33'
～40°15'、東経116°42'～
118°03'に位置する。

羊のしゃぶしゃぶ
北京に「東来順」という有名なレストランがある。

何で有名かというと、羊肉のシャブシャブでであ
る。中国でシャブシャブというと、一般に、羊肉と
決まっている。最近では同様の方法で牛肉や豚
肉を食べる人もいる。牛や豚のシャブシャブを
示すような言葉は、少なくとも、辞書には載って
いない。昔から、シャブシャブと言えば、羊肉と
相場が決まっている。

「東来順」で使う羊は、内蒙古の集寧という地区
で産するものに限っているという。それも、二歳未
満の去勢した雄。尻尾が短い方がうまいという。

「東来順」はタレへのこだわりでも有名である。
ごまみそ、唐辛子油、発酵豆腐汁など幾種類も
の調味料を合わせたもので、その作り方は秘伝
中の秘伝なのだそうだ。
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足 跡

■ 九 大 人 ■

インタビュー

王亜新

清華大学 法学部学術委員会主任

教授 博士指導教師

1984年7月 北京大学法学部を卒業、法学学士を取得

1985年10月 日本京都大学へ公費留学

1988年3月 京都大学で法学修士学位を取得

1991年3月 京都大学の博士課程修了

1991年10月 日本香川大学の講師

1994年4月 九州大学法学部で副教授 京都大学法学博士学位を取得

1998年3月 清華大学の法学部で教授

1999年4月 日本福岡国際大学で教授

2002年―現在 清華大学法学部教授

1、九州大学にいる期間に、一番忘れられないこと或いは印象深いことは何でしょうか？

何人かの同業者の中に最も個性のある者と知り合ったこと。しかし、残念な事に、近年そのうち

二人はもう亡くなりました。

2 、仕事の余暇にどんなことをしていますか？

本を読んだり、楽器の稽古をしたりします。

3 、留学してきた、仕事に没頭するOBに何か言いたいことがありますか？

我々の祖国が平和に、勢いよく発展して、なお大国なりの尊厳を有し始めてきた感覚を享受しましょう。

4、キャリアの豊富な学者でありながら幾つかの職も兼ねていますが、どのようにご時間を遣り繰りしていますか？

故郷の貴州にこういう諺がある：遅いのは何の怖くもない、怖いのはただ立つままで、何もしないことです。

5、九大北京事務所の仕事について、何かご提案あるいは希望がありますか？

いつか自費の九大人代表団を組織して、福岡にある九州大学の新しいキャンパスを見学しに行こう。

遅
く
て
も
立
ち
止
ま
ら
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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

2007年中国の新語流行語（２）

今月の今月の
キーワードキーワード

中日青年２０００人集い交流年開幕式

福田首相、唐家セン国務委員と会見

日本の福田康夫首相は２１日夜、首相官邸で、中国の唐家セン国務委員と会見した。

唐国務委員は次のように述べた。福田首相は昨年末訪中し、中国の指導者と中日の戦略
的互恵関係の発展について幅広い共通認識を得た。中国は日本と共に、両国指導者の
共通認識を真剣に実行に移し、往来を増やし、相互信頼を深め、協力を広げ、敏感(セン
シティブ)な問題を適切に処理して、中日関係を新たな段階に進めることを願っている。

表明した。中日関係は歴史の新たな起点に立ち、新たなチャンスを迎えている。
今年は「中日平和友好条約」締結３０周年にあたり、中国の胡錦涛国家主席
が日本を公式訪問する。これは中日関係の長期的発展にとって大きく深い意
義をもつことだ。今年は「中日青少年友好交流年」と北京オリンピックの年でも
あり、両国の往来と協力に新たな活力が注がれるだろう。

福田首相は、日本政府と国民は胡錦涛主席の訪日に期待し、心から歓迎し
ており、中国側と共に努力して、この訪問を成功させ、日中関係に新たな原動
力を添えるようにしたいと強調した。

また、中国南部の一部が雪害に見舞われたことに見舞いを述べ、唐国務委
員はこれに感謝するとともに、災害救援と被災地復興の状況を説明した。

双方は食品安全性の分野で協力を強め、中日関係改善と発展の大局を共
に守ることで合意した。

福田首相は訪中の際、中国側から手厚いもてなしを受けたとして礼を述べた。唐国務委員は次のように

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zrgx/t409637.htm

④「抱抱团」：以前探偵ナイトス
クープで「FREE HUGS」という看板
を掲げて、道行く人とハグをする、
という依頼がありましたが、それと
同じと思われます。ナイトスクープ
では、とても感じのいい大学生の
男の子が見知らぬ人とハグするこ
とができ、感動して涙ぐむ様子に、
思わずもらい泣きをしてしまったも
のです。

⑤「剩女」：日本でも2004年の流行
語トップ10にランクインしていた「負
け犬（女）」と同義の語です。
『もともと結婚というシステムは、性
への欲求を解消する最も有効な手
段だったが、時代の変化に伴い、
それがきちんと機能しなくなってシ
ステム自体が廃れつつある』という
なんとも露骨な説明が妙に心に残
りました。

日中の青少年２０００人が集うなか、「日中青少年友好交流年」の中国
側開幕式が３月１５日、北京で盛大に開かれる。日中青年交流史上でも、
１９８４年の「３千人訪中団」に続く歴史的なイベントで、中国政府の招待を
受けて日本の高校生、大学生、各界青年ら１０００人が約１週間の日程で
訪中する。日中友好協会は大学生の派遣を担当し、訪中を前に２月１１、
１２日の２日間、東京の日本青年館で事前研修会を開いた。

今回訪中するのは東京、秋田、石川、福井、愛知、滋賀、兵庫、山口、
福岡、鹿児島の１０都県の高校生５００人、立命館大学の学生１００人を
含む大学生２００人、国会議員、地方自治体などの公務員、経済界、友好
団体代表、教育関係者、記者など日本の各界青年３００人の合計約１００
０人。

交流年の開幕式には温家宝首相が出席する予定で、日本側を代表して
立命館大学がチアリーダーやブラスバンドを、都立深沢高校が和太鼓を
披露、小グループに分かれての交流も計画されている。

昨年１１月にシンガポールで開かれた日中首脳会談で２００８年を「日中
青少年友好交流年」とすることに日中両首脳が合意し、１２月に福田康夫
首相が訪中した際に交流年の活動内容に関する覚書を交わした。

http://www.j-cfa.com/news/back-number.html
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■ Q－ナビ ■

情報カレンダー

中国の教育は いま

08.02.20 2007年度長江学者特聘教授、講座教授候補者及び『長江学者成就賞』候補者が公表

http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1144&infoid=1203580199278776
08.02.26     2008年度日本政府（文部科学省）日研生、教研生奨学金項目

http://www.csc.edu.cn/gb/readarticle/readarticle.asp?articleid=2677
08.02.28 2008年度中国政府奨学金及び各種の奨学金項目で中国に留学工作会議の通知

http://www.csc.edu.cn/gb/readarticle/readarticle.asp?articleid=2668
08．02．29 ビジネス日本語能力試験（BJT）が中国で教育部試験センターによる開始

http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/info1204279996895417.htm

教育部、小中学校で京劇の授業を試験的に開設

教育部は今年、全国10の省・直轄市・自治区で音楽の授業に京劇の内容を盛り込む方針だ。北京市教
育委員会が20日明らかにした。新学期から北京を含む全国20カ所の小中学校で京劇の授業がスタートす

る。

市教育委員会体育美育処の王軍副処長は「民族の優れた文化を伝承するため、教育部は9年制義務教
育の音楽授業を改訂し、カリキュラムに京劇を盛り込んでいく方針だ。まずは全国10の行政区の小中学校
20カ所で試みられる。授業で扱う京劇15曲はすでに決まり、教える曲のフレーズは学年ごとに異なる。教
材の編集とCD制作が進められている」と紹介した。

福岡市の玄関口ＪＲ博多駅は１日の乗降客は平均１７万
人であり九州の玄関口でもある。

新幹線も博多までである。長崎や熊本、鹿児島などのお
客さんは、ここで在来線に乗り換えることになる。

そういうわけで特急の始発駅は博多が多く、ここから九州
各地に向けて特急電車が運行されている。

写真で見る九州

福岡の玄関口
ＪＲ博多駅

また、コンコースを出た博多口には博多人形の像があり、
郵便局前には酒を飲んで日の本一の槍をしとめた黒田武
士で有名な母里太兵衛の像がある。

「かもめ」号 黒
田
武
士
の
像

「ゆふいんのもり」号

博
多
人
形
の
像


