
九州大学北京事務所

メールマガジン

2008年9月号 （Vol.3 No.9）

メ ルマガジン

目 次
2008/9/30

○ トピックス○ ト ックス
九州大学副学長柳原先生ご一行が来所

中国人民大学と九州大学との共同教育プログラム調印式

九州大学名誉教授甲斐論先生が人民大学で集中講義

恒例の希平会

上海での留学説明会

○ 2008年オリンピック特集

○ 2008年パラリンピ ク特集○ 2008年パラリンピック特集

○ 九大人

中国科学院上海薬物研究所所長 丁健

○ 中日最前線

○ 教育コラム

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)



九州大学北京事務所

■ トピックス ■■ トピックス ■

１
九州大学副理事柳原先生ご一行が来所

９月5日（金）、九州大学副学長柳原先生を初め、企画部黒川次長、国際交流推進室松川

係長ご一行が北京事務所を訪問され、宋敏所長と会談しました。柳原副学長ご一行は人民長 長 長 民
大学経済学院と九州大学経済学研究院との共同教育プログラムの調印式に参加するため
に、来京されました。

また、9月4日に松川係長は事務所の近況報告を聴取し、留学プロジェクト及び事務所の
運営情況などについて事務所スタッフと意見交換をしました。

2 中国人民大学と九州大学との共同教育プログラムの調印式中国人民大学と九州大学との共同教育プログラムの調印式

９月５日（金）に、九州大学大学院経済学府と中国人民大学経済学院との間における共同教
育プログラムの調印式は中国人民大学において行われました。人民大学の袁衛副学長、経済
研究院楊院長、九州大学の柳原正治副学長、経済学院川波院長等が調印式に出席されました。

本プログラムは、大学院修士課程におけるダブルディグリープログラムを2009年度から実施

するもので、参加する学生は、両大学大学院に通算３年間在籍することにより、両大学から学位
（修士号）を取得することが可能となります 九州大学がダブルデ グリ プログラムを実施する（修士号）を取得することが可能となります。九州大学がダブルディグリープログラムを実施する
のは、本プログラムが初めてとなり、また、経済学分野でのダブルディグリープログラムとしては、
日本の大学で初めてともなります。
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３

9月8日から9月12日まで、中国人民大学商学院貿易経済学部の招へいで、日本農業経

済学会長、日本流通学会副会長、日本内閣府食品安全委員会専門委員、九州大学甲斐
諭名誉教授は 人民大学商学院貿易経済学部の博士課程の学生たちに 週間の集中

九州大学名誉教授甲斐論先生が人民大学で集中講義

諭名誉教授は、人民大学商学院貿易経済学部の博士課程の学生たちに、一週間の集中
講義をなされました。

また、9月11日、中国人民大学の賢進楼にて、「中日流通理論シンポジウム――都市農

産品流通」が開催されました。シンポでは、甲斐教授が直売所という流通モデルについて
報告しました。九州大学北京事務所のスタッフ蔡暁輝が甲斐教授講義の通訳を担当しま
した。

４４
恒例 の希平会

9月19日（金）午後、恒例の希平会は中国科学院文献情報中心７１４室会議室にて開かれた。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、中国国家留学基金管理委員会、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、国家留学基金管理委員会の曹主任を招いて「国家建設高水平大学公派
研究生項目（5000人派遣プロジェクト）」について講演会が行われました。曹主任の報告によれば、
2008年今現在の統計で 延べて4862人がこのプロジェクトに合格し その内 博士学位学生14322008年今現在の統計で、延べて4862人がこのプロジェクトに合格し、その内、博士学位学生1432
人,共同養成博士学生3363人，修士学生67人です。留学先から見れば、アメリカ2150名、ドイツ
407名、イギリス407名、カナダ333名、オーストリア329名、日本305名、フランス271名、それ以外
の国は660名となっています。また、日本の受け入れ大学から見ると、名古屋大56名、九大3２名、
東大２６名、早稲田23名、東北大22名、北海道大21名、筑波大16名、千葉大9名など、の様な順

となっています。
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9月25（木） 26日（金）に 上海における日本留学説明会は復旦大学邯鄲キャンパス光華

上海での留学説明会

9月25（木）、26日（金）に、上海における日本留学説明会は復旦大学邯鄲キャンパス光華

楼会議室と上海交通大学閔行キャンパス陳瑞球楼会議室にてそれぞれ開催されました。北
海道大学、東北大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、神戸大学、広島大学、創価大
学、早稲田大学、九州大学などの大学がこの留学説明会に参加しました。説明会の流れとし
て、まず日本上海総領事館の担当者が日本留学について説明した後、各大学が個別ブース
で大学の説明を行いました。九州大学のブースには大勢の学生が寄せ、九大の留学状況、
研究分野などについて質問しました。九州大学留学生センターの郭俊海准教授、国際交流
推進室の西原暁子准助教、及び九州大学北京事務所の宋敏所長が学生の質問に熱心に解
答しました。
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情報網羅 眩しい五輪スター

■2008年オリンピック特集■

粋なはからい？ 郭晶晶選手に「彼氏の父」が金メダル

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0818
&f=national_0818_020.shtml

「水の怪物」

マイケルフェルプス

193センチ、91キロ。

ド州ボ 出身「私とあなた」は人気の携帯鈴音のダウンロード曲に

http://jp.eastday.com/node2/node3/node16/userobje
ct1ai39397.html
アラブの美人王女、顔面を蹴られるも「心配しないで」
http://news.ameba.jp/world/2008/08/17045.html
体操のママ選手・チュソビチナに李寧基金を贈呈
http://www.pekinshuho.com/zt/2008olympic/txt/2008-
08/23/content_145585.htm
ボルト選手 義援金５５０万円…四川大地震の被災児た

メリーランド州ボルティモア出身。

15歳で00年シドニー五輪出場。

01年は200メートルバタフライの世界新記録を男子
史上最年少の15歳9カ月で樹立。アテネ五輪では6
種目で金メダル。世界選手権は07年に大会史上最
多の7種目を制するなど通算17冠。

北京五輪の男子競泳で
史上初の８冠を達成したマ

開会式の豆知識

ボルト選手 義援金５５０万円…四川大地震の被災児た
ちに
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080823-00000017-
maip-soci

イケル・フェルプスが、五輪
閉幕１週間もたたずに３億
円近い大金を荒稼ぎした。

有終金字塔
北島 康介（きたじま こうすけ）

出年月日1982年9月22日。
開会式は中国標準時2008年8月8日午後8時から開始された

開会式の期日

北京五輪で史上初の２大会連続平泳ぎ２冠に輝い
た北島康介が２４日、閉会式の「旗手」で現役最後
の五輪を締めくくった。

身長177cm、体重72kg。

血液型B型。

男子平泳ぎの第一人者。

誕生日：世界新

開会式は中国標準時2008年8月8日午後8時から開始された。
これは、中国において数字の8が「お金持ち」を意味する「发
财（發財）」の「发（發）」と発音が同じであり、縁起の良い数と
されているからである。

式典のスタート

午後7時56分 (CST) に、競技場のスクリーンに古代中国の日
時計の映像が現れると、照明は落とされた。その後電飾付き
の『ほとぎ（缶）』と呼ばれる中国古代の打楽器2008台を用い
たカウントダウンが始まった 缶を1004台ずつ碁盤上に並べ 誕生日：世界新

陸上男子ウサイン・ボルト

100m 9秒69（世界新）

200m 19秒30（世界新）

身長：196cm
体重： 86kg
1986年8月21日生まれ

９秒６９で「人類最速」を世界にアピールした１００

たカウントダウンが始まった。缶を1004台ずつ碁盤上に並べ
演奏者が叩き発光させる。開会1分前になると、1004台の缶
からなる二つ長方形が演奏者の演奏による発光によって、ま
るで電光掲示板のように「60」「50」「40」「30」「20」「10」とカウ
ントダウン。10秒前からは「10、十」「9、九」「8、八」「7、七」とア
ラビア数字と漢数字併記でカウントダウン。「1、一」が表示さ
れた直後に開会を告げる花火が打ち上げられた。その後カウ
ントダウンをした2008人の奏者は、缶を打ちながら「有朋自遠
方來不亦樂乎（朋有り遠方より来る。また楽しからずや。「論
語 「学 ） と唱和 邦 賓客を歓迎 た

９秒６９で 人類最速」を世界にアピ ルした１００
メートル決勝は、勝利を確信した残り２０メートルあ
たりから流すような余裕を見せ付けた。

ボルトは「夢がかなった。この結果を予想はしてい
なかったが、不可能なことはないと思っていた」と振
り返った。２１日が２２歳の誕生日。競技場に祝福の
曲が流れ、本人もつられて踊りだした。

入場順は、ギリシャ・中国を除き、中国語の簡体字による各
国国名の最初の漢字の画数の順番である。最初の漢字の
画数が同一の場合は中国における漢字部首の配列順によ
る。なお、中華人民共和国は「中国」表記であった。

選手団の入場順

語」「学而」）」と唱和し、万邦の賓客を歓迎した。
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マスコット

2007年9月6日、正式発表。牛のイメー

ジは、障害ある選手が努力を怠らず、粘り
強く戦い抜く精神を象徴しており 奮起して

福牛楽楽

強く戦い抜く精神を象徴しており、奮起して
努力する選手の品格や、大会テーマ「超
越、融合、享受」の理念にもぴったりです。

「福牛楽楽」は、中国の版画、年画、おも
ちゃのデザインを現代
の漫画風デザインの特
徴と結びつけることに
より、伝統的な民族の
形象、人々の嗜好、時

輝く選手たち

形象、人々の嗜好、時
代の息吹の完璧な融
合を実現しました。

情報網羅

今大会初のドーピング違反が発覚 パキ
タ 選 資格 消

ブレードランナー

北京パラリンピック第11日、陸上・男子400
メートル（T44クラス）決勝。南アフリカのオス
カー・ピストリウスは、47秒49の世界新記録で
金メダルを獲得し、100メートルと200メートル
（共にT44クラス）に続き3冠を達成した。

ピストリウスは南アフリカ共和国ヨハネスブ
ルグ近郊のサントンで 先天性の身体障害に スタン選手の資格取消

http://peopledaily.com.cn/95479/95483/649
6979.html

聖火走者の金晶さんが
大統領の招待でフランス
訪問

http://j.peopledaily.com.c
n/95479/95483/6502614.
html

ルグ近郊のサントンで、先天性の身体障害に
より腓骨が無い状態で誕生。生後11ヶ月時、
両足の膝から下を切断。モットー：

"You're not disabled by the disabilities you have, you are able 
by the abilities you have."（障害によって不可能なのではなく、
持っている能力によって可能なのだ。）

疾走「生きる実感」
北京パラリンピック第6日、陸上・男子

オスカー・ピスト
リウス

html
外国の各メディア、北京パラリンピックの
閉会式を賞賛

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080919
-00000038-scn-cn

習近平副主席、パラリン
ピックの謝恩会で挨拶

http://2008.searchina.ne.jp/d
i i? 2008&d 0921&f

伊藤智也

北京 ラリン ック第6日、陸 男子
400メートル（T52クラス）決勝。日本の伊
藤智也は、57秒25のパラリンピック記録
で優勝を果たし金メダルを獲得した。

元青年実業家。３４歳の夏、海外旅行先
でタクシーを降りた瞬間、その場に倒れ込

んだ。中枢神経が侵される難病「多発性硬化症」。

「激しい運動は病気を進行させる」と、医師にクギをさされている
が 「いつかは死ぬんやから 気にしてもしゃあない」と受け流す isp.cgi?y=2008&d=0921&f=

national_0921_004.shtml&pt
=large

国旗が示した友好

北京、６億元を投じバリアフリーの施設改善

http://2008.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&
d=0920&f=national_0920_010.shtml

が、「いつかは死ぬんやから、気にしてもしゃあない」と受け流す。
生きている実感は、車いすで疾走している時にしか味わえない。
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丁健

中国科学院上海薬物研究所所长
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っ
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足 跡

博士生指導教員

国家新薬研究重点実験室主任
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り
仕
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し
、

っ
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り
と
身
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す
る
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インタビュー

1953年 上海で生まれた。
1978年 江西医学院卒業
1983年 中国医科大学医学修士学位を獲得
199１年 九州大学医学博士号を獲得
1992年 帰国。中国科学院上海薬物研究所に勤めてきた。

１、九大にいる期間、一番収穫の大きいことは何でしょうか。

一番感銘深いのは日本の国民が事業や仕事に対する強烈な責任感とチームワークの精神を持つこ

とです。

2、現在、癌に罹った人は年々増えてきて、中に何か共通の原因がありますか。アドバイスとして、普段の
生活の中で気をつけたほうがよいことは何でしょうか。

経済発展と工業化進展の加速につれて、環境汚染の深刻や飲食習慣の変更など、生活環境と生活

習慣が大きく変わってきたことは共通の原因ではないかと私が思います。普段はよい生活習慣を養い、
適当な運動をもすることが大切です。

3、科学研究者になるには最も備える素質は何だと思いますか。

それはイノベーションの考え方、及び謹厳な研究態度、と実際を重んじて、骨身を惜しまず研究する精

神のことです。

4、医者の仕事は大変だと存じますが、お休み時間はどのようにお過ごしますか。

仕事で忙しいですので、休日がほとんど取れませんが、時間があれば、NBAなどのスポーツ番組を見仕事で忙しいですので、休日がほとんど取れませんが、時間があれば、NBAなどのスポ ツ番組を見

たり、水泳などをしたりしています。

5、最後に九大のOBたちに何か伝いたいことがありますか。

自分が最初に留学する時の理想と抱負を忘れずに、中国の強大さと飛躍のために一所懸命頑張って

ください。
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トレンドキャッチトレンドキャッチ最最 新新 動動 きき

神舟７号、打ち上げ成功 宇宙飛行開始

有人宇宙船「神舟７号」は25日午後9時10分、酒泉衛星発射センター

【中華芸能】『梅蘭芳』
中国の伝統芸能である京劇の名優を

描いた映画「梅蘭芳」は、陳凱歌（チェ有人宇宙船 神舟 号」 午後 時 分、酒泉衛星発射 ンタ
から打ち上げられ、予定軌道に入り、宇宙飛行を開始した。

今回の飛行任務の主な目的は、中国人宇宙飛行士が初の船外活
動を実施することで、関連技術の突破と掌握を図り、同時に衛星デー
タの中継など宇宙科学と技術試験を展開することにある。

描いた映画 梅蘭芳」は、陳凱歌（チ
ン・カイコー）監督の最新作として話題を
集めている。

『梅蘭芳』は戦前から活躍した京劇の
名女形、梅蘭芳の生涯を描いた作品で、
黎明（レオン・ライ）、章子怡（チャン・ツィ
イー）、鐘欣桐（ジリアン・チョン）といっ
た中華圏のスターの他、日本からは安
藤政信が出演する話題作である。

神舟は中国の有人宇宙船開発プロジェクト。2003年、5号が初の有
人宇宙飛行に成功、05年には宇宙飛行士2人を乗せた6号の打ち上
げも成功した。25日に打ち上げられた7号では3人の飛行士が搭乗、
初の宇宙遊泳が注目されている。

12月12日に上映。

2009年アカデミー賞の外国語映画賞

部門に中国香港代表としてエントリーさ
れる可能性が高い。

今月の今月の
キーワードキーワード

生年月日 1940年9月20日（68歳）

出生地 福岡県飯塚市

出身校 学習院大学政治経済学部

麻生太郎（アサオ タロウ）

24日午後に開かれた臨時国会において 自民党新総

麻生太郎氏、総理大臣就任

安倍内閣退陣に伴い2007年9月
に発足。2008年9月1日、福田首相
が辞任を表明し、24日に内閣総辞
職した。

学位・資格・称号 政治学士（1963年）

前職 麻生セメント（現：麻生ラファージュセメント）社長
日本青年会議所会頭（1978年度、任期1年）

世襲の有無 5世
高祖父（牧野の父）:大久保利通
高祖父（牧野の妻の父）:三島通庸
曽祖父（父方）:麻生太吉
曽祖父（母方）:牧野伸顕
祖父（母方） 吉 茂

24日午後に開かれた臨時国会において、自民党新総
裁・麻生太郎氏の第92代総理大臣就任が確定した。麻生

新総理は同日夕方、新内閣を組閣した。新内閣の主要メ
ンバーは、河村建夫・内閣官房長官、中曽根弘文・外務相、
中川昭一・財務・金融担当相、石破茂・農林水産相、甘利
明・行政改革担当相など。小渕優子・少子化対策担当相ら
5人が初入閣した。再任されたのは、二階俊博・経済産業
相ら5在任365日の福田内閣は、24日の閣議で総辞職した。

祖父（母方）:吉田茂
父:麻生太賀吉
義父:鈴木善幸
義弟:寛仁親王（実妹信子の夫君）

選挙区 福岡県第8区

当選回数 衆9回

党派 自由民主党
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情報カレンダー留学動態

08.08.22  ２００８年度日本政府（文部科学省）

日研生、教研生及び中日教育部交換奨学金項目
2007年度世界各国留学費用一覧

の採用結果及び日本に行く注意事項

http://www.csc.edu.cn/Chuguo/148737dd8ebf40059
a15c56fc8a3c7b9.shtml
08.08.25  在日大使館教育処が２００８年度中国
政府奨学金の留学生のために送別会を開催

http://www.csc.edu.cn/News/d5a2a49ffd2147ec91b
8acbaee7bd8e5.shtml
08.08.26 ２００９年度日本へ中国政府派遣研究
員 派出計

国家（地区） 学費（人民元/年） 生活費（人民元/年）

イギリス 7万―19.8万 8万―9万

スイス（私立大学） 6万―10.1万 6万―7.6万

日本 东京 3.5万―5万 6万

奥州 シドニー 4.6万―5.7万 5万―6万

カナダ トロント 5.5万―6万 4.5万―6万

ニュージーランド 4.5万―5万 3.5万―5万

中国教育

員項目の派出計画

http://www.csc.edu.cn/Chuguo/341366d66e4642af9
1399b6729565e47.shtml
08.09.1７ 日本学術振興会各種募集事業一覧
http://www.isc.kyushu-
u.ac.jp/intlweb/teacher/gakushin/appli.htm
08.09.17 「中国山東省第5回海内外人材交流及び
技術項目交渉会」のお知らせ

http://www china-

大学生の消費状況

山東労働職業技術学院の経済管理学部は同校の学生を

対象に大学生の消費状況に関するアンケートを行った。こ
の調査は2週間で4千部を配布し 有効率は97 8％だった

ランキング

2008年中国大学法学トップ１０

法学は法学、マルクス主義理論、政治学、社会

http://www.china
embassy.or.jp/chn/lxsjl/t513034.htm

の調査は2週間で4千部を配布し、有効率は97.8％だった。

（１）収入源の90.5％が親から
調査結果によると、大学生の収入源は両親が90.5％、ア

ルバイトが7％で、その他の項目（親戚からの借金・教育
ローン・奨学金など）の合計が2.5％。アルバイトは大学生

の重要な収入源とされるが、実際にその比率は非常に低
いことがわかった。
（２）大部分は衣食の解決に

大学生の消費支出項目の中で最も比重が高いのが食費
法学、刑事法攻などの五つのモジュールからなっ
ている。12個の学部専攻を含めている。法学はま
だ成長中の学科であるが、2007年度まで、468個
の大學は法学部を開設している。

1位 中国人民大学
2位 北京大学
3位 武漢大学
4位 清華大学
5位 中国政法大学

大学生の消費支出項目の中で最も比重が高いのが食費
で88.5％にのぼり、次に服で4.4％、書籍に2.8％、電話・イ
ンターネット代に2.5％、交際費に1.2％と続き、生活用品・
化粧品などは0.6％に過ぎなかった。この調査結果から、大

学生は消費の大部分を衣食の解決にあてていることがわ
かった。
（３）体裁重視の消費概念

大多数の大学生は家族から離れて独立した生活を初めて

経験する上、一人っ子であるため、消費行為において成熟 5位 中国政法大学
6位 吉林大学
7位 复旦大学
8位 厦門大学
9位 中山大学

10位 中南財経政法大学
http://edu.qq.com/a/20080227/000192.htm

しきれていない面が見られ、特にそれが盲目的、衝動的、
随従的、競争的な消費に表れている。一部の学生は食べ
るモノから、着るモノ、使うモノ、その他に至るまで体裁を気
にし、同級生の前で気前よく振舞わないとメンツがつぶれる
と考えているようだ。こういった行為は家庭に経済的な負担
をかけ、学業にも影響をきたし、さらには学生を誤った道に
導く恐れがある。


