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■ トピックス ■

2
日本FANS大集合

7月11日（土）午後3時に、在中国日本大使館及び北京人民ラジオ放送局の主催
で、「日本FANS大集合」が北京ラジオ大廈にて大々的に開催されました。

イベントでは、日本現代流行文化の紹介、ストリートダンス、コスプレ、花道やアニ
メソングの披露、及び日本知識に関するクイズなどで大変盛り上がりました。大勢
の若者たちがバラエティーに富んだ出し物に引き付けられ、日本文化に対しての熱
心さを現しました。

１
九州大学がG30に採択

「留学生３０万人計画」実施に向けて、文部科学省が平成21年度から開始する
「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」に九州大学が採択されました。本年
度は、全国で１３大学（国立７、私立６）が採択され、九州大学は九州地区で唯
一の採択大学。本事業により、留学生の募集から企業への就職を含む出口までの
一貫した国際化拠点整備事業を大学全体が一体となって推進し、アジアを代表す
る世界的研究･教育拠点大学としての機能を強化することを目指します。

その他の採択大学は東北大学、筑波大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、
大阪大学、慶応大学、上智大学、明治大学、早稲田大学、同志社大学、立命館大
学です。
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■ トピックス ■

３
中国青年訪日団第１陣歓送会 開催

「21世紀東アジア青少年大交流計画」の一環として、7月27日から8月3日にか
けて、中国青年代表団約500名が訪日する予定です。訪日団が出発する前日の7月
26日（日）に、在中国日本大使館が主催する歓送会が北京亮馬河大廈3階紫金ホ
ールにて開催されました。歓送会では宮本大使と訪日団倪健団長がご挨拶、続い
て訪日団のメンバーが練習を重ねてきた各自の出し物を披露しました。

今回の代表団は、教育関係者分団100名、青年指導者分団100名、農業関係者分
団80名、公務員50名、学術分団50名、メディア分団50名、大学生分団50名、青年
企業家20名から構成されています。

代表団は、まず東京で視察、交流を行った後、分団毎にそれぞれ北海道、秋田
、神奈川、栃木、茨城、長野、群馬、愛知、京都、大阪、兵庫を訪問し、日本の
政治、経済、社会、文化について理解を深めるとともに、それぞれの分野に関す
る視察や意見交換、日本青年との交流も行います。

本事業は、2007年12月の福田康夫総理（当時）訪中時に中日首脳間で合意した
「『中日青少年友好交流年』の活動に関する行動計画」に基づき実施するもので
す。同計画で、中日双方は、2008年よりの4年間、年間4000人規模の相互訪問を
実施するべく努力することで合意しています。

本件交流事業の実施により、中日の青少年の相互理解が深まり、両国関係の強
固な基礎を築くことが期待されています。
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■香港の大学の学部生募集特集■

2001年に香港の大学の中国本土での学部生募集が許可されてから、中国本土で学生を募集する香

港の大学は年々増加してきました。今年延べ12校の香港の大学は中国本土の25省、市から学生を募

集しています。

この特集は香港大学、香港中文大学、香港城市大学を事例として、2009年度香港の大学の学部生

募集の流れ、応募条件及び奨学金などについて紹介します。

募集人員：250～300名

出願資格：
①教育部が定めている25の省、市の学生。

②全国統一入試を受験する学生。
※出願書類及び方法（特別出願）
①入学願書；②検定料450香港元

③統一入試点数（成績が発表されたあと、ファックス
またはネットで本校に通知）
④ネット上或いは書面で出願。
出願期間：
①書面出願の締め切りは2009年4月30日まで。
②ネット上出願の締め切りは2009年6月15日まで。

選抜方法：
①出願者の統一試験の成績。
②出願者が面接の総合成績。
優秀者を採用すること。
面接および採用通知：
①面接（英語で）：2009年6月末ー7月初。
②採用者発表：2009年7月初ー7月中旬。

奨学金：
各科目の成績優秀者に奨学金を給与。
最高金額：14万香港元／年☓3年。 募集人員：250名

学科設置：文科、理科、工科、商科。

採用条件：

①全国統一入試の点数が重点大学合格ラインに達す
ること。

②各科目の点数が原則上合格ラインに達すること。

③英語の点数は満点150点で、私費者の場合は120
点に達し、奨学金出願者の場合は130点に達すること。

出願方法：

特別出願は不要。本土「大学統一学生募集計画」を通
じ、繰り上げて学生を採用すること。

面接：なし。

奨学金：

優秀者に学費に相当する金額＋45000香港元／年の
奨学金を給与すること。

募集人員：194名

出願方法：

特別出願は不要。本土「大学統一学生募集計画」を通
じ、繰り上げて学生を採用すること。

採用規則：

①教育部が定めている25の省、市の学生。

②本校を第一志望とすること。

③メディア学院を希望とする者は作品を2009年4月1
日ー5月29日の間に提出すること。

④全学英語教学で、統一入試の英語成績は120点に
達すること。

⑤男女比率なしに優秀者を採用すること。

面接：なし。

奨学金：

成績に応じて種類及び金額の違う「入学奨学金」を支
給します。

§点数：統一入試の総成績は各省に定めら
れた重点大学合格ラインに達すること。

英語の成績は110点以上に達すること。

§面接：一部の大学が面接要、6月末ー7月

初に行うこと。面接は使用言語が英語で、学
生の思考力、チームワーク、交流表現力など
を考査すること。

§出願：香港大学以外の大学、特別出願は不要。

§採用基準：入試の成績に準じて優秀者を採用しま
す。

§奨学金：優秀な学生を受け入れるため、入試成
績の高い学生に対して高額の奨学金を給与します。

香港大学香港大学 香港城市大学香港城市大学

香港中文大学香港中文大学
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足 跡

■ 九 大 人 ■

インタビュー

廬亦愚

浙江省疾病控制中心ウイルス研究所名誉所長
浙江大学、温州医学院、寧波大学客員教授
衛生部インフルエンザ専門家委員会専門家

『ウイルス学報』《病毒学报》編修委員

憂
患
に
生
き

安
楽
に
死
す

·1948年8月 生まれ

·1994年 九州大学医学博士学位を取得

·2008年1月 第十一期全国人民代表大会の代表に当選

1、九大で留学していた時、印象深く、今でも忘れられないことはありませんか。

九大の学者はみな自分に対して厳しいです。どんなに難しい仕事を受けても、愚痴をこぼさず、全力を尽くし
ます。このことは僕に深い印象を残しました。そして、僕も九大の学者に学び、、全力をあげて仕事をするよう
に頑張っています。北里柴三郎記念館を見学した時、「人に負けてもいい，しかし自分のやるべき事をやらな
い心の弱さに負けないこと。」という奮い立たせる言葉が深く印象に残りました。

2、全人代の代表として、今年の全人代で、「全国公民情報システムを構築する」という提案を提出しましたが、そ
のきっかけは何でしょうか。

そうですね。現在、中国では誠実と信用の欠けることがよく起こります。しかし、わが国の誠実と信用の体系
はまだ不完備で、個人信用に関する記録が少ないため、不誠実なことをしても、本人にマイナスな影響を与え
ないので、信用を守らない人がますます増えてきました。僕はこの現象から公民情報システム構築の必要性
を深く感じました。

3、有名なウイルス専門家として、近年ウイルス感染症の多発について、日常生活で何か気をつけることを聞かせ
ていただけませんか。

日常生活で、ウイルス感染症に注意し、健康な生活習慣を身につけるべきです。例えば、規則正しい生活を
送ること、窓を開け風を通すこと、よく手を洗うことなどです。また、個人衛生にも注意しなければなりません。

4、科学研究の面においても、社会貢献の面においても、いくつかの仕事を掛け持ちしていらっしゃいますが、暇な
時に、どんな趣味で過ごしますか。
僕には趣味が少ないです。暇な時に本を読むだけです。この前、新聞の取材を受けたら、「仕事に専念し、趣

味の乏しい博士」と称されるようになりました。

5、2011年は九大創立100周年になりますが、九大の今後の発展にどんな祝福或は祈願がありますか。

九大が更に向上し、活躍すること、そして、知名度がより高くなることを衷心より願っております。

6、これから九大へ留学に行く、または九大で留学している後輩に一言をお願いします。

恵まれていることを感謝し、九大から勤勉、厳格な仕事ぶりや研究態度を学び、国に奉仕できる人材になって
ください。
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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

中国長江流域で500年ぶりの
皆既日食

7月22日午前8時前後、中国長江流域で
皆既日食が観測されました。これは、1814
年から2309年の間に中国国境内で観測で

きる皆既時間の最も長い日食ということで
す。

今回の皆既日食では、太陽の欠け始め
から元の円形に戻るまで2時間以上かかり、
そのうち、皆既日食は、9時過ぎに起きまし

た。皆既日食の継続時間が長い地域では、
6分間におよんで観測されたということです。

今回の皆既日食帯は、中国50余りの主
要都市をカバーしており、およそ3億人がこ

の史上最大の天文ショーを観測することが
できます。中国中央テレビ局や多くのウェブ
サイトが皆既日食の過程を生中継しました。

http://japanese.cri.cn/881/2009/07/22/1s1440
54.htm

中国人の日本観光増加

日本の電気店でも中国語サービス

日本政府が7月初旬に中国人観光客向け個人観光ビザの発給

を解禁して以来、日本へ観光に訪れる中国人観光客数は着実に
増えており、日本の各売り場にもビジネスチャンスをもたらしてい
ます。

http://japanese.beijingreview.com.cn/ly/txt/2009-
07/21/content_208422.htm

で買い物をする場合、パスポートを提示すれば免税を受けられる
という。また、中国の銀聯カードでショッピングすると、免税の他に
さらに5％の割引が受けられるという。

日本の河野陽平衆議院議長は21日、衆議院本会議で天皇が署名した「解散詔書」を読

み上げ、衆議院の正式な解散を宣言しました。その後、日本政府は臨時閣議を開き、総選
挙の日程を「８月１８日公示、同３０日投開票」と決めました。

東京・ 秋葉原にある有名電気店「ヨドバシ
Akiba」は、中国人観光客がよくショッピングに訪

れる場所です。ここでは中国語の案内や広告が
いたるところに見られます。銀聯（ユニオンペイ）
カード割引の広告や、「歓迎光臨免税薯a台（免

税カウンターへようこそ）」などの中国語看板があ
り、中国にいるような錯覚に陥ます。ヨドバシカメ
ラマルチメディアAkibaの松井昭二郎店長により

ますと、店内には中国語を話せる日本人店員数
十名が接客しているという。

日本に出張または観光に訪れる中国人がここ

日本、衆議院が解散を宣言 総選挙の日程を決定

日本では衆議院を中心とする国会が国家の
最高権力機関かつ唯一の立法機関で、政党
は選挙で勝って初めて内閣を組閣し政権をと
ることができます。衆議院の解散は選挙の実
施を意味します。現在自民党の支持率は非常
に低く、これは選挙が行われれば自民党が政
権を失う可能性があることを意味します。もし
本当にそうなれば、戦後の日本政界最大の変
化となります。

衆議院本会議は現地時間の午後1時（北京時間正午）に開かれました。日本の憲法と関連法規に基づいて、衆
議院は解散後、40日以内に選挙を行い、新たな衆議院を選出しなければなりません。

http://j.peopledaily.com.cn/94474/6706054.html
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■ 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

09.07.02 中国・現代20人書法展 東京で開催

http://japanese.cri.cn/881/2009/07/02/1s142920.htm

09.07.14 パナソニックスカラシップ 中国学生の日
本留学に資金支援
http://www.peoplechina.com.cn/zhongrijiaoliu/2009-
07/14/content_207409.htm

09.07.16 段躍中氏、日本外務大臣表彰状を獲得
http://j.peopledaily.com.cn/94473/6703212.html

09.07.21 2009年7月5日日本語能力試験成績を
ネット上で調べる通知について
http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/63/info1248
151446489463.htm

09.07.22 中日韓青少年、韓国で友好交流
http://japanese.cri.cn/881/2009/07/22/1s144063.htm

09.07.28 九州大学の国際化拠点整備事業 （グ
ローバル３０）
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/teacher/g-
30/outline.htm

高校の文系理系分科論争、8月にも決着か

考（大学全国統一入試）」の際、文系・理系受験生はそれぞれ
相応の科目を受験、大学側が合格を判断する際にも文系と理
系は異なる規定に基づき点数配分を行います。

ここ数年来、「高考」での文理分科の取り消しを求める声が高
まっています。しかし各方面の見解は真っ二つに分かれており、
これまで幾たびも「民意調査」が行われ、賛成・反対の両者は
いずれも引き下がらない状況が続いています。湖南省がこの
ほど普通高校での「文理分科を認めない」とした規定は社会の
注目とメディアの熱い論争を引き起こし、「文理分科」「高考」改
革の「大論争」が展開されています。一方これに先立ち激しい
論議が交わされた「国家中長期教育改革と発展計画要綱」は
８月にも初稿が発表される見込みで、「高校での文理分科を取
り消すか否か」が確定されると有力視されています。

http://j.peopledaily.com.cn/94475/6706103.html

現在、中国の大部分の高校で文
理分科が実施されており、文系の
学生は主に国語、数学、外国語、
歴史、政治、地理などの科目を履
修、理系の学生は主に、国語、数
学、外国語、物理、化学、生物な
どの科目を履修しています。「高

専攻 平均月給

１ フランス語 ４０４３元

２ 航海技術 ３６００元

３ 石油工程 ３３９９元

４ 国際商務 ３３３５元

５ タービン工程 ３２２０元

６ 金融工程 ３１９１元

７ 国際公認会計士 ３１７１元

８ ドイツ語 ２８７２元

９ ソフトウェア工程 ２８２１元

１０ ロシア語 ２８１８元

2009年学部卒業生月給TOP10

専攻順

http://career.eol.cn/xuexiao_4660/20090604
/t20090604_382092.shtml

百万人留学

簡単に中国人材の損失とは言えない
アメリカ「The Daily World」誌には、百万人留学のことが

簡単に中国人材の損失とは言えない、という社説を掲げて
います。要約は以下のとおりです。

（中略）逆に、中国に大きな利益をもらします。第一、海外
留学は国内大学募集のプレッシャーを減らし、高等教育の
資源をもっと多くの学生に使用させます。第二、海外のブラ
ンド大学で学業を完成して帰国する留学生が中国の大学教
育にはない知識能力を発揮することができます。第三、留学
生が帰国せずに海外に滞在しても、中国に悪い影響もあり
ません。改革開放の歴史が物語っているように、海外華人
の学者や企業家は中国に相当な貢献を捧げ、中国と世界と
の交流にも大事な役に立ちました。第四、海外華人の増加
及び華人参政の積極化は居住国と中国の友好関係、中国
文化の広め、中国肯定像の打ち立てなどに大きな役割を果
たしています。


