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第七回日中教育交流会 

The 7th China-Japan Education & Exchange Conference  

 

 

 

【日時】2021年 7月 9日（金） 日本時間 10:00～13:45 

 

 

【会場】中国石油大学（華東） 

 

 

【テーマ】ポストコロナ時代の日中教育協力について 

 

【主催】 

中国教育国際交流協会／山東省教育庁／(株)GES 日中文化交流センター 

 

【共催】 

中国石油大学(華東)／山東省教育国際交流協会／山東外事職業学校 

 

【後援】 

在日中華人民共和国大使館／日本文部科学省／上智大学／国際交流基金日中交

流センター 

 

【メディアサポート】 

新華社通信東京支局／人民日報東京支局／人民網東京支局／中国通信社東京支

局／東方新報／光明日報「留学」雑誌社 
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交流会開会式 (敬称略) 

 

総合司会：中国教育国際交流協会総合・研発部副主任 肖蕾 

時間 内容 発言者 
参加 

形式 

10:00-10:05 ゲスト紹介 現場 

10:05-10:10 

開会式: 

ゲストメッ

セージ 

中国教育国際交流協会秘書長 王永利 現場 

10:10-10:15 
日本国文部科学省高等教育局国際企画室室

長補佐 徳留丈士 

ZOOM 

10:15-10:20 
中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 

胡志平 

ZOOM 

10:20-10:25 在青島日本総領事館総領事 井川原賢 現場 

10:25-10:30 山東省教育庁副庁長 孫暁筠 現場 

10:30-10:35 日中文化交流センター総代表 伊藤修一  ZOOM 

10:35-10:40 中国石油大学（華東）副学長 姚軍 現場 

基調講演：ポストコロナ時代における日中教育協力の展望 

10:40-10:45 ゲスト紹介 現場 

10:45-11:05 大連理工大学学長 郭東明 現場 

11:05-11:25 日本上智大学学長 曄道佳明 ZOOM 

11:25-11:50 ティータイム・集合写真  現場 
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日中大学学長・高校校長フォーラム(敬称略) 

 

フォーラム（1） 日中大学学長フォーラム 

司会者：北京外国語大学日本語学院院長 周異夫 
現場 

11:50-12:40 

テーマ１： 

ポストコロナ時代

における高度人材

育成 

天津外国語大学元学長 修剛 現場 

広島大学副学長 佐藤利行 ZOOM 

吉林大学常務副書記 馮正玉 ZOOM 

北陸大学学長 小倉勤 ZOOM 

中国石油大学（華東）副学長 劉華東 現場 

12:40-13:30 

テーマ 2： 

ポストコロナ時代

における日中 

国際教育協力 

千葉大学副学長 渡邉誠 ZOOM 

北京師範大学副学長 周作宇 ZOOM 

大阪大学副学長 河原源太 ZOOM 

山東大学副学長兼青島校学長 韓聖浩 現場 

東洋大学副学長 高橋一男 ZOOM 

フォーラム（2） 日中高等学校校長フォーラム 

 司会者：国際交流基金日中交流センター所長 堀俊雄 
ZOOM 

11:50-12:40 

テーマ１： 

日中高等学校の 

教育改革 

帝京大学可児高等学校統括校長  

古木纯司 

ZOOM 

済南外国語学校校長 劉新利 現場 

上海文来中学校校長 黄健 現場 

雲雀丘学園校長 中井啓之 ZOOM 

三田国際学園高等学校教頭 楢島知哉 ZOOM 

12:40-13:30 

テーマ 2： 

日中高等学校の国

際交流と協力 

長春外国語学校校長 王昊 現場 

立命館慶祥高校校長 江川顺一 ZOOM 

復旦大学附属中学校長 呉堅 現場 

大阪府立三島高等学校校長 井上隆司 ZOOM 

青島第二中学校長 孫先亮 現場 

13:30-13:35 移動 

13:35-13:45 総括コメント 天津師範大学学長 鍾英華 現場 

13:45 閉会 
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二、参加機関 
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中国側参加機構及び登壇者 (敬称略、順不同) 

 

NO 姓名 機関名 職位 

1 王永利 中国教育国際交流協会 秘書長 

2 胡志平 中国駐日本国大使館 教育公参 

3 孙晓筠 山東省教育庁 副庁長 

4 姚军 中国石油大学（華東） 副校長 

5 郭東明 大连理工大学 学長 

6 周异夫 北京外国語大学 日語学院院長 

7 修刚 天津外国語大学 元学長 

8 王利锋 吉林大学 副学長 

9 刘華東 中国石油大学（華東） 副学長 

10 周作宇 北京師範大学 副学長 

11 韩圣浩 山東大学 副学長 

12 刘新利 済南外国語学校 校長 

13 黄健 上海文来中学 校長 

14 王昊 長春外国語学校 校長 

15 吴坚 复旦大学附属中学 校長 

16 孙先亮 青島第二中学 校長 

17 钟英華 天津師範大学 校長 

18 肖蕾 中国教育国際交流協会 総合与研発部副主任 

19 林颖 中国教育国際交流協会 総合与研発部高级項目官員 

20 林海福 中国教育国際交流協会 総合与研発部スタッフ 

21 曾宪文 山東省教育庁 

国際交流与合作処副処長 

（主持工作） 

二级调研員 

22 桂俐 山東省教育庁 国際交流与合作処副処長 

23 丛萧 山東省人民政府外事办公室 副処長 

24 刘凤 山東省人民政府外事办公室 スタッフ 

25 刘松 済南市市中区人民政府 副区長 

26 印凯 中教国際教育交流センター 主任 
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中国側参加大学 (敬称略、順不同) 

 

NO 機関名 NO 機関名 NO 機関名 

1 安徽医科大学 27 常熟理工学院 53 南華大学 

2 河南中医药大学 28 西安科技大学 54 南京農業大学 

3 河北師範大学 29 西安交通大学 55 南京郵電大学 

4 華南理工大学 30 西南科技大学 56 南方科技大学 

5 吉林師範大学 31 西南交通大学 57 北京外国語大学 

6 金陵科技学院 32 西北師範大学 58 北京交通大学 

7 広東医科大学 33 西北農林科技大学 59 北京工業大学 

8 江西師範大学 34 青島農業大学 60 北京工業大学耿丹学院 

9 香港中文大学（深圳） 35 青島滨海学院 61 北京師範大学 

10 国際関系学院 36 泰山学院 62 北京信息科技大学 

11 済宁学院 37 大连理工大学 63 北京体育大学 

12 山東財経大学 38 中国科学技術大学 64 北京理工大学 

13 山東青年政治学院 39 中国海洋大学 65 北京林業大学 

14 山東大学 40 
中国農業大学烟台研究

院 
66 蘭州財経大学 

15 山東大学（威海） 41 中国矿業大学（北京） 67 蘭州大学 

16 山東第一医科大学 42 中山大学 68 哈尔滨工業大学 

17 山東中医药大学 43 中南大学 69 哈尔滨商業大学 

18 山梨学院大学 44 長安大学 70 烟台大学 

19 四川外国語大学 45 長沙理工大学 71 烟台理工学院 

20 四川大学 46 天津師範大学 72 韶関学院 

21 重慶交通大学 47 電子科技大学 73 复旦大学 

22 重慶郵電大学 48 東華大学 74 苏州城市学院 

23 上海大学 49 東華大学 75 苏州大学 

24 上海電力大学 50 東北師範大学 76 菏澤学院 

25 上海立信会计金融学院 51 東北電力大学 77 郑州大学 

26 常州大学 52 内蒙古農業大学 78 鲁東大学 

ほか 
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中国側参加高等職業学校 (敬称略、順不同) 

 

NO 機関名 NO 機関名 NO 機関名 

1 曲阜遠東職業技術学院 5 青島職業技術学院 9 淄博師範高等専科学校 

2 山東外事職業大学 6 日照職業技術学院 10 潍坊護理職業学院 

3 山東旅游職業学院 7 临沂職業学院 11 菏澤家政職業学院 

4 山東労働職業技術学院 8 枣庄科技職業学院    ほか 

 

 

 

中国側参加高等学校・他 (敬称略、順不同) 

 

NO 機関名 NO 機関名 NO 機関名 

1 杭州英特外国語学校 7 上海市工商外国語学校 13 淄博中学 

2 高密市第五中学 8 上海市商業学校 14 潍坊市寒亭区第一中学 

3 済南外国語学校 9 青島第二中学 15 潍坊実験中学 

4 済南市長清中学 10 長春外国語学校 16 潍坊文華学校 

5 山東省青州実験中学 11 文来高中 17 杭州金成英特教育集团 

6 山東省烟台芸術学校 12 北大培文宜賓国際学校 18 山東学仁教育 

ほか 
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日本側参加機構及び登壇者 (敬称略、順不同) 

 

NO 姓名 機関名 職位 

1 德留丈士 日本文部科学省高等教育局 国際企划室室長助理 

2 井川原賢 日本国駐青島総領事館 総领事 

3 伊藤修一 （株）GES 日中文化交流センター 総代表 

4 曄道佳明 上智大学 学長 

5 佐藤利行 広島大学 副学長 

6 小倉勤 北陸大学 学長 

7 渡邉誠 千葉大学 副学長 

8 河原源太 大阪大学 副学長 

9 高橋一男 東洋大学 副学長 

10 堀俊雄 国際交流基金日中交流センター 所長 

11 古木純司 帝京大学可児高等学校 統括校長 

12 中井启之 雲雀丘学園高等学校  校長 

13 楢島知哉 三田国際学園高等学校 教頭 

14 江川順一 立命館慶祥高等学校 校長 

15 井上隆司 大阪府立三島高等学校 校長 
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日本側参加大学 (敬称略、順不同) 

 

NO 機関名 NO 機関名 NO 機関名 

1 北海道室蘭工業大学 16 岡山大学 31 上智大学 

2 北陸大学 17 関西大学 32 同志社大学 

3 長崎大学 18 広島大学 33 武藏野大学 

4 城西大学 19 金沢大学 34 洗足学園音楽大学 

5 城西国際大学 20 京都産業大学 35 信州大学 

6 創価大学 21 京都大学 36 杏林大学 

7 大阪大学 22 九州大学 37 熊本学園大学 

8 大阪電気通信大学 23 立教大学 38 一橋大学 

9 大阪市立大学 24 立命館大学 39 桜美林大学 

10 大阪学院大学 25 名古屋外国語大学 40 中京大学 

11 大東文化大学 26 南山大学 41 中央大学 

12 帝京平成大学 27 千葉大学 42 足利大学 

13 東京電機大学 28 日本大学 43 
奈良先端科学技術大学院

大学 

14 東京外国語大学 29 三重大学 44 早稻田大学 

15 東洋大学 30 山梨学院大学  ほか 

 

日本側参加高校他(敬称略、順不同) 

 

NO 機関名 NO 機関名 NO 機関名 

1 
盛岡中央高等学校附属

中学校 
5 三田国際学園高等学校 9 大阪 YMCA 学院 

2 同志社高等学校 6 立命館慶祥高等学校 10 櫻丘国際日本語学校 

3 帝京大学可児高等学校 7 大阪府立三島高等学校  ほか 

4 雲雀丘学園高等学校 8 大阪 YMCA 国際専門学校   
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三、交流会概要 
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交流会概要 
 

中国教育国際交流協会や山東省教育庁などが主催し、在日中華人民共和国大使館、日本国文

部科学省、上智大学、国際交流基金日中交流センターなどが共催、後援をする第 7回日中教

育交流会が 2021年 7月 9日（金）に中国・青島市にある中国石油大学(華東)にて開催され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で第 7回目となる今回の日中教育交流会は、コロナ感染防止のため、日本側参加者を中

心に、オンライン上での開催となりました。今回のテーマとして、【ポストコロナ時代の⽇

中教育交流】のための【新時代の知的教育における国際人材の育成】を掲げ、日中の大学学

長や高校校長による教育フォーラムを実施しました。 

開会式では、中国教育国際交流協会王永利秘書長、文部科学省高等教育局国際企画室徳留丈

士室長補佐、中華人民共和国駐日本国大使館胡志平公使参事官、在青島日本総領事館井川原
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賢総領事、山東省教育庁孫暁筠副庁長、中国石油大学（華東）姚軍副学長、日中文化交流セ

ンター代表の伊藤修一氏らが出席し、開会スピーチを行いました。 

今回の交流会は初のオンライン開催（中国側はオフライン参加）となりましたが、大連理工

大学、吉林大学、北京師範大学、山東大学をはじめとする中国を代表する 122の教育機関や

上智大学、早稲田大学、千葉大学、大阪大学などをはじめとする 50を超える日本の大学や

高校の代表者など、日中両国の教育関係者約 400名が、ポストコロナの日中教育交流のため

にオフラインとオンラインで本交流会に出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图 2：山东省教育厅副厅长 孙晓筠） 

 

（中国教育国際交流協会 王永利秘書長） 
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（山東省教育庁 孫暁筠副庁長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中華人民共和国駐日本大使館 胡志平公使参事官） 
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（文部科学省 高等教育局国際企画室徳留丈士室長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本駐青島総領事館 井川原賢総領事） 
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（中国石油大学（華東）姚軍副学長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日中文化交流センター 伊藤修一総代表） 
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基調講演の大連理工大学郭東明学長は、ポストコロナ時代におけるイノベーションと協

力の方法、特に日中大学学生同窓会の確立を推し進め、新世代における日中友好の後継者と

ハイレベルなエリート人材の共同育成が我々高等教育者の責任と歴史的使命である、と発

言されました。 

 

上智大学曄道佳明学長は、今回の日中教育交流会議を通じて、日中の学生と教師の交流を

さらに促進し、大学間の綿密な連携や繋がりをより一層深めたいと述べられました。基調講

演の大連理工大学郭東明学長は、ポストコロナ時代におけるイノベーションと協力の方法、

特に日中大学学生同窓会の確立を推し進め、新世代における日中友好の後継者とハイレベ

ルなエリート人材の共同育成が我々高等教育者の責任と歴史的使命である、と発言されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大連理工大学 郭东明学長） 
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（上智大学 曄道佳明学長） 
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開会式後は「日中大学学長フォーラム」と「日中高校校長フォーラム」の 2つの教育フォ

ーラムを同時開催しました。大学学長フォーラムは北京外国語大学日本語学部長の周異夫

氏、高校校長フォーラムは国際交流基金日中交流センター所長の堀俊雄氏がそれぞれ議長

を務めました。 

「日中大学学長フォーラム」では、日中両国の大学代表者合計 10名が「ポストコロナ時

代のハイレベルな人材育成」と「ポストコロナ時代の日中国際教育協力」の 2つのテーマに

ついて積極的な議論を行い、今後さらに相互派遣の規模を拡大し、両国の国際発展を効果的

に推進するべきだと結論付けました。 

登壇者は、天津外国語大学元学長 修剛氏、広島大学副学長 佐藤利行氏、吉林大学常務副

書記 馮正玉氏、北陸大学学長 小倉勤氏、中国石油大学（華東）副学長 劉華東氏、千葉大

学副学長 渡邉誠氏、北京師範大学副学長 周作宇氏、大阪大学副学長 河原源太氏、山東大

学副学長兼青島校学長 韓聖浩氏氏、東洋大学副学長 高橋一男氏の 10名です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大阪大学副学長河原源太氏）  
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「日中高校校長フォーラム」では、日中の高校代表者が「日中高校の教育改革」と「日中

高校間交流や協力について」の 2つのテーマについて様々な議論を行いました。 

国内外の様々な中等・高等教育機関に適した質の高い進学チャネルを積極的に開発活用し、

日中間の相互訪問や交流を幅広く展開し、学生に対し幅広い分野での進学チャネル、専門性、

解決策を提供することに双方で合意しました。  

フォーラムの登壇者は帝京大学可児高等学校統括校長 古木纯司氏、済南外国語学校校長 

劉新利氏、上海文来高校校校長 黄健氏、雲雀丘学園校長 中井啓之氏、三田国際学園高等学

校教頭 楢島知哉氏、長春外国語学校校長 王昊氏、日本立命館慶祥高校校長 江川顺一氏、

復旦大学附属高校校長 呉堅氏、大阪府立三島高等学校校長 井上隆司氏、青島第二高校校長 

孫先亮氏の 10名です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上海文来高校校長 黄健氏） 
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天津師範大学の鍾英華学長は総括コメントとして、今回の新型コロナウイルスの流行が

世界を席巻し、世界中の人々の生産性や生活に今まで前例のない試練や課題をもたらした

結果、100年間前例のなかった変化や進化を加速させたことは、人類全体に非常に深い意味

をもたらした。これは、習近平中国国家主席が指摘している「人類の歴史的発展の論理は、

協力かつ相互利益、WinWin 状況を維持することが唯一の正しい選択である」ことを示して

いる、と述べました。 

また、文部科学省など 8つの政府機関が発表した「新時代における教育の開放の加速・拡大

に関する意見」を実現するため、中国と日本を含めた諸外国との教育交流をさらに促進、発

展させ、新時代がもたらした教育的課題やこの機会に一層の対応を図ってゆくと総括し、今

回の交流会を締めくくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（天津師範大学鍾英華学長） 
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＜最後に＞ 

日中教育交流会は現在まで合計 7 回開催され、日中の教育交流の重要なプラットフォーム

の 1つとなっています。 日本と中国の人的交流の歴史は深く、両国のユニークな文化交流

の経験を蓄積し、両国の人々の強い絆をさらに結集し、日中関係の発展を促進する絶え間な

い原動力となりました。 

 

第 7回交流会は、2020年秋に開催予定だったものが約 1年延期され、2021年 7月に実施さ

れました。コロナの世界的流行が世界のあらゆる分野に多大な影響を与えている中で、この

流行期間中の日中教育交流の発展がさらに促進され、コロナが教育にもたらした新たな命

題にどう対処するかという観点からもこの交流会は重要な意味を持ちます。 交流会の成功

は、日中両国の中等・高等教育機関との緊密な協力や連携をさらに促進し、両国の人文教育

のためのより広範囲な対話と交流の場としてのプラットフォームで、日中の友好交流を促

進するものであります。第 8 回日中教育交流会は、2022 年 11 月に東京で開催に予定です。

どうぞご期待ください。引き続き、関係者皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし

ます。 

（株）GES 日中文化交流センター 

2021年 7月 9日 
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四、登壇者プロフィール 
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式典登壇者 
 
 
 
王永利 中国教育国際交流協会秘書長                  

現在、中国教育国際交流協会副会長、秘書長を務める。長期

に国際教育交流に携わり、外交、国際教育交流政策、実践にお

いて深い研究と豊富な経験を有している。駐英国大使館教育公

使参事官、孔子学院総部副総幹事、国家漢弁副主任、駐シンガ

ポール大使館教育処参事官等を歴任。 

1963年、山西省生まれ、1984年 8月勤務。蘭州大学無線物理

学卒業、シンガポールの南洋理工大学 EMBA修士課程修了。 

 

 

 

 

 

 

徳留丈士 文部科学省高等教育局高等教育企画課国際企画室室長補佐 

現在、文部科学省高等教育局高等教育企画課国際企画室室長

補佐として、高等教育分野の国際化を担当。これまで、文部科

学省国際統括官付専門官や文化庁国際文化交流室専門官の他、

ユネスコ・本部プログラム・スペシャリスト、長崎大学国際教

育リエゾン機構事務室長等を歴任。 
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胡 志平氏 中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 

1986年 7月 北京外国語大学日本語科卒  

1986年 8月 中国教育国際交流協会日本項目館員 

1990年 9月 河北省獲鹿県教育委員会教育改革弁公室副主任  

1991年 8月 中国教育国際交流協会日本項目主管  

1992年 3月 中華人民共和国駐日本国大使館三等秘書  

1995年 4月 中華人民共和国駐日本国大使館二等秘書  

1996年 10月 中国国家教育委員会外事司来華留学生処副処長  

1998年 9月 中国教育部国際合作と交流司来華留学生処処長  

2002年 4月 中華人民共和国駐日本国大使館一等秘書（教育）  

2008年 6月 孔子学院副総幹事兼国家漢弁副主任  

2015年 12月～現在 中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 

 

 

 

井川原 賢 在青島日本国総領事館 総領事 

 

氏 名 井川原 賢（昭和３５年生れ） 

性 別  男   

最終学歴  九州大学経済学部卒業  

平成１１．１１ 在中華人民共和国日本国大使館 一等書記官  

  １６． ２ 在シカゴ日本国総領事館 領事  

  ２０． ９ アジア大洋州局中国・モンゴル課 課長補佐  

  ２０．１２ アジア大洋州局日中経済交流室 首席事務官 

  ２３．１１ 国際情報統括官組織第三情報官室 情報分析官  

  ２７． ２ 在香港日本国総領事館 首席領事  

  ３０． ２ アジア大洋州局中国・モンゴル第一課地域調整官  

令和１．１２ 在青島日本国総領事館 総領事 
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孙晓筠 山东省教育庁副庁長 

 

1990 年 7 月に上海医科大学を卒業。山東医科大学保健学科で修士号を取得後、

オーストラリア国立大学国立疫学・人口健康研究センターで博士号を取得。 

主な経歴:2002 年 10 月、山東省保健局のプライマリー・ヘルス・ヘルス・サー

ビス・アシスタント・リサーチ・アシスタント・リサーチ・スタッフ、2003 年

11 月に山東省保健局科学技術教育国際協力局のアシスタント・リサーチ・フェ

ーター、2005 年 11 月に山東省保健局科学技術教育国際協力局副所長、2007 年

12 月に山東省保健局の母子保健・地域保健局副所長、2008年 11 月に山東省保

健局科学技術教育国際協力局副所長 2013 年 3 月、山東省保健局薬物政策・必

須医薬品システム局長、2014 年 3 月山東省保健・家族計画委員会薬物政策・必須医薬品システム局長、

2017 年 5 月に公党山東省 

委員会事務局長。 2021 年 1月、山東省教育庁副局長。 

 

伊藤修一 株式会社 GES（日中文化交流センター）東京事務所長 

 

 

1965 年 8 月 7 日福岡県生まれ 

1989 年 3 月 明治大学商学部産業経営学科卒業   

1989 年 4 月 株式会社ポーラ化粧品に入社  

1992 年 6 月 同社退職 

1992 年 7 月 株式会社日本流通技術研究所入社  

1997 年 2 月 同社退職  

1997 年 2 月 株式会社グローバル・コンサルティング・グループ設立 取

締役就任  

1988 年 6 月 同社取締役退任  

1998 年 6 月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 

2000 年 2 月 同社退職   

2000 年 2 月 株式会社サイバーブレインズ（現：楽天インサイト株式会社）設立 代表取締役就任 

2005 年 12 月 同社代表取締役退任   

2006 年 3 月 株式会社日中文化交流センター（現：株式会社 GES） 取締役就任 

2019 年 1 月 株式会社 GES（日中文化交流センター）東京事務所長就任 
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姚軍 中国石油大学（華東）副学長 

 

1964年 1月生まれ、山東省平邑県人、工学博士、教授、博士

課程の指導教官、新世紀百万人の人材プロジェクト国家級の

候補者、国務院政府の特殊手当専門家及び山東省「泰山学者

登攀計画」の専門家である。 

 

1984年 7月華東石油学院卒業、2000年 6月石油大学博士号取

得、1999年 11月教授に就任。石油工程学院の副院長、院長、

科学技術処長、2017年 8月に副学長を歴任。現在、中国石油

大学（華東）の石油ガス浸透研究センターの主任、教育部の「複雑油ガス開発と採算率の

向上」の長江学者革新チームと山東省の「油ガス開発プロジェクト」の優秀な革新チーム

の責任者、中国力学学会の第十回流体力学専門委員会委員及び浸透力学専門チームのリー

ダー、国際多孔質協会（InterPore）学術委員及び中国支部責任者、国務院学位委員会第

六、第七回石油と天然ガス工程学科評議グループメンバー等を兼任。山東省党外知識人懇

親会副会長。 
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基調講演 

郭 東明 大連理工大学学長 

郭 東明、大連理工大学学長、中国工程院院士、中國共産党第十九回

中央委員候補委員、大連理工大学機械製造専門博士卒業、教授、博

士指導教官。機械製造分野専門家。 

学歴： 

1992 年 大連理工大学機械製造学科 博士修了 

1984 年 大連理工大学機械製造学科 修士修了 

1982 年 大連理工大学機械製造学科 学士卒業 

職歴： 

2014 年 2 月-現在 大連理工大学 学長 

2009 年 2 月 大連理工大学 常務副学長 

2002 年 1 月 大連理工大学 副学長 

他の職務： 

中国機械工程学会副理事長、中国教育国際交流協会副会長、遼寧省科学技術協会主席。 

受賞： 

国家技術発明一等賞（一つ）、国家技術発明二等賞（一つ）、国家技術進歩賞（革新団体）など

数多くの国家級/省部級賞。国家傑出青年基金獲得者、新世紀百千万人材工程国家級代表、全国

模範労働者、全国模範技術者、省市特等模範労働者。 

 

曄道 佳明 上智大学学長 

上智大学長。1962 年生まれ。1985 年慶應義塾大学卒業。1994 年博

士（工学）慶應義塾大学。1994 年 4 月東京大学生産技術研究所助

手。1998 年 4 月上智大学理工学部助教授、2004 年 4 月より教授、

現在に至る。上智大学において、学生センター長、入学センター

長、学務担当副学長等を歴任。現在、日本私立大学連盟副会長、

文部科学省中央教育審議会(大学分科会)臨時委員等もつとめる。 

研究分野は、機械システムの動的挙動の数値シミュレーション理

論の 1 つであるマルチボディダイナミクス。 特に、大地震時の高

速列車のダイナミクスの数値的アプローチを研究し、脱線防止を

目指している。 また最近は、貧困、教育、環境問題などの地球規模の問題を解決する観点か

ら、開発途上国や地域で鉄道網を構築する方法に関心がある。 
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日中大学学長フォーラム登壇者 

 

周異夫 北京外国語大学日本語学院院長 

 

周異夫、北京外国語大学日本語学院院長、北京日本学研究セン

ター主任、教授、博士指導教官。中国日本語教学研究会会長、

教育部高等学校外国語言文学類専門教学指導委員会日本語専門

教学指導分委員会委員。10余りの国家社会科学基金プロジェク

トを主宰また参加し、国内外定期刊行物で 50編あまりの論文を

発表し、学術専著、編著、主編教科書を 10部あまり出版した。 

 

 

 

修剛 天津外国語大学元学長 

 

天津外国語大学教授、元学長。教育部高等教育外国言語文学教

育指導委員会副主任委員、同日本語部会主任委員、中華日本学

会副会長。 

研究分野  

翻訳研究 日本語教育研究  

中国社会科学研究助成、重点出版研究助成などの研究プロジェ

クトを完成、主な著書 「現代外国術語学研究」、「現代外国人

文分野術語解読」、「中国語、文化における外来語の受容」、「中国日本語教育概観」 

1984年 7月～1993年 11月 天津外国語大学 日本語学部 講師、助教授、副学部長、学

部長を歴任 

1993年 7月～1999年 10月 天津外国語大学 副学長  教授 

1999年 11月～2017年 9月 天津外国語大学 学長   教授 

2017年 10月～現在     天津外国語大学 外国言語文学文化研究センター 教授 
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佐藤 利行 広島大学理事、副学長 

 

広島大学理事、副学長、日本学術会議連携会員。文学研究科博

士、中国古典文学専攻、特に六朝[りくちょう]文学に関する研

究の造詣は極めて深い。著作は「西晉文学研究」等 40部以

上。そして「日本中国学会報」、「中国中世文学研究」などの雑

誌に学術論文 160余り発表した。2018年に中国古典文学研究

における優れた成果と、長期にわたって日中両国の教育交流事

業への傑出な貢献をしたことのため、中国政府に友好賞を授与

された。2019年中国文化賞（日本）を獲得した。 

 

 

 

 

馮正玉 吉林大学常務副書記 

 

1964年 10月生まれ、経済学博士、研究員。現職

は吉林大学校務委員会常務副主任（庁長級）。 

1987 年 7 月吉林大学に就職。吉林大学にて経済

学博士号を取得。 

2015 年 9 月から 2020 年 12 月まで吉林大学校務

委員会副主任を務め、そのうち、2016 年 4 月か

ら 2018 年 4 月まで内モンゴル自治区通遼市委常

委、通遼市副市長（掛職、在籍出向に相当）を兼

任。2020年 12月から吉林大学常務副書記（庁長級）に就任。 
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小倉勤 北陸大学理事長学長 

 

1983年北陸大学大学院薬学研究科修士課程修了。1987 年金沢

大学大学院医学系研究科博士課程修了。1988年より国立がん

センター研究所、生化学部室長、がん治療開発部室長、がん

組織生理機能解析プロジェクトリーダーを歴任。2000 年「一

酸化窒素によるアポトーシス抑制機構の解明」で田宮賞受

賞。2005年北陸大学薬学部教授に就任。副学長兼薬学部長な

どを経て、2012年北陸大学学長に就任。2013年北陸大学理事

長に就任。 

 

 

 

 

劉華東 中国石油大学（華東）副学長 

 

中国石油大学（華東）党委副書記、副校長、高等教育学博士、

研究員、修士課程の指導教官。1986年 7月華東石油学院掘削

エンジニアリング学科卒業。2000年 11月研究員、2005 年 7月

厦門大学高等教育学博士号取得。教務処所長補佐、副処長、処

長を歴任し、2001年 3月高等職業技術教育学院院長を兼任

し、2003年 6月石油大学（華東）校長補佐を担当し、2004年

6 月から 2008年 10月まで青島キャンパス工委会副書記、管委

会副主任を兼任し、2005年 7月中国石油大学（華東）党委常

務委員、副校長、2017年 8月中国石油大学（華東）党委副書記、副校長を担当。現在、中

国石油教育学会副理事長、山東省高教学会副会長、中国高等教育管理研究会常務理事、教

育部本科教育レベル評価専門家等を兼任。 
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Makoto Watanabe Vice President of Chiba University                  

Makoto Watanabe received his Doctor of Engineering (D.Eng) from Chiba 

University, Japan. Currently he is a Professor of Design Management at 

Chiba University, Graduate School of Engineering. He is a former designer 

at Seiko, Japan. His major field of interest and publication are mainly on 

Industrial Design, Design Management and Design Expert System. Now, he is 

Vice President of Chiba University. He is also ICSID Executive Board, JDP 

Board and Vice President of Japan Society for the Science of Design. 

 

Education 

Doctor of Engineering, 25 MAR 1992, Graduate School of Science and Technology, Chiba University,  

Master of Engineering, 25 MAR 1986, Faculty of Engineering, Chiba University 

Bachelor of Engineering, 23 MAR 1984, Faculty of Engineering, Chiba University 

Chronological Employment History 

2018- Present  Guest Professor, Nanjing University Of the Arts 

2014- Present Vice President for Education, Student and International Affairs 

2014- Present JDP Executive Board 

2013- 2017 ICSID Executive Board 

2011-2014 Vice President, Director of International Strategy Unit 

2011-2012 Head of Design Science Course 

2009-Present Guest Professor, Zhejiang University 

2008- 2011 International Planning Office Member, Chiba University 

2007- Present Program Manager, Service and Product Design Program, Chiba University 

2007-Present Project Leader, Global Asia Design School Program, Chiba University 

2007-Present Professor, Chiba University 

1996-2007 Associate Professor, Chiba University 

2005 Lecturer (Part Time) Keio University 

2001-2002 Visiting Researcher, Brunel University 

1995-1996 Lecturer, Chiba University 

1993-1995 Chief Designer, Design Department, Seiko Instruments Inc. 

1992-2001 Lecturer (Part Time) Takusyoku University  

1992-1993 Chief Engineer, Mechanical Design Department, Seiko Instruments Inc. 

1986-1992 Industrial/Watch Designer, Design Department, Seiko Instruments Inc. 
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周作宇 北京師範大学副学長 

 

博士、教授。北京師範大学副学長、国際交流や国際中国語教

育や継続教育などを担当している。 

研究分野として高等教育管理、高等教育評価、リーダーシッ

プ等の領域である。多くの中国国家自然科学基金や教育部哲

学社会科学基金のプログラムに参加及び担当している。 

１９９９年はアメリカインディアナ大学ブルーミントン校

（IUB）とボストンカレッジ（BC）に訪問学者として訪れ、２

００８年はカリフォルニア大学ロサンゼルス校 （UCLA）とス

タンフォード大学にフルブライト高級訪問学者として訪れ

た。 

 

 

 

河原 源太 大阪大学副学長 

理事・副学長 河原 源太（かわはら げんた） 

平 1．3 大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻前期課程修了 

  1．4  愛媛大学助手工学部 

   6．5 工学博士（大阪大学） 

   8．1 愛媛大学助教授工学部 

  13．9 京都大学助教授大学院工学研究科 

 17.10 大阪大学教授大学院基礎工学研究科 

 23．8 大阪大学教育研究評議会評議員（平成 25．8まで） 

 25．8 大阪大学大学院基礎工学研究科長・基礎工学部長（平成 29．3まで） 

 27．8 大阪大学経営協議会委員（平成 29．3まで） 

 27．8 大阪大学総長参与（平成 29．3まで） 

 29．4 大阪大学総長特命補佐（平成 29．8まで） 

 29．8 国立大学法人大阪大学理事・副学長  

 



 
36 

 

韓聖浩 山東大学副学長 

韓聖浩、山東大学副学長、兼山東大学青島キャンパス学長。理

学博士。博士指導教授。 

1980年に山東大学物理学科に入学。1997年にニューサウスウ

ェールズ大学材料科学と工程科にて博士号を取得。1996 年より

山東大学の光電技術研究所にて準教授、教授を歴任。主な研究

分野は有機スピントロニクス、ワイドバンドギャップ半導体、

有機半導体発光素子、高温超伝導マグネット動力学など。山東

大学学長補佐、山東大学威海キャンパス学長を歴任し、2005年

10 月に山東大学副学長に就任。 

 

髙橋一男 東洋大学副学長 

 

東洋大学副学長（国際担当）、国際教育センター長、東洋大学 RDS バンコ

クオフィス所長の髙橋一男教授は、社会学とメディア研究を専門とし、

アジアにおけるコミュニティ開発について共同研究を行っている。「1960

年代以降のタイにおけるコミュニティ開発のプロセスに関する研究－コ

ミュニティ開発のタイ国家政策に着目して－」（2014）、「タイにおけるコ

ミュニティ開発の基本政策に関する研究－1961 年の経済社会政策以降を

めぐって」（2014）、「社会学的内発的発展論－タイにおけるコミュニティ

開発に着目して」(2012)他など、多数の発表論文がある。また、科研費

（基盤 B、2000～2014）「貧困層を含むコミュニティ開発プロセスに関する研究―アジアに資する開発手

法の構築―」（研究代表者）などにより、アジア諸国（タイ、インド、ラオス、カンボジア、フィリピ

ン、モンゴル、韓国）を対象に、社会学の視点から低所得者層を含むコミュニティの自助型開発の開発手

法を提案した。授業では、「地域社会学」「映像社会学」「アジア社会論」などを担当している。 

学習院大学大学院政治学研究科博士後期課程単位取得満期退学（1988 年）。国立放送教育開発センター助

手（1988 年）、同センター助教授（1990）。東洋大学国際地域学部教授に就任（1997 年）。2015 年より東

洋大学副学長、国際教育センター長。2017 年より国際学部国際地域学科教授。 
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日中高等学校校長フォーラム登壇者 

 

堀俊雄 国際交流基金日中交流センター所長 

 

１９５２年生まれ 

出生地 長崎県 

学歴 

１９７６年 東京外国語大学中国語科卒 

職歴 

１９７６年 東京銀行（現三菱 UFJ 銀行）入行 

１９８７年 深セン支店支店長代理 

１９９１年 本店中国部審議役 

１９９４年 大連支店副支店長 

２０００年 北京支店副支店長 

２００３年 理事上海支店長 

２００５年 上海日本商工クラブ理事長兼務 

２００６年 銀行退職 

２００６年 国際交流基金日中交流センター事務局長 

２００８年 三菱 UFJ 証券参与中国総代表 

２０１２年 ㈱ホトロン取締役海外営業本部長 

２０１５年 国際交流基金日中交流センター事務局長(再任） 

２０１８年 国際交流基金日中交流センター所長 

      現在に至る 
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古木純司 帝京大学可児高等学校中学校 統括校長 

 

早稲田大学第一文学部卒業 

早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了 

帝京大学可児高等学校中学校の教員、進路指導部長、 

教務部長、教頭、校長を経て現職（統括校長） 

岐阜県私立中学高等学校協会副会長 

岐阜県私学団体連合会副会長 

文部科学大臣表彰（2018年） 

 

 

 

劉新利 済南外国語学校校長 

 

済南市優秀校長、山東省テニス運動協会副会長。山東省済

鋼高等学校副校長、山東省済南第一中学校党委員会書記、

済南第三中学校党委員会書記兼校長などを歴任。済南市学

科チームのリーダー、済南市有名教師、山東省優秀教師、

山東省教育科学研究先進個人、山東省優秀教育者、全国

「革新型校長」などの名誉称号を授与された。クリケット

中国代表の監督として ICCクリケット U19ワールドカップ

アジア予選に出場した。5の中国教育重点課題研究を主宰

した。10冊余りの専門書籍を編著、出版した。全国的な学術刊行物に 20編余りの論

文を発表し、受賞された。創設した「学生が主体である」という「生態教室」モデル

は幅広い影響を及ぼした。 
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黄健 上海文来高校校長 

 

1965年生まれ、1985年に大学を卒業し就職した。1994 年に上海

七宝中学校に入り、2004年から上海文来高校の教務主任、校長

補佐、校長を務めていた。「区記大功」、「区優秀先生」、「区優秀

共産党員」などの名誉称号を授与された。学校の教学ポジショ

ニングと生徒の特性に応じ、2006年に「多元化教育、複数のコ

ースオプション、多経路人材育成」の理念を提出し、学校の学

業成績はますます上昇しており、私立学校としても珍しく優れ

た教育リソースになっている。2010年に文来高校は閔行区の実

験モデル高校に、 2014年に上海で最初の国際コース実験学校

に、2018年には上海の特色ある高校の 1つになった。「広く学問をおさめて礼を持ち、過

去を見て将来を図る」という教訓及び「国際視野、中国精神」という人材育成目標は人々

の心に深く根ざし、黄健校長の下で、文来高校の「デュアルトラック、統合教育」のモデ

ルで、生き生きと活力にあふれている。 

 

 

 

中井啓之 雲雀丘学園中学高等学校校長 

 

大阪教育大学卒業後、社会科教員として着任。 

主に地理を担当。 

７年間の教頭あと、第 10代校長就任。５年目。 

日本青少年育成協会教育コーチング中級コーチ、日本教育カ

ウンセラー協会初級教育カウンセラー。 

2020年 3月兵庫教育大学大学院学校経営コース修了。 
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王昊 長春外国語学校校長 

 

教授 博士 

1989.7-2002.7 吉林省教育委員会幹部処、計財処、発展企画処  

主任科員 

2002.7-2011.3 吉林省実験中学  副校長 

2011.3-2014.6 長春外国語学校  党委員会書記及び副校長 

2014.6-2016.8 吉林省実験中学  校長 

2016.8-現在  長春外国語学校  校長 

 

 

 

 

 

 

 

江川順一 立命館慶祥中学校・高等学校校長 

職歴 

令和 2年 4月～現在 立命館慶祥中学校・高等学校校長 

平成 21 年 4月～令和 2年 3月 立命館慶祥中学校・高等学

校 副校長・教頭 

平成 13年 4月～平成 21年 3月 北海道立教育研究所教科教

育研究部国語科教育研究室長および指導主事を歴任 

平成 21年 4月～昭和 61年 4月 北海道札幌南高等学校など

3 校で教諭 

 

学歴 

平成 13年 4月～平成 15年 3月 北海道教育大学札幌校教科教育専修修了 

昭和 58 年 4月～昭和 61年 3月 都留文科大学文学部卒業 
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呉堅 復旦大学附属中学校校長 

 

中学校正高級教師（職務称号）、上海市優秀校長。現在、

復旦大学附属中学校校長。長年にわたって高校の母国語教

育及び学校の教学管理に従事してきた。2009年に上海市教

育委員会、人事局、上海市委組織部により「上海市模範教

師」の称号を授与された。研究課題の『「中国人」を読

む、「中国人」を書く――中国における優秀な伝統文化を

通して教育の人文的特徴を見せる』は上海市教学成果特等

賞、教育部基礎教育教学成果一等賞を受賞された。国務院

の政府特別手当を受ける専門家であり、復旦大学高等教育研究における大学院生の指導教

官でもある。 

 

 

井上 隆司 大阪府立三島高等学校長 

1966年 大阪生まれ５５歳 

1989年 大阪教育大学教育学部卒業後、 

大阪府立学校教諭として 4校の高等学校に勤務 

2005年より大阪府教育委員会事務局指導主事として７部署に勤

務 

(財務課、教職員企画課、総務企画課、高等学校課、高校再編整

備課、教育総務企画課） 

・学校予算、人事評価、学校 ICT環境整備、特色ある学校づく

り、学校改編、教育事業推進・調整などを担当する。 

2016年より大阪府立福井高等学校校長として 1年間勤務 

2017年より大阪府教育庁参事として２部署に勤務 

（教職員人事課、私学課） 

・教員の資質向上、人事関係、公私連携などを担当する。 

2019年より大阪府立三島高等学校長として現在に至る 
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孫先亮 青島第二高等学校校長 

 

青島第二高等学校校長、青島第二高等学校教育グループ総校

長、中学校正高級教師（職務称号）。2020年「全国模範的な労

働者」の評価をもらい、「国務院特別手当を受ける専門家」、

「全国教育システム模範的な労働者」などの名誉称号を授与さ

れた。全国の素質教育と新課程改革を推進する実践者、指導者

として、青島第二高等学校をリードしてきた二十何年以来、常

に革新によって教師と学生を育成し、教育理念によって発展を

リードし、未来に向けた教育を堅持し、「システム教育観」、

「学生の発展に必要な学校」などの教育思想と改革革新経験を一歩一歩形成し、学生の生

涯にわたる発展を育成してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

総括コメンテーター 

 

 

鍾英華 天津師範大学党委員会副書記、学長 

 

博士指導教官、教授。天津師範大学卒業、北京師範大学院修了、

南開大学博士修了。専攻は中国語国際教育、中国語実験語音学

である。現在世界中国語教学学会会長、全国中国語国際教育修

士課程コース学位教育指導委員会副主任委員、天津市中国語国

際教育研究会会長を務めている。 
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五、フォーラム内容 
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日中大学学長フォーラム 
 

ポストコロナ時代の日中知名大学 

[同窓友情｣エリート人材育成計画 

 

郭東明／大連理工大学 

 

新型コロナウイルス発生以来、国際相互訪問が制限され、世界高等教育国際協力は新たな情勢と挑戦に

直面している。長期にわたる民間友好交流の中で蓄積されてきた友情は、より尊い力と意義を示している。

ポストコロナ時代において、如何にイノベーション協力を行い、危機を機会に転換し、日中の師弟交流協

力の実際の困難を解決し、特に日中大学生の大学時代におけるで深い同窓友情の育成を引き続き推進し、

共同で日中世代友好の後継者とハイレベルのエリート人材を育成することが我々高等教育者の責任と歴史

的な使命である。 

ポストコロナ時代における日中教育交流のニーズ、本学の対日交流のメリット、コロナ期間における本

学の対日交流の実践、ポストコロナ時代における日中教育交流と協力に関する展望と計画などの方面より

報告する予定である。特に、感染症は高等教育の国際交流に新たな挑戦を逃げかけていると同時に、新し

い交流の道も切り開いた。本レポートは重点に本学が新たに始めた大連理工大学｢同窓友情｣育成計画プロ

グラムを紹介する。 

本プログラムは特別基金を設置し、学内の教員が海外のパートナーを招待し、学術セミナー、学生フォ

ーラム、国際協力交流会議、文化交流などの活動を行うことを支援する。これで、双方が長期的に相互交

流関係を維持し、双方の学科間の｢一対一｣の人材共同育成基地を持続構築しながら、双方協力の｢ブランド

学科と研究室｣を育てる。交流内容により、総合体験型、共同授業型、共同研究型という三つの種類に分け

ている。2021 年は通年オンラインで行う予定である。それに、2021 年度、オンラインで 15 回ぐらいの｢大

連理工大学-日本友好大学学長会議｣を開催する予定である。双方の協力歴史記念ビデオ、協力交流会、記

念式、契約調印式、学術レポート、学術と学生交流フォーラム、双方国際交流懇談会、学生国際交流説明会

などの形で、双方の各学科分野における協力を更に深化し、協力基礎を一層固めていく。 
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ポストコロナにおける日中教育交流の新しい可能性 

 

曄道佳明／上智大学 

 

コロナ禍は、全世界の大学教育に大きな試練を与え、私たちはその対応、新しい態勢

の模索などに多くのエネルギーを投入した。その一方で、私たちは、中国と日本の研究

者、若者たちの交流機会をさらに発展させる契機になることも実感している。その代表

的手段はオンラインによる教育環境の整備が進んだことであろう。これまでの、留学や

短期研修などのように、現地に身を置き、その文化の下で議論や経験を積むスタイルの

重要性が失われることはないが、一方で自国に居ながらにして、他国大学とのより深い

交流を図る機会は、グローバル教育に新たなカテゴリーを与えるはずである。 

本講演では、COIL 型授業（Collaborative Online International Learning）をセン

ターに、新たな教育協力のあり方について、その可能性を提示したい。COIL 型授業は、

二国間にて授業と授業の交流を果たすことで、両国の大学の学生間において議論の場が

創出される。また、教員間においても、内容や難易度のレベル合わせ、学生の学力や語

学力のレベル合わせなど、周到な準備を必要とするため、より深い理解の下での教員交

流の機会となる。 

今後の日中大学間の学生交流は、様々な地球規模課題の解決に向けて、不可欠な取り

組みである。今回の日中教育交流会を機に、日中の学生や教員の交流が進み、大学間の

絆がますます深まることを期待したい。 
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アフターコロナの高次元人材の育成 

―文科系人材を例に― 

 

修剛／天津外国語大学 

 

２０２０年年始、突発したコロナ禍は世界の発展、特にそのスピードと形態を変えた。同時に高等教育

の新しい課題を出した。コロナ禍の中、新しい技術を駆使したオンライン教育のニーズに応え、世界規模

のオンライン教育が展開したが、アフターコロナ後、高次元の人材の育成は次のように新しい変化が見ら

れよう。 

1 人材育成は時間と空間の制限を乗り越え、世界規模ですばらしい教育資源を利用できるようになる。

オンラインで世界的な研究者のすばらしい講義をうけ、教育現場においては、個性的な教育を施し、オン

ラインでは少数ながらレベル高い講師とのディスカッションを行うことができると同時に、現場では、ゼ

ミ、グループ学習、共同学習をセンターに教育活動を展開する新しい教育が形成されるであろう。 

2 人格の涵養と学術能力の向上をともに、重視する教育が重宝がられる。コロナ禍で、人間の魂、知恵、

道徳が問われることになり、命の大切さ、自然への畏敬をはじめ、素直な感動、連想、問いかけ、観察、コ

ミュニケーション等を重んじ、国を愛する心、責任感とイノベーション力の育成を同等に大切する人間性

と学術性同時重視型の教育が展開されるであろう。 

3 グローバル人材のニーズが高まる。時間と空間の制限を乗り越えることにより、グローバル視野を持

ち、人類運命共同体の形成に貢献を志す新型のグローバル人材の育成が共通のニーズになり、文化の多様

化を基礎に、異文化コミュニケーション人材の育成は文科系のみならず、高等教育のセンター的な任務と

なろう。 

4 融合型、学際型の育成がより主張され、新しい情報技術と伝統文化、理念との融合により、新しい教

育形式、モデルが創出され、生涯学習がより現実的になろう。 

アフターコロナの高次元人材の育成の変化は日中国際教育協力に大きなスペースを造るであろう。 
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質の高い日本語教育の展開 

－広島大学森戸国際高等教育学院北京校－ 
 

佐藤利行／広島大学 

 

広島大学では、1868 年に日本で初めての日本語教育学科を設置し、爾来 50 

年以上の教育・研究の実績を誇り、これまで数多くの日本語教育関係者を育成してき

ました。こうした伝統に裏打ちされた広島大学ならではの質の高い日本語教育を中国に

おいても展開するために、本年４月に首都師範大学国際文化学院の中に、「広島大学森

戸国際高等教育学院北京校」を設置しました。 

現在は、日本語を学ぶ中国人学生のために、オンデマンドでのコンテンツを無料配信

しています。今年の１０月からは北京において学生を受け入れ、オンデマンド・オンラ

インをセンターとする日本語日本文化教育を開始する予定です。 

これまで「広島大学森戸国際高等教育学院」では、「３＋１」プログラムを展開して

きました。すなわち３年間を中国の母校で、１年間を広島大学で学び、母校と広島大学

との教員の共同指導によって卒業論文を完成させるというプログラムです。このプログ

ラムを修了した多くの中国人学生が広島大学をはじめとして日本の大学院に進学して

います。コロナ禍によって、渡日できなくなった学生にも、オンライン教育を充実させ

て対応しています。 

このように、ポストコロナ後の高度人材育成のために、広島大学では質の高い日本語

教育を展開し、日中両国をはじめとして世界でで活躍できる教育を進めています。多く

の中国人学生の皆さんに、こうしたプログラムに参加してもらい、日中の架け橋となる

人材となって欲しいと願っています。 
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ポストコロナ時代における高度人材育成実践 
 

馮正玉／吉林大学 

 

吉林大学は 1946年に設立され、中国教育部直属の重点総合大学でございます。学校は初

の中国「双一流」建設 A 類大学として、11 の学科（群）が重点的に建設されています。現

在、吉林大学は計 18 の学科が ESI ランキングで世界トップの 1％に入り、この数は中国の

大学で第 10 位でございます。また、化学と材料学が世界トップの 1‰にランクインされ、

50 位に入りました。 

吉林大学は学士・修士・博士の一貫した高度人材育成システムを有し、在学学生数は

69,000人余りあります。そのうち、学部生 41,000人余り、修士 20,000人余り、博士約 8,500

人でございます。吉林大学は全世界の 600,000人以上の同窓生を集まり、母校の発展、東北

の振興と祖国の繁栄を共謀しています。傑出した同窓生数は中国の大学の第 6位であり、学

校の高度人材育成の質は国際と国内から広く認められています。 

グローバル化、情報化が時代の主旋律となっている中、大学がどのような人材を育成すべ

きは、教育者一人一人が真剣に考えるべき問題であると思います。グローバルな视野と国を

思う心を持ち、開放と包容の心で多元な世界文化を理解し、人類の文明と社会の進歩に積極

的に貢献できる複合型の人材を育成することが、始終我が校の目的でございます。開校 70

年余、吉林大学は人材育成を常に重視し、人材育成システムと国際協力モデルと人材の良性

循環メカニズムなどの分野で、有益な実践と探索を展開してきました。 

 

1、基礎を深く耕し、イノベーションを開拓し、一流の人材育成システムの構築を推進す

る 

吉林大学は始終「徳を立てさせ、人を育成する」を学校の根本任務とし、一流の学部教育

と一流の大学院教育に焦点を当て、入学・育成・就職・同窓生の一貫した人材育成観を立て、
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人材育成モードの革新を深化し、「学術型、工程適応型、管理型、創業型、国際型」など 5

種類の人材育成のモデルを形成し、人材育成法则に従い、一流の課程体系を建設し、人材育

成の質を切実的に高めてきました。 

吉林大学は毎年 17,000人余りの優秀な卒業生が世界各地に赴き、各業界に奉仕していま

す。そのうち、2,000人余りの卒業生がトップ 500の企業に就職し、200人余りの卒業生が

祖国の遠い地域に奉仕して青春を捧げています。また、3,800人余りの卒業生が国内外の有

名大学に留学しています。各種の教育育成プログラムと教育改革の試行を通じて、大勢の優

秀な学生が穎脱しました。吉林大学の学生は、国際遺伝工学機械コンテスト(iGEM)、国際生

物分子デザインコンテスト(BIOMOD)、全米模擬国連大会（NMUN)、シェル自動車環境マラソ

ン大会、大学生フォーミュラカー大会、世界バーチャル大学生フォーミュラコンクールなど、

様々な国際大会で最高の表彰台に立ちました。また、学校は文理融合・理工融合・医工結合

の複合型応用人材を育成する分野でも成果を上げてきました。 

 

2、チャンネルを広く開き、特色を洗練し、より開放的な国際協力人材育成メカニズムを

建設する 

吉林大学は 40の国と地域の 302の大学と科学研究機関と協力関係を結んでいます。その

うち、世界上位 100 の大学は 48 校、上位 200 の大学は 67 校あります。吉林大学は東京大

学・名古屋大学・九州大学など 50の日本の大学と大学間交流パートナーシップを結んでい

ます。安定するグローバル協力ネットワークは、国際協力人材育成の良好な基礎を築きまし

た。 

2018年から、学校は「学生国際競争力向上プログラム」「青年エリート海外中国学ワーク

ショッププログラム」「一帯一路沿線国家国情調査プログラム」「吉林大学学生と国際巨匠の

対話」などのシリーズプログラムを起動し、ダブルディグリープログラム、共同育成プログ

ラム、海外リサーチプログラム、国際組織インターンシッププログラム、専門学術分野ワー
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クショッププログラムなど多様なプログラム体系を構築することによって、学生の国際的

な活躍度を高めました。2019 年を例にして見ると、学生の海外派遣数は年度 5,397 人に達

し、2015 年末に比べて 4 倍近く増えました。学校の QS 雇用者評価指標のスコアは倍にな

り、人材育成の国際認知度も大幅に高まりました。 

2020 年初め、新型コロナウイルスによる厳しい試練に直面し、学校は「クラウド授業」

を開始し、「吉大オンライン学堂」、中国大学 MOOCプラットフォーム、学習通、レイン授業

などのモバイル教育プラットフォームを通じて、約 3,000 コースのオンライン授業が高速

に稼働し、新型コロナウイルスの蔓延期間中、休校しても停学しない・休校しても休まず教

えることを保障しました。流行の予防とコントロールが常態化している今、オンラインとオ

フラインの融合型教育は人材育成の教育と教学の新常態となっています。 

2020 年から、吉林大学はグローバル協力ネットワークと協力を実務的に深掘りすること

で、各国の優れれた教育資源をフルに活用し、「グローバル能力向上オンラインワークショ

ップ」プログラムを起動し、2,000人余りの教師・学生・管理者・専門技術者に向けて、オ

ンラインとオフラインを結合した、かつ単位教育と実践訓練を融合したワークショッププ

ログラムを開設し、各国の知恵と力を結集し、グローバル複合型人材を育成してきました。 

 

3、自発的に取り組み、継続的に投入し、健康かつ継続な人材育成のサイクルを実現する 

一流の人材育成システムを構築するには、質の高い人材チームを構築することが欠かせ

ません。吉林大学は国際協力を備えた教員チームを招聘することによって、優秀な青年人材

の成長に焦点を当て、ハイレベルの革新チームの建設を強化し、教員の革新能力を高め、教

学能力・教学能力・素養を向上させました。学校は毎年百人余りの海外博士と海外ポスドク

研究者を招聘し、年齢構造と専攻構造が合理的で、国際協力と競争力を備えた専門チームを

構築しました。同時に、在学中の若い教員を対象に、「エリート育成プロジェクト」を実施

し、1人当たり年間 500,000 元の資金を支援し、世界の有名な大学に赴き、有名な学者に師
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事し、最先端の科学研究を展開しています。 

将来的には、学校は実践的で効率的な国際協力を通じて、自身の科学研究の基礎と国際的

に良質な資源との深い融合を推進し、基礎学科の建設と核心技術の研究開発を助力し、学科

の強みを集中し、人材育成の質を向上したく存じます。 

現在、新型コロナウイルスは依然として全世界で蔓延していて、世界経済の下降圧力と重

なって、各国の人民に前代未聞の挑戦と試練をもたらしました。世界の公衆衛生の緊急事態

に直面して、世界の構造も深刻な変化が発生していて、経済のグローバル化は逆流に遭遇し、

保護主義・一方主義は上昇し、世界経済は低迷し、人類は百年たってもない大きな変化に直

面しています。不確実性と不安定性が依然として長期的に存在するという大きな背景の中

で、各国の政府・大学と社会各界は心と知恵を集め、共に困難を克服することは、どの時よ

りも重要な意義を持っていると思います。  
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日中大学学長フォーラム発表内容 

 
小倉勤／北陸大学 

Slide 1 

尊敬する北京外国語大学周教授、ご臨席されております学長の皆様、こんにちは。 

北陸大学理事長・学長の小倉勤と申します。 

今回、本フォーラムにお誘いいただき、誠に光栄と存じております。 

心より感謝を申し上げます。 

本日は、「北陸大学における外国人留学生高度人材養成プログラムについて」を紹介させて

いただきたいと思います。 

Slide 2 

北陸大学は日本の石川県金沢市にある私立総合大学です。 

地図にあるとおり、金沢は本州中部の日本海側に位置しています。 

金沢は石川県の県庁所在地であり、近年では人気観光都市として、日本全国、海外からも多

くの観光客に注目されております。 

本学は薬学部、医療保健学部、国際コミュニケーション学部、経済経営学部の 4学部と留学

生別科を設置しています。 

本学では創立以来、中国を含む世界各国との国際交流を重視しており、外国人留学生の受け

入れや日本人学生の海外派遣に積極的に取り組んできました。その結果、「THE 世界大学ラ

ンキング日本版」の国際性部門において、5年連続北陸地方私学 1位となり、日本全国にお

いても上位に位置しています。 

Slide 3 

日本の政府はグローバル化について、学生の双方向での交流をセンターに据えてきました 

外国人留学生受入れについては、多くのの外国人留学生受入れを推進するため、1983 年に

「留学生 10万人計画」がスタートし、2003年に計画が達成。2008年には「留学生 30万人
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計画」を打ち出し、2019 年に計画を達成するという「留学生数確保」に視点を置いた政策

が進められてきました。 

Slide 4 

今後の施策の方向性としては、「数から質」への転換。出口（アウトカム）に着目して、受

入れの質の向上を図る視点に転換のうえ、高度人材の養成に着目していくこととしていま

す。 

Slide 5 

北陸大学では 2002年、今から 20年前より、外国人留学生受入れのセンターとして、高度人

材養成を目的として日本で初めてとなる中国との２＋２プログラム（ダブルディグリー）を

スタートしました。 

大連外国語大学、天津外国語大学、四川外国語大学、北京語言大学、西安外国語大学など多

くの中国友好大学で 2 年間の学修を修了した日本語学部出身の学生が、本学の学部３年次

に編入学のうえ、会計、金融、経営、法律などの専門知識を身に着け、両大学の学位を取得

できる教育プログラムであり、2021 年度までに、合計 2546 名の留学生を受けれています。

この場を借りて、「２＋２教育プログラム」の成功のため、一緒に努力してきました中国の

友好大学に対して、感謝を申し上げたいと思います。 

また、近年では、本学で 2年間中国語を勉強した日本人学生が、中国友好大学の学部 3年次

に編入する「逆２＋２」プログラムを推進し始めました。ご興味のある中国の大学がありま

したら、ぜひともお声かけください。 

Slide 6 

本学の留学生支援の特長として、小中規模大学ならではの細やかな留学生対応を入口から

出口まで責任をもって行っています。 

Slide 7 

とくに本学では、卒業後の進路（出口）を重視しており、留学生の進路支援に力を入れてい
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ます。 

進路支援課及びゼミナール担当教員からの支援のほか、本学では「卒業生」からの支援・協

力を積極的に活用しています。 

これらを組織的に行うことで、良い循環が生まれ、進路を考える留学生にとって大きな力と

なっています。 

Slide 8 

いくつか事例を挙げますと、学部教員による大学院支援講座を実施したり、年に 2回程度、

卒業生を遠方から大学まで招き、在学生に対して、進学及び就職に関する体験談を紹介して

もらっています。 

Slide 9 

また、早稲田大学や、明治大学、立命館大学、北陸先端科学技術大学院大学などの大学院の

教職員を本学まで招き、留学生に対して、進学説明会を実施しています。 

就職希望の学生においては、インターンシップの手配をするほか、地元企業の代表らにお願

いして、留学生との交流会を開催しています。 

昨年度はコロナ禍で、これまで取り組んできた進路支援のプログラムは一部をオンライン

に切り替えるなど支援を継続しておりますが、新型コロナウイルス感染症の収束後には、こ

れら経験を活かしながら、新たな支援プログラム・体制を開発したいと考えています。 

Slide 10 

これまでの成果として、12 年の期間に計 777 人の卒業生が下記のような日本国内外の有名

大学院に合格しています。 

Slide 11 

また、本学から卒業後、または大学院修了後、多くの 2+2編入留学生たちはこれまで学んだ

知識を十分に活かし、幅広い分野において高度人材として活躍し、日中両国の経済発展に貢

献してくれていることを、大変喜ばしく思っております。 
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Slide 12 

ここで卒業生を代表して、2人の卒業生を簡単に紹介したいと思います。 

まず、夏 亮（か りょう）君です。彼は温州医科大学の日本語学部から本学に編入学し、

金融・会計を専攻していました。 

本学卒業後は、早稲田大学大学院商学研究科に進学し、現在、ソフトバンクグループ本社に

おいて財務関係の仕事に携わっています。 

Slide 13 

次に、倪  暁雯（に ぎょうぶん）さんを紹介したいと思います。北京語言大学から本学に

編入学し、ヨーロッパなどで勤務歴のある実務家教員のもとで、幅広く教養、グローバル知

識を修得した後、早稲田大学大学院政治学研究科でジャーナリズムを専攻しました。現在、

香港の報道機関で記者として活躍しています。得意の語学（日本語・英語）を使って、多く

の場において国際要人の単独インタビューを行っています。 

Slide 14 

今後の展望として近年、中国の姉妹校との協力を強化する一方、日本国内大学院との協力の

在り方についても模索しています。 

こちらにつきましては、ご興味のある大学院等ありましたらお気軽に本学までお問合せい

ただけると大変嬉しく存じます。 

Slide 15 

ご清聴ありがとうございました。 
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ポストコロナの時代における日中高等教育の連携 
 

周作宇／北京師範大学 

 

 一年余りにわたり、新型コロナウイルスが猛威を振るい、感染症対策で連携をとる中、

日中両国の人々は「山川、域を異にすれども風月、天を同じうす」という詩句を創作し、両

国間の人的・文化的交流のレベルを絶えず高めてきた。高等教育分野において、両国間の交

流・連携はより一層緊密なものとなっている。一方、ポストコロナの時代において、日中高

等教育の交流・連携は３つの「新」によって言い表すことができる。 

1. 日中高等教育の連携における新たな局面を切り拓く 

中国改革開放政策後の 40年余りにわたり、日中高等教育の連携は実り多き成果を上げた

ことに加え、コロナ禍において両国の高等教育分野における連携が揺るぎのないものであ

ることを証明した。「ポストコロナの時代」においては、引き続き日中高等教育の交流・連

携で得た成果を固め、日中高等教育の交流・連携において新たな局面を切り拓く必要がある。 

2. 日中高等教育の連携における新たな分野を開拓する 

日中両国の高等教育機関は、それぞれの強みを生かし、教育、研究分野における連携を深

めるべきである。コロナ禍において、私たちはアジアの価値を改めて認識した。日中両国の

高等教育機関は、アジアの優れた文化的伝統を探求し、今後の感染症対策システムの構築と

改善に向けて新たな知恵を絞り、貢献すべきである。その他、社会福祉をより広範かつ深い

ものとするために、大学は社会福祉を国際交流・連携の範疇に組み込むべきである。 

3. 日中高等教育の連携を新たな形式で展開する 

新型コロナウイルスは、情報技術の活用意識・活用能力の面でかつてないほどの向上をも

たらし、国際間の教育連携に新たな形式をもたらした。ポストコロナの時代では、オンライ

ンによる教授とコミュニケーションが長期的に存在することになり、対面とオンラインの

併用もポストコロナの時代における新たな学習スタイルとなるであろう。そのため、現代の
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情報技術がもたらす利便性を十分に活用し、日中双方の高等教育の連携をより多面的・多元

的な形で展開する必要がある。 

教育の国際化を推進し、世界トップクラスの大学を設立することは、日中両国の高等教育

機関が共に直面している課題と選択であり、双方が共に努力する目標でもある。北京師範大

学は日本のパートナーとともに、互いの経験から学び、人材育成、科学研究、文化交流等の

分野で密接な連携ができることを願っている。 
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大阪大学における オンライン教育交流の取組 
 

 

河原 源太／大阪大学 

 

 

＜PPT 資料＞ 

 

１． オンラインを活用した日本語・日本文化教育 

 

２． オンライン留学プログラム 

 

３． パートナー校との協働人材育成 

 

４． 学生主体のグローバルな交流 

 

５． その他、オンラインを活用した教育の取組 
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ポスト感染症時代における日中教育協力の新チャンス 
 

韓聖浩／山東大学 

 

2020 年に突然発生した新型コロナウイルス感染症は、世界に大きな変化をもたらした。過去

への反省が促される一方、流行している感染症が人類全体の健康への脅威であるという認識が

高まっている。お互いを信頼し、科学を信じ、協力をしてこそ、この危機を乗り越えることがで

きる。ポスト感染症時代においては、逆グローバル化や一方主義などの考え方が台頭しているが、

気候変動や健康保健をはじめとする研究協力、また高度人材への需要は世界的に高められてい

る。高等教育機関は、この動向に積極的に取り組み、人材の育成・科学研究・社会奉仕・文化の

伝承において、自分なりの役割と優位性を十分に発揮すべきである。人類が直面する重大な問題

を共に解決し、人類社会の持続可能な発展を推進すべきである。 

日中両国は一衣帯水の隣国である。特に「日中平和友好条約」の締結以来、両国の高等教育交

流は多層的で多様な交流メカニズムを確立し、実りの多い成果を上げてきた。 

山東大学は日本の各界と交流協力の伝統を築いてきた。1979 年に山東省政府の強力な推進に

よって山口大学と姉妹校関係を結んで以来、山東大学は東京大学、早稲田大学など 24 の大学と

協力協定を締結している。協力プロジェクトの数が多く、範囲が広く、規模も大きい。本学は日

本の大学とともに、「アジアキャンパス計画」をはじめとする日中韓学部・博士前期・博士後期

の全課程や長期・短期課程を含む学生共同育成システムを構築した。アジア地域の大学における

工学の単位の相互承認、学位の相互授与のモデルを形成している。科学的素養と実践力を備えた

世界トップレベルのエンジニアを輩出している。日中工学シンポジウム、日中医学シンポジウム

など数多くの学術交流協力ブランドを構築し、国際連合実験室の共同設立を通じて、効率的で実

務的な深い協力を展開している。 

今後は、日本教育界との交流協力をさらに深め、医養保健、スマート製造、バイオ医薬品など

の分野で実質的な協力を強化していきたい。日中青年交流のチャンネルとプラットフォームを

多様化にし、両国青年の相互理解を推進し、両国関係のより明るい未来を切り開くために積極的

に貢献しようと思う。 
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アフターコロナにおける日中の国際教育の連携 
 

髙橋一男／東洋大学 

 

東洋大学は、明治 20（1887）年に「私立哲学館」として井上円了博士により創立され、

その後、東洋大学へと名称を変更し、創立から 130 年を超える歴史を有しています。現

在、13学部 45 学科、13研究科 36専攻、学生数 31,070 人、専任教員 771 人と、日本を

代表する大規模な総合大学へと発展しました。それに伴い、キャンパスもメインキャン

パスの白山をはじめに、川越、朝霞、板倉、赤羽台に 5つのキャンパスを有しています。 

2014年には文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業に採択、また 2017年

には文部科学省の留学生就職促進プログラムに採択され、大学のグローバル化を推進す

る大学として、また日本国内での留学生の就職を支援する大学として国から高い評価を

得ています。 

グローバル化の進展に伴い、現在 37 カ国の大学・機関と 228 協定を締結しています

が、そのうち中国においては有力な 26 大学と交流しています。 

コロナ禍において、中国の大学とは ZOOM を使い、大連外国語大学との国際学生ミー

ティング及び吉林大学との図書館職員交流ミーティングを開催し、実対面でなくても互

いに交流することの重要性を再認識しています。この経験をもとに、アフターコロナに

おいても実渡航による交流のメリットとオンラインによる交流のメリットを活かしな

がら、ハイブリットな交流を推進していきたいと考えております。 
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日中高校校長フォーラム 
 

日中高校校長フォーラム発表内容 

 

古木純司／帝京大学可児高等学校 

 

本校は小学校・中学校・高等学校の 12年間教育を行う私立の学校です。 

卒業生のほぼ全員が日本中のさまざまな大学に進学をします。 

部活動も盛んで、サッカー部や水泳部は全国大会でも入賞しています。 

本校の「建学の精神」には「国際的視野に立って判断ができる生徒の育成」が謳われ

ており、小学校から英語教育に力を入れています。小学校ではグァム島へ、中学や高校

ではオーストラリアやニュージーランドやイギリスなどへの修学旅行も行っています。 

来年度からは高校に「国際バカロレア」のコースを開講します。この課程を修了した

生徒は世界中の大学に進学することができます。また、高校での３年間で日本の高校卒

業資格も得ることが出来るので、日本の国立大学や私立大学に進学する道も開かれてい

ます。 

また、本校は帝京大学の直属校なので、帝京大学医学部、帝京平成大学、帝京科学大

学への無試験入学も可能ですから、生徒は卒業後に多くの選択肢を持つことができます。 

ご存じのように日本は世界有数の経済大国で、本校がある中部地方はトヨタや三菱な

ど多くの大企業があり、名古屋大学などをセンターにさまざまな研究施設もありますか

ら、大学卒業後の進路として考えることもできます。 

本校の国際バカロレア課程の授業は全て英語で行いますから、教職員も生徒も世界中

から集まってきます。そのために、学校の近くには７階建ての新しい寮も建設中です。 

高校での３年間、世界中から集まった生徒と生活を共にして、一緒に世界に羽ばたい

ていけるように、教職員みんなでサポートをしていきます。 
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日中高校校長フォーラム発表内容 

 
劉新利／済南外国語学校 

 

済南外国語学校は 1989 年に設立され、山東省が教育部に登録した唯一の外国語学校。2001 年

には、教育部が推奨する名門大学に学生を推薦する資格を持つ国内の 17 の外国語学校の 1 つに

なり外国語の特徴を強調し文科系と理科系両方とも重視し、国際と繋がる高校である。 

一、人材育成目標の解説 

人材育成目標：“中華民族の基盤、国際視野、異文化交流能力を持つハイブリッド予備人材を

育成する”。 

  中華民族の基盤とは、学生に民族意識、愛国情操、伝統美徳、深い文化蓄積など基本的な素質

を培う。国際視野とは、学生を時代の発展ニーズに応じ、グローバル化、現代化に相応しい理念

を備えさせる。異文化交流能力とは、学生が異文化を正しく認識し、理解し、融合させ、包容し、

異なる文化で育った人と効果的にコミュニケーションできる能力である。 

二、人材育成目標に基づく養成パターン 

 本校なりの運営特徴を持つ国際化予備人材養成パターンを構築する。この養成パターンは

人間を育成するには 3 つの中核的要素である知識、能力、品格から始まり、民族責任感、革新思

惟、実践能力、国際視野、学習能力、発展計画、美意識、文明素養など人材育成の 8 つの中核的

修養を明確にし、内から外に向け、8 つの課程ブロック、具体化した課程シリーズ、人材育成の

5 つの目標に対応している。すべての課程と教育活動は国際化予備人材育成の目標を目指す。 

三、人材育成という目標に基づく特色ある課程体系 

 国家課程を十分に設立し、地元課程を規範化し、特色のある学校設定課程を充実させ、実施

する：外国語特色課程、留学予備課程、学生センター教育課程と学力伸長課程。 

四、収めた成果 

本校は全国小中学校外国語教育・研究活動モデル学校であり、人材育成基地など 30 余りの名

誉を獲得した。学生は大学進学、推薦、留学の 3 つのルートで活躍している。 

高校の革新的な運営モデルと育成方式の転換を目標とし、課程改革に基づき、一般高校の多様

化、特徴ある発展に対して効果的な実践を行った。 
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人文・多元・融合 

-文来高校 日高部 教育教学探求 
 

黄健／上海文来中学 

 

一、文来高校の紹介 

上海市文来高校は 1994 年に設立され、現在 25 のクラスがあり、そのうち 13 の国際コースク

ラスあり、教師と在学生は約 1,000 人である。文来高校は、黄健校長の指導のもと、「人文精神

によって学校を構築し、多元的人材を育成」という理念で、長年の実践と探求を通じ、「三多」

という学校運営の特徴（多元化教育、複数のコースオプション、多経路育成）と「デュアルトラ

ック」（国内教育および国際教育）の統合教育モデルは徐々に形成された。 

文来高校は 2006 年に国際教育コースを導入し、2009 年に上海文来高校国際部（略称 SWIS）を

正式に設立した。 2014 年に上海市教育委員会によって承認された最初の 21 ヶ所の国際コース

試験運営学校の 1 つになった。2016 年に SWIS はアメリカ大学理事会の AP（アドバンスト・プレ

イスメント）登録校になった。2017 年から 2018 年にかけて、文来高校は日本九州大学、シドニ

ー大学への進学コースの質の高い学生基盤になった。2020 年には、学校はダブル A（AP + A レ

ベル）の時代に入った。現在、文来高校は、世界中 33 の姉妹高校（英国、米国、日本）があり、

8 つの世界名門大学と提携している。 

二、日高部の状況と特徴 

SWIS 日高部は、8 種の主要コースと 3 種の学習モード（一般コース、特別進学コース、EJU コ

ース）があり、さまざまな能力と特性を持つ学生に複数の選択肢を提供している。  

三、道徳教育セクション 

 各学部の特性を包括した「ビッグ道徳教育」システム 

四、教学セクション 

 各学部の優位性を包括した「ビッグカリキュラム」システム 

五、アクティビティセクション 

 各学部の特性を包括した「ビッグプラクティス」モード 

六、ホームスクールセクション 

学校と家族を包括する「ビック育成」プラットフォーム 

七、結論 

「人文、多元、融合」という理念を備えた文来高校は、中国精神と国際視野を持った将来市民

の育成に取り組んでいる。 
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日中高校の教育改革 
コロナ禍またアフターコロナ時代に向けての 

貴学における国際連携の展望 
 

中井啓之／雲雀丘学園中学高等学校 

 

１，本校の紹介 

本学園は 2020年創立 70周年を迎えました。幼稚園から高校までの総合学園です。 

創立の精神は、「孝道」であり、これは初代理事長鳥井信治郎先生の「親孝行な人は何で

も立派にできます」に由来しています。鳥井先生はＳＵＮＴＯＲＹの創業者で「やってみな

はれ」という言葉が残され、学園でも「挑戦する心」を大切にしています。 

本校は中学生が約 500 名、高校生が約 900名おり、次の 4つの柱を重視しています。①質

の高い授業②行事やクラブ活動③探究④グローバル教育で、この 4 つを結びつけるのがＩ

ＣＴです。 

２，GLOBAL STUDIES 探究・本物の学び〔Authentic Learning〕 

これからの生徒育成の指針として 3つをあげています。①自分のことは自分で考えさせ、

行動、挑戦することを尊重する。②知識を詰め込むのではなく、知的好奇心を育て、主体的

に学べる環境を整える。③多様な価値観、多文化を経験させる。 

これを実現するために、グローバル教育と探究を合わせたプログラムを用意し進めてい

ます。学校の中だけでなく大学や企業、国内だけでなく海外で体験・経験したことを学びに

していきます。発信する力、学びに向かう力を育成します。 
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日中高校校長フォーラム発表内容 

 
楢島知哉／三田国際学園 

 

スライド 1 挨拶、ならびに簡単な自己紹介 

「三田国際学園の教育改革」というテーマで話をする。 

スライド 2 学校の沿革について 

元々は 100 年以上歴史のある女子校だったが、2015 年に共学化、校名変更を行い、

新しく生まれ変わった。まだ 7 年目の新しい学校である。 

スライド 3 学校の場所 

東京都世田谷区にある。渋谷から電車で 15 分程度のところにある用賀駅というと

ころにあり、利便性が高いロケーションである。 

スライド 4 出願者数 

三田国際学園に変わる前は出願が 200 名程度しかいなかったのが、三田国際学園に

なって出願者数が激増して、都内でも屈指の人気校になった。 

スライド 5・6 学校紹介動画 

スライド 7・８・９ テクノロジーの進化・VUCA の時代 

ものすごいスピードで社会が変化していく中で、教育も変わらなければならない。 

スライド 10 2030 年 活躍するために求められるスキル Top10 

子供たちに求められている資質やスキルも変わってきている。 

スライド 11・12・13 21 世紀型教育で求めるスキル 

20 世紀型の教育と 21 世紀型の教育 ⇒ 世界標準の教育 

スライド 14・15 自律型学習者の育成 

生徒が主役になる教育を実施することで生徒は自立した学習者に育つ。その結果、学

内だけでなく、学外の様々なシーンで活躍をするようになる。 
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スライド 16 海外大学進学実績 

グローバル化された社会において、進路に関してもグローバルであるべきだと考える。

三田国際の卒業生はこの 4 年で世界の著名な大学に自ら進学している。そしてその中

には台湾の大学も多く含まれており、今後中国本土の大学への進学者数も増えていくこ

とを予想している。（実際現高 3 では数名が中国の大学への進学を考えている） 

スライド 17 最後の挨拶 

本校にご興味のある方は、学園の HP をご覧ください。 
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日中高校校長フォーラム発表内容 

 
王昊／長春外国語学校 

 

 一、日中高校間交流の意義 

（一）東洋文化を共に検討し、人類運命共同体理念を広め 

中国と日本の高校間交流は、参加者に相手国の規範、概念、秩序を受け入れさせる重要な方法

である。国際教育交流は、お互いに政治的な懸念を打ち消すに中国を知り親しみ友とする方を育

み、友好的、かつ協力的な関係を作る政策立案者を作り上げる重大な経路である。 

（二）質の高いリソースを共有し、政治的意図と世論基盤を打ち固め 

日中高校間交流を行い、優れた教育資源を共有する。 

（3）人材サポートを提供し、各領域での協力を推進 

日中のインフラ建設、技術、資本、通貨、貿易、文化などの領域で、それぞれも教育を通じた

質の高い人材サポートが必要である。 

二、本校の企画 長春外国語学院と日本の教育交流 

（一）日本高校生向けの短期訪問プロジェクトの実施 

日本の高校生向けの短期訪問プロジェクトを企画し、中国の歴史、中国の現状及び中国の改革

開放プロセスを理解するプラットフォームを提供する。 

（二）教師と生徒の多種多様な交流を展開 

短期交流は知識の交流を通し、相手国の文化を体験するのを主とする交流活動である。広い意

味では、すべての交流生は文化大使と文化伝播者であり、その国の伝統文化と国家発展理念を広

めることに役立つ。そのため、高校の先生と生徒の間で、サマーキャンプ、ウインターキャンプ、

短期遊学、ホームステイなど様々な形の交流プロジェクトの展開を促進。 

（三）日本高校と姉妹校を締結 

互いに教師を派遣し学生の相互交流を進め教育資源を共有、教育プロジェクトの協力を推進。 
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日中高校校長フォーラム発表内容 

 

江川順一／立命館慶祥高校 

 

学校法人立命館は、全国に中高 4 校、小学校 1 校を展開しており、立命館慶祥中学

校・高等学校は、札幌近郊に位置する附属校の一つです。立命館慶祥は、建学の精神で

ある「自由と清新」に基づき、開校以来、「世界に通用する 18歳」を学校教育目標とし

て掲げてきました。 

立命館学園の附属校である本校は、希望すれば学校法人立命館の大学である、立命館

大学（RU）・立命館アジア太平洋大学（APU）のどちらかに進学することができます。 

日本の高校では、政府が与える指標（国のお墨付き）として、グローバル教育の SGH

（スーパー・グローバル・ハイスクール）、理数教育の SSH（スーパー・サイエンス・ハ

イスクール）の２つがあります。本校は、SGHと SSH の両方に選ばれました。 

とりわけ 2018年に開催された「2018 年度 SGH全国高校生フォーラム」において、英

語でのポスターセッションとディスカッションによるコンテストが行われ、本校生徒 4

名が最優秀プレゼンターに選ばれ、文部科学大臣賞（全国第 1位）を獲得しました。こ

のフォーラムは、全国の SGH指定校等 178 校が参加しました。立命館慶祥が、全国一の

グローバル教育を行っていると認められた瞬間でした。 

立命館慶祥高校では、今、皆さんの高校に在籍する、日本語を用いた授業が理解でき

る生徒さんが高校２年に転入できる制度を検討しています。制度が調いましたら、GES

日中文化交流センターの李欣立さんを通じて、お知らせしたいと思います。 
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核心的素養の育成を強化し、 

授業で養成方法の改革を実現 
 

呉堅／復旦大学附属中学校 

 

高校時代は基礎教育の集大成として最も重要な時期であると言えます。この時期にお

いて、未成年だった学生が大人になり、自分の専門を着実に発展できる人生の節目です。

また、この時期において学校は「立徳樹人」という根本的任務を実施し、国家の未来建

設に求められる後継者を育成することもできると考えます。高校時代の初期は義務教育

と繋がりながら義務教育の今後の発展を導き、後期は高等教育及び現代社会の創新発展

も保障することができます。これはまさに上を受けて下をおこし、全国民素養の向上に

深く関わっている時期である。 

国家現代化建設における創新的思考力と実行力を備えた人材が求められ、そして、優

秀な中華伝統文化及び先進科学と人文思想を伝承する人材が必須となり、更に、世界は

百年ぶりの大きな変動を経験しているという基本的な戦略が判断された。以上のことを

踏まえ、我々教育者は教育の核心は「育人」という理念を守るべきだと深く悟り、学生

をセンターに据え、教育法を豊富しながら創新し、疑問を手がかりとして授業における

学習効率を向上させ、各科目の融合に注目しながら学生の可能性を広げ、新しい課程標

準に基づき、学生が能動的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」を促す必要があると考え

ている。更に学生を健やかに成長させることをすべての仕事内容の基盤と出発点にする

かどうかは、ある学校及びある科目の教育水準の評価における所望と最高基準であると

考える。 
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現実に基づいた共通認識を実行、 

教育における革新的な発展を促進 
 

孫先亮／山東省・青島第二高等学校 

 

時の移り変わりを経て、青島第二高等学校は 97 年の歳月を歩んできました。これま

でに 2度も所在地を変え、何度も校名を変更したが、つねに黄海と崂山に恵まれたとこ

ろに立地しています。雄大なる山と大いなる海は、本校の人々の精神と品性を鍛え上げ

ました。1999 年、学校が現在の崂山区に東遷した際、当時の秦家浩市長は「青島第二高

等学校、ここから世界へ」と揮毫し、青島第二高等学校が「一歩先へ、最高を目指す」

という新たな幕を開けました。 

2018 年の PISA 調査（「国際生徒の学習到達度調査」）は、初めて、分析力、理解力、

インターアクション力、行動力を含むグローバル・コンピテンシー世界適任力を評価対

象に追加しました。これに基づき、学生は異なる分野、文化、価値観を持つ人々と協力

できること学び、複雑な問題を解決し、価値をつくり、新しい未来を創造するべきだと

思っています。本校は長年にわたり、「質の高い教育を深化させ、教育資源を最適化し、

学校の運営の特徴を際立たせ、国際的な名門学校を創立する」「生涯にわたる発展を求

める生命主体の育成」を新時代における学校の教育目標とし、積極的に「独立・開放」

という学校の運営の特徴を作り、オープンスクール戦略を学校の発展戦略の一つとし、

教育のグローバル化に取り込んでいます。 

一、校間の常態的交流と教育資源の共有 

2019年 5月、見学と交流のために日本に赴き、東洋大学付属牛久高等学校、京都市立

京都工学院高等学校、京都西山短期大学など、多数の高校や大学と友好協力協定を結び、

お互いの交流や、革新的な人材育成モデルの探求、便利で相互接続するオンライン授業

の構築などに力を入れて取り組もうとしています。 
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中国と日本は、古くから友好的に外交関係を続いており、共通な文化ルーツを持って

います。『未来の学校』という白書で示されたグローバル教育ビジョンにおける人材育

成の 4つの側面、つまり「グローバル・シチズンシップ・スキル」、「イノベーションと

創造性スキル」、「テクニカルスキル」、「インターパーソナルスキル」などによく合致し

ています。 

教育の国際化に伴い、新しい時代の教師は国際的な視野を持ち、教育先進国の先進的

な教育理念や方法を把握するようにより強く求められています。そのため、日本をはじ

めとする海外に優秀な教師を派遣して研修をさせました。 

自国と外国の文化をより深く理解し、異なる文化で育った人々と共存、協力する能力

を持つことができるように、本校では主に文化講座や授業、家庭生活体験、テーマ別交

流、日常的なオンライン交流などの育成方式を取り入れています。 

二、新型コロナウイルス感染症で考えたこと 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世界が分断されています。教育分野にお

ける私たちのコミュニケーションは、深刻なリスクと挑戦にも直面しており、グローバ

ルな挑戦はグローバルな協力によって解決しなければなりません。 

青島第二高等学校は、将来のグローバル市民の育成に着眼し、「国際的コミュニケー

ション能力」、「異文化理解能力」、「グローバル・リテラシー」、「グローバルな思考方式」

の 4つの資質を明確に規定しています。ますます開放的な国際環境の中で、国際教育を

通じて将来のグローバル市民の資質を培うことは、将来の世界競争において、国家発展

の核心的な優位性を維持するだけでなく、世界発展の中でより充実した役割を果たし、

世界により大きな貢献をすることができます。 

以上は青島第二高等学校の国際教育の価値追求です。青島第二高等学校は人間の発展

を根本的な核心とし、生徒自身の発展を尊重し、生徒の興味と性格の育成を重視し、し

かも生徒を大切にし、許容し、彼らが将来、異文化コミュニケーションで大きな革新を
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成し遂げることができるように基礎を築いています。 

三、共通認識を凝集し、革新的な発展を推進 

青島第二高等学校は「人の全面的な発展」及び「一生涯の発展」に基づいて人材を育

成し、人を尊重し、人を奮い立たせ、人を発展させるという人間本位の理念を堅守し、

学校の課程を通して人の全面的、個性的、積極的な発展という教育の役割を十分発揮し

ます。体系的な教育観と「学生の発展ニーズに合わせて学校を運営する」との理念を堅

持します。学生の需要に見据え、学生の発展をセンターにして、計画、及び全体的に構

築し、秩序正しく推進、活力に溢れ、また開放的且つ包容的な「スターライト課程」を

作り上げて、生命の十分な発展を支える課程環境を構築します。 

今まで我が校では 13 ヶ国の言語授業が設置されています。一つの言語はそれなりの

考え方であり、一つの文化でもあります。我が校では第二外国語は必修科目であり、選

択科目ではありません。そうすれば、学生たちの言語能力と思考力を高め、学生の国際

的な視野を育成し、学生たちの学習能力と言語習得能力をより良く育成し、子供が立派

な人材に育成するための基礎を固めるのです。 

多言語の設置は、文化的アイデンティティを高められ、外国との異文化交流の案をカ

スタマイズし、国際課程の実践研究を探求し、教師の双方向的国際交流を促進しようと

します。より理性的、実務的、多様的な国際交流を実現しでき、さらに革新的な発展を

実現します。 

多言語の設置は、開放的且つ積極的な教育態度に基づいて、常態的成熟したオンライ

ンインタラクティブプラットフォームを作り上げることによって、共同体を形成し、優

良で多元な資源共有、文化の相互融合および学校教育の拡大を実現しようとします。 

青島第二高等学校は未来の教育と世界向け教育の立場から人材を育成し、未来の人材

観を確立し、学生が今の世界に留まらず未来の世界に適応できるように頑張っています。 
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日中高校校長フォーラム発表内容 
 

井上 隆司／大阪府立三島高等学校 

 

【１】こんにちは。三島高校校長の井上です。 

本校の国際交流について（１）～（３）の順にレポートいたします。 

【２】 

【３】本校は、京都と大阪のちょうど中間の高槻市にある 1970 年にできた、生徒数

約 1000人・教職員 80人の大阪では規模の大きい広い学校です。 

【４】本校の伝統は、生徒が「自主自律」で行動、「文武両道」で取組むことです。文

科系と理科系に分かれたカリキュラムで学び、春の体育祭、秋の文化祭、冬の芸術祭と

学校行事が盛んです。ほとんどの生徒が部活動に参加し、卒業後は大学に進学します。 

【５】ここ数年、国公立大学への進学者が 50 人を超え、増加傾向にあり、中には海

外の大学に進学する生徒もいます。 

【６】国際交流については、高槻市の姉妹都市トゥーンバ市への親善大使を兼ねて、

毎年夏に 2 週間ホームステイする語学研修をオーストラリアの大学で実施しています。 

【７】現地の高校との交流もあり、生徒は英語に慣れ親しんで帰ってきます。 

【８】中国やドイツなどから留学生が１年間一緒に学ぶことや、中国から訪問団を受

け入れており、ホームルーム活動では、大阪に居住する外国の方からの講義やベトナム

やカンボジアでボランティアに参加した生徒が発表する機会があります。クラブ活動で

は、国際交流部がアジアユースサミットで発表、タイの高校生と SNS を使っての交流活

動をしています。 

【９】生徒同士の交流は貴重な機会です。 

【10】外国語指導員の母国について食文化を通じて学ぶのも好評です。 

【11】昨年度は初めて 3日間のイングリッシュキャンプを実施しました。 

【12】これからの国際交流について、昨年度は生徒のアンケートが 10 ポイント低下

しました。オンライン交流やイングリッシュキャンプを実施しましたが、参加生徒の満

足度は高かったものの全生徒に波及するインパクトは弱かったと思います。今後は直接

異文化に触れる機会とオンラインの併用が大切になると思いますので、創造性を重視す

る意味でも「三島ミュージアム構想」学校が創造の場となる企画を進めて参ります。 

【13】ご清聴ありがとうございました。 


