
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 3 月 

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 

公益社団法人 科学技術国際交流センター 

さくらサイエンスプラン（SSP） 
成果報告会 IN CHINA 2017 

報告書  

日本・アジア青少年サイエンス交流事業 
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プログラム 

日時 

2017 年 11 月 28 日（火） 15：00 ~ 17：30 

会場 

中国職工之家 B 座多功能庁 西庁 

住所：北京市西城区真武庙路 1 号  

Tel：010-68576699 

タイムテーブル 

主賓挨拶（20 分） 

 中国科学技術部国際合作司 調研員 姜小平  

 中国科学技術交流センター日本処 処長 秦洪明  

 科学技術振興機構（日本） 中国総合研究交流センター 副センター長 伊藤宗太郎  

代表者発表（一人 5 分×15 人） （75 分） 

1.  安徽省枞陽高校            校長 周雪松 氏 

2.  天津中医薬大学            学生 李弘揚 氏 

3.  太原理工大学             教授 郝晓刚 氏 

4.  中央民族大学              学生 闫智惠 氏 

5.  青海省藏医薬学会           青海省藏医薬学会 

6.  北京交通大学               教授 華国偉 氏 

7.  武漢理工大学               教授 涂溶 氏 

8.  山東理工大学               国際協力交流所長 李新红 氏 

9.  内蒙古対外科技交流センター 主任 尹晓红 氏 

10. 中国国際青年交流センター   副主任 洪桂梅 氏 

11. 四川省国際科技合作協会     顧問 梁晋 氏 

12. 上海市崇明区生态科普協会   会長 宋林飛 氏 

13. 北京大学口腔医学院         副主任 王冕 氏 

14. 大連理工大学国際協力交流所 所長 趙勝川 氏 

15. 中国科学技術大学   国際交流部副部長 蒋家杰 氏 

閉会挨拶 

科学技術振興機構 日本･アジア青少年サイエンス交流事業推進室 室長 沖村憲樹  

主催 

中国側：中国科学技術部  日本側：国立研究開発法人科学技術振興機構
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はじめに 

さくらサイエンスクラブ会員の皆様に対し、日頃のご支援の感謝を申し上げるべく、こ

のたび、「さくらサイエンスプラン成果報告会 in China 2017」を開催した。 

本会では大いに交流していただくと共に、今後のプログラム実施方法の改善や更なる拡

大に繋げるため、さくらサイエンスプランに参加後、日本に対しての意識や日本との関わ

り方についてどのような変化があったかなどを、中国国内の会員から聞き取りをした。 
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成果報告会会議中の様子
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主賓者挨拶 

・ 中国科学技術部国際合作司 調研員 姜小平  

日中間の科学技術の青少年交流におけるさくらサイエンスプラン（SSP）の意義は大きい。

中国の参加者は、日中の交流を通じ日本との友情を育み、帰国後も日本について発信して

いただきたいと思う。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国科学技術部国際合作司 姜小平調研員 

 

・ 中国科学技術交流センター日本処 処長 秦洪明  

当組織は中国の SSP 窓口となっている科学技術部傘下の組織である。SSP を積極的に支

援、応募している。日中の機関間の連携基盤は確立しており SSP を実施する環境は整って

いる。日本の受け入れ機関の皆様には、この場を借りて心より感謝申し上げたい。SSP は

科学技術を通じて中日関係を発展させるための一つの基盤となる。本成果報告会を通じ、

SSP を実施するための皆さんのよりよいアドバイスを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国科学技術交流センター 秦洪明日本処長 



4  

 

 

・ 科学技術振興機構 中国総合研究交流センター 副センター長 伊藤宗太郎 

今回、中国政府のご配意で日本の若手行政官 100 名が訪中し、中国の状況を視察するこ

とになっている。その中で 60 名の若者がこの報告会に参加されている。今日はこれまでの

３年間の成果を発表いただき、次につながるための改善、次につながる報告をお伺いでき

ればと思っている。SSP は中国をはじめとするアジアの若者を日本に招き、まずは友達に

なっていただき、その後の科学技術協力につなげていただければと思っている。昨年まで

の３年間で中国からは、全体の３分の１以上である。4,533 名に SSP で来日いただいている。

2017 年においても、中国の 300 機関を日本の 160 機関が招いている。JST においても、直

轄の事業として高校生 272 名、行政官 160 名を招聘している。本日の成果発表会もネット

ワーク構築が目的の一つである。成果発表会を通じてネットワークを構築していただき、

協力が具体的に進むということを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤宗太郎 

科学技術振興機構 

中国総合研究交流センター 

副センター長 
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Ｎｏ1 

安徽省枞陽高校 

校長 周雪松 氏 

 

１. 感想および当機関の取組み 

私たちは科学技術が急速に発展している

時代に生きている。環境問題も深刻化し、

この問題を解決するためには科学技術教育

が不可欠である。 

本校は「科学普及と環境教育」という指

導グループを発足し、なかでも科学普及コ

ースは重要な選択科目となっている。さま

ざまな活動を通じて、学生の環境を守る意

識強化に努めている。毎年、3 月 22 日「世

界水の日」、4 月 22 日「世界地球の日」、6

月 5 日「世界環境の日」に、水道工場の見

学、「緑」をテーマにしたクラス会の開催な

どの活動を行い、学生の環境保護意識を培

っている。 

2016 年 10 月 31 日、安徽省国際科学技術

協力協会、上海崇明区生態科学普及協会、

四川省国際科学技術協力協会、日本のとき

の羽根の共催により、長江流域生物多様性

保全こども環境教育サミットを本校で開催

した。日中間と長江上・中・下流地域の青

少年が環境分野で交流すること目的とし、

日本関係機関の代表、上海、四川、安徽省

の小中学生と教師、約 500 人が参加した。

この活動で、日中双方の生物多様性、環境

保護分野の関係者の交流プラットフォーム

を構築し、積極的に交流を推進する役割を

果たした。我が校も日本側と協力し、「長江

流域生物多様性保全こども環境教育サミッ

ト」というプラットフォームを通じて、生

物多様性の環境保護分野において、健全で

持続的な交流の促進に取り込んでいきたい。 

２. さくらサイエンスプランの成果 

日本の一般社団法人ときの羽根の代表理

事久田治子様からさくらサイエンスプラン

での交流のお話をいただき、安徽省国際科

学技術協力協会の協力のもと、私が団長と

して安徽代表団 16 名を率い、2017 年 6 月

25 日～7 月 1 日の 7 日間の訪問をおこなっ

た。 

今回の交流は非常に内容が豊富で、高度

な科学技術から日本文化に至るまで、様々

な面にわたって日本を体験する事ができ、

トヨタ産業技術記念館、無形文化遺産の見

学など、日本の生活文化や進んだ教育政策

も勉強できた。特に、医療サービスと環境

保護政策についての視察が非常に印象深い。 

さくらサイエンスプランに参加すること

によって、学生は最先端科学技術に接し、

異文化を体験し、国際的な視野を広げるこ

とができ、日中両国の科学技術発展の現状

を理解し、科学技術への興味や信念が高ま

った。更に、日中両国青少年交流の良い基

礎を打ち立てる事もできた。 

３.今後について 

日中両国は一衣帯水であり、長い交流の

歴史がある。我々のこれらの活動は、一世

代の中日友好交流の歴史だけでなく、次世

代の交流と協力の幕を開く。日中両国は、

人類の科学技術と文明の道で、ますます寄

り添い、環境保護分野などでより多くの共

通認識と進歩を得ていくと確信している。 
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Ｎｏ2 

天津中医薬大学 

学生 李弘揚 氏 

 

１. 感想 

JST が主催するさくらサイエンスプラン

にとても感謝している。さくらサイエンス

プランを通じて、私たちは日本の実際の生

活や科学技術を体験し、留学へのきっかけ、

新たな人との交流など、新しい世界への扉

を開くことができた。 

そして、私たちの大学の日本語講師、柴

山先生にもクラスを代表して感謝をお伝え

したい。柴山先生の励ましと温かい指導の

おかげで今の私たちの成長があり、金沢大

学とのご縁が生まれたと断言できる。 

 

２. さくらサイエンスプランの成果 

<成果事例 1> 

2.1. 日本留学へのきっかけ 

3 月に金沢大学付属病院漢方医学科へ見

学に行ったが、日本での漢方の伝承と発展

を、わずか 10 日間でも実感する事ができた。 

ご存知のように日本人は真面目であり、

漢方医学でもそれがよく表れていた。日本

の漢方は古典医の診療方法をよく受け継い

でいるだけでなく、古典医学の本に対する

研究の深さなど、私が想像する以上に素晴

らしく感動した。漢方医学は中国の伝統医

学であるとはいえ、日本独自の診療システ

ムとして発展しており、先端技術を用いた

器具を作るなど参考になるところがたくさ

んある。このことが日本への留学を決意し

た理由となった。プログラム最終日の送別

会で、小川教授に日本へ留学したい意思を

伝えたところ、漢方医学科の先生たちの協

力をいただき、2017 年 9 月に日中笹川医学

奨学金を取得、来年 10 月に金沢大学漢方医

学科博士科に進学することになった。 

<成果事例 2> 

2.3.学校間交流の加速と漢方医学の新たな

認識の気づき 

今回の交流を通じて、たくさんの日本人

の先生や学生と知り合い、両校間の交流が

深くなった。今年 4 月にはさくらサイエン

スプランで交流をおこなった金沢大学附属

病院漢方医学科の小川恵子教授らが我校で

開かれた日中中医学学術シンポジウムに参

加していただく事となった。研究者たちは

自分の研究内容と臨床経験の発表をおこな

い、参加者と様々な意見交換が行われ、多

くの参加者に日本の漢方医学の新たな認識

を与えた。また、今回のシンポジウムは日

中両国で注目され、「中国中医薬報」や、日

本東洋学術出版「中医臨床」という雑誌に

も掲載されるなど大きな注目を集めた。 

３.今後について 

さくらサイエンスプランがきっかけで

はじまった繋がりは、今後ますます連携

や交流が深くなり発展していくだろう。

日中双方の漢方医学に関しての交流がも

っと深くなっていくこと、さくらサイエ 

ンスプランでもっと多くの人材を集め、

日中両国の科学技術発展のために、一人
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一人が力を尽くしていくことを願ってい

る。これから私は日本留学の経験を経て、

日中医学交流のために貢献していきたい。 
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Ｎｏ3 

太原理工大学 

教授 郝晓刚 氏 

 

１. 感想 

遠方の日本から、我が校を訪問し「さく

らサイエンスプラン」を紹介していただき、

学生たちに素晴らしいプラットフォームを

作ってくれ、素晴らしい交流や共同研究に

繋がるきっかけを提供してくれた JST と山

西省科技庁の皆様に改めて感謝の気持ちを

伝えたい。 

 

２. さくらサイエンスプランの成果 

2015 年 10 月、我が校を含め、大連理工

大学、西北大学、中国鉱業大学、中国科学

院、研究所から 7 名がさくらサイエンスプ

ランプランに初めて参加した。主な内容は

日中間の協力プログラムやシンポジウム、

日本の有名大学や研究所などの見学だった。 

翌年 2016 年 11 月には、弘前大学北日本

新エネルギー研究所とのプロブラムに 4 名

の学生が参加、官国清教授の実験室を視察

し特別講義受講など、交流をおこなった。 

2.1 石炭クリーン利用技術研究での交流と

協力 

 東京大学の研究高密度三塔式循環流動床

気化熱分解技術は、私たちが研究している

低階石炭分支熱分解利用技術の参考になる

ため、多くの学生がこのプロジェクトに参

加、共同研究を行い、中国での研究発展に

役立った。このプログラムに参加したうち

の 2 名は、国費留学と本校の奨学金制度を

利用し日本に留学した。 

2.2 相互交流の開始 

 さくらサイエンスプランでの訪日だけで

なく、東京大学、東京農工大学の 2 名の教

授を中国に招へいし、40 日間の長期交流を

おこなった。 

2.3 数々の共同発表および特許申請 

さくらサイエンスプランで繋がりを持っ

た大学との交流は実を結びつつある。東京

大学、弘前大学、東京農工大学などと共同

発表した論文は 19 本、特許申請は 2 つにお

よぶ。2016 年、東京農工大学の伏見千尋教

授と我が校との共同研究が、JST 国際科学

技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研

究プログラム）の受託を受けた。さらに

2017 年、日本側の協力で山西省国家基金委

（NSFC）の低炭素共同基金プロジェクトに

申請する事ができた。 

また、通信学・電気制御イオン膜分離分

野の研究においては、日本よりも我が校の

方が進んでおり、2016-2017 年に、4 名の

博士在籍学生が弘前大学北日本新エネルギ

ー研究所で電気制御イオン膜分離の共同研

究を行い、研究論文 10 本余りが発表された

など数々の功績があがっている。 

 

３. 今後について 

さくらサイエンスプランを通じて、日本

の大学との関係が深くなり、次のステージ

での共同研究も検討している。そして、2017

年 4 月には、弘前大学と教育・研究に関す

る交流協定を締結するなど、日々発展を続

けている。 

4. 講演用資料及び簡訳 
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太原理工大 SSP参加後の継続状況について 

 

 

2015 年 SSP に 7 名の学生が初参加 

 

 

2016 年研究生 4 名が弘前大を訪問し交流 

 

 

 

 

 

 

弘前大学北日本新エネルギー研究所ラボ 

 

 

山西省科技庁の協力のもと東大と石炭クリ

ーン利用技術研究をおこなう 

 

2 名が日本に留学、東大の研究を参考に石

炭クリーン利用技術研究、日本から教授を

40 日招へい 
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日本の大学と 19 本の論文を共同発表、特許

申請 2 件、2017 年 NSFC 低炭素共同基金プ

ロジェクト申請、 2016 年農工大との

JST/SICORP に 

 

4名学生が弘前大と 10本共同研究論文発表 

 

 

東大・農工大・弘前大との関係強化に 

 

 

山西省科技庁、JSPS による支援プロジェク

ト 
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Ｎｏ4 

中央民族大学 

学生 闫智惠 氏 

 

１. 感想 

今回、苏日塔拉图先生の代わり代表とし

て報告をさせていただきとても光栄である。 

私は中央民族大学体育学院の学生であり、

2016 年 10 月 11 日～16 日の 6 日間、蘇日

塔拉図先生が率いる団の一員として、筑波

大学と中日両国の高齢者健康寿命をテーマ

とした交流プログラムに参加した。主な学

習内容は、筑波大学が研究する、体の健康、

運動能力のテストデータ分析から、医学知

識を利用し、高齢者の健康に貢献する運動

医学分野の若手人材育成であった。田中研

究室にて、上肢運動利用による脊椎の改善

など、運動指導にて健康促進を促す体操教

室を見学。多くの参加者は定年退職した高

齢者たちであり、わたしたちは、我が校の

特色である少数民族の伝統スポーツ、羽根

けりや民族健康体操を披露するなど交流も

行った。 

このように、勉強だけでなく人との交流

もできる良いプラットフォームを作ってく

れた JST にとても感謝している。 

 

２. さくらサイエンスプランの成果 

<成果事例> 

2.1. 知見が広がり、新たな研究テーマを見出

すことができた。 

今回交流した経験を活かして今後の研究

テーマを考えた。例えば、中日高齢者の体

質健康の比較研究である。体育学と医学を

併せた数値を利用する研究方法だが、この

研究は現在準備期間を経てテスト実施の段

階に達している。特に、高齢者の数値を比

較し、健康長寿の参考数値としていく見込

みである。この健康体育学とは、人体を医

学研究の立場と体育学研究の立場から併せ

て、健康状況を科学的に判断することであ

り、主な数値は、体の機能年齢、活力年齢、

運動器官症候群、健康寿命と平均寿命とい

うものである。 

今回の訪日での経験により、このような

テーマを見出すことができた。 

 

３. 今後について 

訪日で受けた刺激が新たな研究への意欲

に繋がった。今後は、中日高齢者の体質デ

ータ比較研究おこない、両国の友好の発展

に努めたい。また、今後機会を作りもっと

日本で学びたい。 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

中央民族大と筑波大との SSP 交流 
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交流概要 

 

 

 

2016/10/11-16 中日高齢者の健康寿命をテ

ーマに筑波大との交流プログラムを実施 

 

 

10/11 訪日、筑波大での交流がはじまる 

 

 

10/12 田中研究室主催の高齢者健康運動教

室に参加 

 

 

自己紹介や民族健康体操、中国伝統の羽根

けりなどで参加者との交流を深める 

 

 

10/13JAXA 訪問 

 

 

 
10/14 筑波大とのシンポジウム開催 

 

 

10/15 体力測定法を学ぶ 
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民族運動を筑波大学生に指導 

 

 

 

10/16 東大訪問 

 

 

 

交流の発展に向けて 

 

 

中日高齢者体質データ比較研究で両国友好 

 

健康体育学は医学と体育学を併せ科学的に

健康状態を測る 

 

 

健康体育学の指標は、体の機能年齢、活力

年齢、運動器官症候群、健康寿命、平均寿

命 

 

 

 

 

 

 

の発展に努めたい 
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Ｎｏ5 

青海省藏医薬学会 

副秘書長 斗本加 氏 

 

今回、我々にさくらサイエンスプランで

の交流、経験をシェアする場を設けてくれ

た JST、中国科学技術部に感謝する。 

まず、チベット医薬学会の国際交流状況

についてご紹介する。 

青海 ARURA 集団は、教育、医療、科学

技術、産業、文化を「五位一体」としたチ

ベット医薬のイノベーションプラットホー

ムであり、チベット医薬学会はこの集団に

所属している。青海チベット医薬文化博物

館は、青海省の民族文化を国内外に宣伝し

交流促進を深める重要な窓口であり、この

10 年で、国内外から 300 万人の観光客が訪

れた。そのうち、党と国家の指導者は 50 人、

県市の指導者は 500 人以上、外国の指導

者・使節団は 100 人ほどであった。 

次に、日本との交流についてご紹介する。 

2000 年、NHK との共同制作「薬草の花

園～チベット医学・師弟の旅 4000 キロ～」

が日本のみならず、世界からも大きな反響

を呼び、チベット医薬が広く認知された。

これを機に、2001 年 1 月、日本代替・補伝・

医療連合会議から招待を受け、チベット医

薬の専門家と早稲田大学や神戸等の日本医

学界の有識者と 1 週間にわたる学術訪問を

おこない、高い評価を得た。2001 年 7 月に

は、関西文化学術研究都市に、日本 ARURA

チベット医薬研究センターを設立、2002 年

7 月、日本 ARURA チベット医薬研究セン

ターが事務局となり、西寧にて日本代替・

補伝・医療連合会議との共催で、第 1 回中

日蔵医薬学術交流会を開催した。本会は、

日本の医薬・生活衛生の専門家や研究者 60

数名、中国国内の著名なチベット医師ら 30

数名を集めた最大規模となり、大きた影響

をおよぼした。会の成果集「秘境医学源流

を探る」はチベット医学界のみならず、他

の領域にも反響をよび、チベット医学が日

本や世界に踏み出す大きな一歩となった。

2007 年 5 月には、東京大学にて第 1 回日本

蔵医学研究会を開催、同年 7 月には日本代

替・補伝・医療連合会議の招待で艾措千教

授在が討論会にて学術論文「チベット医学

と延年益寿」を発表した。 

 

1. 感想 

JST との出会いは、2015 年 9 月西寧で開

催されたさくらサイエンスプラン説明会で

あった。JST の仲立ちを通じて、中日双方

が行政・学術分野の連携や優秀な研究者間

の交流などで関係を深め、チベット医薬の

国際化を促進し、各分野での協力と交流の

堅固な基礎を築いた。今後さらに両国の科

学技術交流を通じ科学技術の国際レベルを

上げていくことを期待する。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

2016 年 6 月 21 日、JST 沖村特別顧問、

米山 CRCC 参事役が青海省を訪問、青海省

科学技術庁関係者も同席し、青海チベット

医薬文化博物館を視察、艾措千会長が継

承・革新・発展を目指したチベット医薬事

業金诃集団「六位一体」モデルを紹介する

など交流を深めた。過密スケジュールでは
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あったが入念に視察され、チベット医薬の

歴史や「天人合一」理論、伝統手工芸品や

独特な薬物資源に感動していた。特に、長

期にわたり国際的基準で取り組んでいる、

「医学タンカ詳解」日本・英語版、世界レ

ベルの「チベット医薬大典」に関心をもた

れていた。 

この訪問を通じ、JST が富山大学、慶應

大学、金沢大学の附属病院の著名な漢方医

学教授を紹介してくれ、青海大学チベット

医学院や青海省チベット医薬研究院はさく

らサイエンスプランを実施する機会を得た。

同時に、青海省科技庁もさくらサイエンス

プランへのサポート体制が構築された。 

2017 年 8 月には、JST 中国総合研究交流

センター伊藤副センターが率いた 13 名の

日本漢方研究者が青海省を訪問し、討論会

や博物館、チベット研究所・医院、薬草園

の視察などの交流プログラムを実施した。 

今回の交流や意見交換を通じ、両者の関

係が深まり多くの収穫をもたらした。東邦

大学は 5 名の研究者を短期研修で受け入れ

ることを約束し、慶應義塾大学との間でも

2 名の研究者の短期研修受入れが合意され

た。さらに、「医学タンカ詳解」日本語版の

出版記者会見をおこなうことを合意した。 

 

3. 今後について 

2017 年 10 月に、私と青海省チベット医

薬学会艾措千会長が JST を訪問、沖村特別

顧問、伊藤副センター長、米山参事役ら関

係者と意見交換をおこない、今後さらにさ

くらサイエンスプランを利用し、青海省の

青少年の科学技術交流に力を入れていくこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

2017 中日蔵医薬・漢方医薬学術シンポジウ

ム 

 

 

青海 ARURA は教育、医療、科学技術、産

業、文化「五位一体」とした蔵医薬のイノ

ベーションプラットホーム 

 

 

青海蔵医薬文化博物館は青海省を対外に宣

伝する重要な窓口 
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JST との出会いを機に中日交流が活発に 

 

 

2000 年 NHK との共同制作「薬草の花園」

が反響を呼び、蔵医薬が全世界に広まる 

 

 

2001 年日本代替相補伝統医療連合会議の

招待で蔵医薬専門家が訪日、早稲田大や神

戸等で日本医学界有識者との交流し高評価 

 

 

2001年 7月日本ARULA蔵医薬研究センタ

ー設立、大規模な蔵医薬関係者の学術交流 

 

2002年 7月西寧にて第 1回中日蔵医薬学術

交流会開催 

 

 

2007年 5月東大にて第 1回日本蔵医学研究

会開催、7 月 JACT の招待で艾措千教授在

が討論会にて発表 
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2014/11/23 青海省蔵医薬学会は日本口腔

衛生界の有識者を招きシンポジウム開催 

 

 

2015 年 2 月蔵医薬専門団 14 名訪日 

 

 

2015 年 12 月蔵医学タンカ詳解日本語出版 

 

 

JST とのはじまりは 2015 年 9 月 

 

 

 

2015 年 9 月青海省科技庁主催 SSP 説明会 

 

 

2016 年 6 月 SSP 報告会に参加 
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2016/6/21 沖村 JST 特別顧問青海蔵医薬文

化博物館視察 

 

 

蔵医薬研究や国際交流について意見交換 

 

 

本視察で中日科技交流促進国際化協力合意 

 

米山 JST/CRCC 参事役の紹介で日本の大

学と SSP 実施の機会を得る 

 

 

2017/8/1 日本漢方専門家団青海省訪問 

 

 

蔵医薬博物館、歴史館、蔵医院などを視察 
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2017/8/20-22 西寧にて 2017 中日蔵医薬・

漢方医薬学術シンポ開催 

 

 

中国側貢却堅賛博士が蔵医薬の国際交流の

歴史や実績を紹介 

 

 

日本側慶應渡辺教授発表「高齢化社会にお

ける漢方医学の現状」 

 

 

青海省蔵医院南拉卡主任、金沢大小川教授、

蔵医薬研究院多杰拉旦院長によるプレゼン 

 

 

金沢大佐々木准教授、蔵医院昂智索南副主

任によるプレゼン 

 

 

金沢大長瀬教授、青海大蔵医学院華欠桑多

博士によるプレゼン 
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東邦大笛木特別講師によるプレゼン 

 

 

研討会 2 日目、蔵医薬学会昂青才秘書長、

東邦大田中講師によるプレゼン 

 

 

蔵医薬学会斗本加副秘書長、モクサアフリ

カ伊田屋理事によるプレゼン 

 

 

本シンポを機に蔵医学と漢方医学の相互協

力を 

 

本交流を機に、5 名が東邦大、2 名慶應に短

期研修、蔵医学タンカ詳解日本語版出版記

者会見の日本開催合意 

 

本交流により、中日両者更なる協力を合意 
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大黄薬草園視察 

 

 

青海湖視察 

 

 

2017/10/25 青海省蔵医薬学会艾措千会長

JST 訪問 

 

 

訪日初日に JST/CRCC 幹部と会談 

 

 

JST の中日医学交流協力の支援に感謝 

 

 

中日科技交流促進のため更なる協力を合意 
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蔵医学タンカ詳解日本語版出版記者会見日

本開催と SSP で蔵医薬会若手研究者派遣に

ついて会談 

 

 

 

蔵医学タンカ詳解日本語版紹介 

 

 

 

蔵医学タンカ詳解日本語版紹介 
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Ｎｏ6 

北京交通大学 

教授 華国偉 氏 

 

１. 感想 

 さくらサイエンスプランは、産業界、学

術界と行政が緊密に協力し、アジア青少年

を短期間日本へ招へいし、アジアの未来を

担う世代である両国の青少年が科学技術分

野での交流を深めることを目的としている

が、私たちはこの事業の当初の目的を果た

しただけではなく、その目的を超えた成果

も達成する事ができた。今後も継続して発

展を続けていきたい。 

2016 年 10 月 12 日～21 日、我が校の優

秀な教師や博士課程学生など 10 名が、早稲

田大学でのさくらサイエンスプランに参加

した。この出会いから我が校と早稲田大学

との深い交流が始まり今日に至った事を感

謝している。また、我が校が京都大学と協

力して開催した国際技術シンポジウムでは、

JST 沖村特別顧問と米山 CRCC 参事役に出

席いただき、さくらサイエンスプランに興

味がある多くの人に参加いただくことがで

きた。皆様の数々のご協力に心より感謝し

ている。 

 

２. さくらサイエンスプランの成果 

2.1 早稲田大学との連携合意、「3+1+1」

プログラムの始動 

３月３日、早稲田大学 IPS（大学院情報

生産システム研究科）院長が我が校を訪れ、

３月２０日、早稲田大学理事長、文部科学

省科学技術・学術審議会鎌田薰委員も我が

校を訪れた。その後、早稲田大学との連携

に合意し、「3+1+1」プログラムを立ち上げ

た。このプログラムは、学生が 3 年生にな

り推薦が得られれば早稲田大学で 1 年間の

勉強し単位を取得、卒業証明書と学位証明

書を獲得できるものである。さらに日本で

続けて 1 年間勉強する事により、修士を取

得することを可能としたものである。 

2.2 日本の印象の変化 

今回の訪問では早稲田大学、北九州学術

研究都市、門司港コンテナターミナル貨物

情報サービス、TOTO 株式会社、日産自動

車九州工場、日本水産株式会社、北九州市

立自然史・歴史博物館、環境ミュージアム

など、多くを見学し、とても勉強になった。

産学連携についてのシンポジウムにも６回

参加し、日中双方の代表者がそれぞれの研

究テーマや、学術研究成果などを発表し、

非常によい成果が得られた。さらに、早稲

田大学では、茶道や華道などの日本文化も

体験した。今回参加メンバーは全員、日本

に初めて訪れたが、日本に非常に良い印象

を持ち、見聞を広めることができた。また、

早稲田大学側も良い印象を受けたと高い評

価が得られた。 

 

３.今後について 

さくらサイエンスプランを通じて、早

稲田大学をはじめとし、神奈川大学や慶

応義塾大学と新たな交流、協力を行うこ

とができた。来年は立命館大学との交流

も申請するまでとなった。今後は日本の

大学との交流を更に加速させるつもりだ。 
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4. 講演用資料及び簡訳 

 

 

 

SSP 実施報告とその後の交流と成果 

 

 

SSP は産学官が連携しアジアの青少年が科

学技術交流を深めることを目的とする 

 

 

 

 

 

 

2016/10/12-21 早稲田大学交流プログラム 

 

綿密な準備で早稲田側も全行程同行 

 

 

十数ヵ所大学・企業視察、6 回検討会、日

本文化体験、日本に非常に良い印象を持つ 
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視察の様子 

 

 

視察の様子 

 

 

 

早稲田とダブルディグリー協定締結 

 

 

2017/3/20 早稲田理事長、文科省が訪中 

 

 

京大にて国際学術会議開催したほか、神奈

川大との SSP を実施、来年は立命館、慶應

との交流も計画 
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Ｎｏ7 

武漢理工大学 

教授 涂溶 氏 

 

「最先端の科学技術に触れ、本当の日本

を感じる」このテーマのもと報告させてい

ただく。このテーマは、さくらサイエンス

プランに参加した私の学生が新聞記事を作

った時に使ったタイトルである。 

 

1. 感想 

さくらサイエンスプランを通して、日本

人、日本の生活環境、日本の科学技術を実

感し深く理解する事ができた事を心より感

謝している。さらに日本の学生は、学習意

欲が非常に強い事を感じた。街は綺麗で、

国民は秩序正しく親切で印象が良かった。

また、科学技術の産学連携が緊密につなが

っている事にも感銘を受けた。特に、研究

者が科学研究に敬意を持ち、いろいろなこ

とに真摯に取り組む姿には敬服した。 

さらに、このプログラムでおこなった、

東京工業大学、武漢理工大学、慶応義塾大

学、３大学合同のシンポジウムでは大学の

概要、私のゼミの研究状況などを紹介もす

る事ができ、日中双方の研究相互交流がで

きた。送別会や卓球友好試合なども行われ、

訪問だけでなく繋がりを大切にしたプログ

ラムに、国籍を超えて深い友情を構築する

事ができた。国際視野も広がり、コミュニ

ケーション能力も磨くことができ、とても

有意義なプログラムであった。 

帰国後、提出された学生からのレポート

は、学院や学校にてニュース報道された。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

2-1.東京工業大学との交流協力締結 

さくらサイエンスプラン参加後、東京工

業大学物質理工学院は、武漢理工大学複合

材料新技術国家重点実験室と交流協力を締

結する事となった。現在、短期交換留学プ

ログラムを推進しており、2017 年 11 月中

旬に、在籍博士課程の学生が初の交換留学

生として、1年間東京工業大学へ留学した。

さらに、私の研究室の中で修士課程を卒業

した 2 名の学生が、東北大学の博士課程に

進学した。そしてもう 1 名、博士課程在籍

の学生は、1 年間の交換留学生で物質・材

料研究機構に留学した。 

2-2.人材交流の開始 

本校は、理化学研究所、東北大学、物質・

材料研究機構、北陸先端科学技術大学院大

学などから教授を招へいしシンポジウムを

開催した。また、「（外国人専門家）千人計

画」で日本の著名教授を客員教授として採

用した。現在、研究室は日本の多くの大学

や研究機関との交流を確立し、人材交流を

交わして共同研究などに取り組んでいる。 

 

3. 今後について 

今回、さくらサイエンスプランに参加し

て一番感じたのは、中国のことわざである

「百聞は一見に如かず」ということだった。

自ら赴き、聞いたり、見たり、触ったりし

てこそ、その良さがわかってくる。心を開

いて交流することが大切である。そのこと

から、もっと多くの日本人と多くの中国人

がお互いに素直になって本音で交流してい
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くことを願っている。そして、私は自分の

留学経験をゼミの学生に伝えながら、さく

らサイエンスプランがきっかけで得られた

東京工業大学との交流協力を発展させてい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

日本の先端技術に触れて 

 

 

 

2017/7/6-23 10 名の学生が東工大との SSP

で来日 

 

 

7/17 史教授による東工大ガイダンス 

 

 

7/18細野研究室の IGZO材料と鉄基超伝導

材料研究 

 

 

7/19宮内教授の無機材料実験室や国立科学

博物館見学 
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7/20 分析設備センター見学、東工大・慶應

との合同シンポジウム 

 

 

7/21 電気機器メーカーファナック（株）視

察 

 

 

7/22 修了式にて成果報告をポスター展示 

 

 

日本の秩序ある文化や研究への真面目な姿

勢に感心 

 

 

7/23 離日、日本の先端科学技術と文化に触

れ視野が広がった 

 

 

今回のプログラムの大学広報 
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東工大との短期交流協定締結 

 

 

11月東工大に 1年初の交換留学生として留

学 

 

 

1 名は東北大博士課程留学、1 名は 1 年の国

費留学資格を得て NIMS に留学 

 

 

理研、東北大、NIMS、北陸先端大との学術

交流も 

 

材料複合新技術国家重点実験室との交流実

績機関 

 

 

百聞は一見に如かず 
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涂溶教授は東北大への留学経験あり 

 

 

東北大金属材料研究所副教授を経て現職に 

 

 

涂溶教授の研究分野 
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Ｎｏ8 

山東理工大学 

国際協力交流所長 李新红 氏 

 

我校を代表し、「さくらサイエンスプラ

ン」の具体的な状況を報告する。 

 

1. 感想 

2014 年 11 月、本校はさくらサイエンス

プランの存在を知り、非常に重要視した。

日本の国際善隣協会に連絡し調整を進め、

2015 年 5 月に初めて申請、採択を受けた。 

2015 年 11 月 8～14 日、我が校は農業工

程、食品科学学院の教員、博士、修士、学

部生の合計 11 名の団でさくらサイエンス

プランに参加した。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

さくらサイエンスプランによって、我が

校の教員と学生は見聞を広め、日本の科学

技術発展への理解を深めてくれた。特に農

業方面の先進技術は非常に印象深く、勉強

になった。日本人の優しさや思いやりにも

触れることができた。 

また、国際善隣協会の皆様に心より感謝

申し上げる。訪問者の専門分野あわせ各訪

問先をスケジュールしてくださり、アテン

ドしてくれたスタッフの方のとても真面目

で真摯な態度に敬服した。 

東京都立食品技術センター、食品総合研

究所、サントリー武蔵野ビール工場、千葉

大学園芸学部、東京都立健康安全センター、

大田市場、城南飼料化センター、TEPIA 先

端技術館を訪問したのだが、各訪問先のす

べての方々に親切丁寧な接待、熱心な講義

をいただき、非常に印象強かった。実験室

の規制や研究への勤勉な態度にも深く感銘

を受けた。今回の訪問団メンバーは食品品

質管理と食品安全検査分野を研究している

方が多かったので、研究理念や方針、研究

方法など、大変参考になった。 

今回の成果として、我が校は食品科学研

究所と関係ができたことにより、大学、研

究所との交流活動 “ゼロ”突破を実現した。

そして、2016 年 5 月には、参加メンバーの

ひとり、博士の李玲さんが国立食品総合研

究所との交流プログラムで 1 年間留学した。

彼女は現在、博士を卒業し、我が校の農業

工程・科学学院に勤めている。 

さくらサイエンスプランをきっかけに、

我校は日本の大学との交流を促進すること

ができた。1 年をかけた調整にて、2017 年

9 月 25 日～29 日、上智大学学長の招待によ

り、我校の党委員会呂传毅書記が率いて 4

名が訪日、上智大学、芝浦工業大学と

「Non-degree Student 受入れ合意書」を交

わした。ほか、京都大学連盟、三重大学を

訪ねた。9 月 26 日には JST 中国総合研究交

流センターを表敬訪問、我が校がさくらサ

イエンスプランを重視していることを伝え、

今後の計画展開についても説明した。善隣

協会の顧問八島継男様、常務理事藤沼紘一

様などとも会談をし、今回のさくらサイエ

ンスプラン受入れへの協力に感謝を伝え

2018 年も協力を継続していくことを確認

した。 
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3. 今後について 

今後のステップとして、我が校はさくら

サイエンスプランにさらに積極的に協力し、

中日のより良い関係の構築を促進していき 

たい。そしてまた、文化の発祥地である山

東省淄博市にある我が校にもぜひいらして

いただきたい。 
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Ｎｏ9 

内蒙古対外科技交流センター 

主任 尹晓红 氏 

 

はじめに、当センターについてご紹介す

る。 

内モンゴルは北疆の少数民族自治区であ

り、広大で資源豊富な土地に恵まれている。

近年、自治区の重点産業発展政策により、

豊富な自然資源、エネルギー、農業、牧畜

業や生態環境保護、レアアース材料や天然

ガスなどの分野において国内外で著しい成

果を上げた。この成果により、科学技術交

流や産学連携などにおいて多くの機会が創

出された。 

当センターは、内モンゴル政府と社会の

ため、国際科学技術交流と技術移転を提供

し、国際イノベーション技術協力を推進し

ている。 

 

1. 感想 

内モンゴルと日本の科学技術協力には長

い歴史があるが、特に、JST との出会いを

きっかけに、ますます密接になり成果も著

しい。日本は中国の良き隣人であり、足繁

く通う良き友達である。日本との科学技術

交流プロジェクトを展開するきっかけをく

れた、JST の協力に非常に感謝している。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

2014 年、10 名の優秀な高学生が JST 直

轄招へいハイスクールプログラムに参加し

たのをきっかけに、JST との協力連携がス

タートした。毎年高校生、若手科学技術者

などを派遣し、日本の大学や企業の革新的

な科学技術イノベーションを学び、科学技

術への興味と関心を深めている。これまで

の参加者は 50 人以上にのぼる。 

2017 年 5 月、杭州で行われた JST 主催日

中大学フェア＆フォーラムに、内モンゴル

の企業や研究所など 23 名の代表者を連れ

て参加した。日本の高等専門学校や研究所

とマッチングし、7 か所との合意が達成さ

れた。当センターも香川大学との友好関係

を結び、現在さくらサイエンスプランへの

申請を検討している。その後も、8 月、10

月と 2 回にわたり、科学技術研究者をさく

らサイエンスプランで派遣、秋田県立大学、

京都大学、九州大学などと相互交流する合

意を得ることができた。 

また、2017 年 7 月には、JST 沖村特別顧

問、米山 CRCC 参事役、中国科学技術部姜

小平部長らが内モンゴルを訪問、さくらサ

イエンスプラン説明会を行った。企業、大

学、研究所など、100 名以上の代表者が出

席、活発な質疑応答がなされ、情報交換の

有益な場となった。 

2017 年 8 月下旬、東京で行われた JST 主

催イノベーションジャパン 2017 に、30 名

の医療、教育、企業、行政官の代表者が参

加した。その場で 14 の協力の意向を確認す

ることができ、我々にとって大きな収穫と

なった。 

後日 9 月 22 日には、大阪府立大学がフル

ンブイル環球展望会社を現地視察し、共同

連携契約を交わした。現在、日本の技術が

現地導入され、12 月中旬には生産を始める

とのことだった。 
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この 3 年間は、非常に大きな影響を及ぼ

した。 

まず、JST は内モンゴルの青少年、若手

科学技術者に新しい世界への扉を開き、科

学技術イノベーションへの情熱とポテンシ

ャルを高めてくれた。彼らはたくさんの日

本の友達を作り、見聞を広めた。研究所、

企業には、内モンゴルと日本との間に技術

移転のかけ橋を架けてくれた。 

 

3. 今後について 

JST の事業を通じて、中日間の科学技術

協力の機会ができた。中日科学技術交流活

動に、さらに協力し積極的に参加していき

たい。 

中日両国間の科学技術の発展を促進する

ため、さくらサイエンスプランを中心に力

を合わせ、連携をさらに広げ、協力の輪が

広がっていくことを信じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

内モンゴルでの SSP 活動状況 

 

 

内モンゴルの概要 

 

 

内モンゴルは広大であり自然資源に恵まれ

た土地 

 

 

内モンゴル対外科技交流中心は社会のため

国際革新技術の協力を推進 

 

 

2014 年 JST との出会いをきっかけに、日本

との科技交流がさらに加速 
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SSP 高校生・行政官プログラムの様子 

 

 

内モンゴルでの SSP 説明会 

 

 

 

フルンボイル市科技局と大阪府立大が共同

研究協定締結、12 月下旬設備導入し稼働 

 

 

 

イノベーションジャパン 2017 出展 
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Ｎｏ10 

中国国際青年交流センター 

副主任 洪桂梅 氏 

 

１. 感想 

中国科技部合作局、中国科学技術交流セ

ンター、JST の皆様には、さくらサイエン

スプランというプラットフォームを構築し

てくださり感謝している。この事業は経済

をはじめとする中日の発展をけん引する役

割となり、美しい未来を実現する役割を果

たしている。 

 

２. さくらサイエンスプランの成果 

たくさんの優れた若手研究者を日本に送

り出すことが出来た。さらに日本の修士課

程、博士課程に進学者を出すことも出来た。

中日双方の若手好青年の皆様に、まず友人

になってもらうこと、そして次のステップ

は、協力パートナーになってもらうことが

非常に大事である。さくらサイエンスプラ

ンの発展に繋がることを願う。 

 

＜成果事例＞ 

2.1. 日本型 AI 研究の普及 

北京の八十中学の贾志勇先生という方が

さくらサイエンスプランに参加し、日本で

AI に関する研究機関を訪問した。帰国後、

彼は AI を中国のキャンパスに浸透させる

ような一連の活動を開始し、AI をはじめと

するテクノロジーの教育、啓蒙活動をけん

引した。これは訪問研究機関のヒントを得

て初めてできたことである。 

2.1. 日本型教育・人材育成の方法を会得 

品川女子学院を訪問した際、女子生徒に

技術の啓蒙に資する授業があった。校長先

生が、「女性は社会の重要な役割を果たす存

在であり、社会の単なる労働力の一部では

ない。母になる存在であり、今後、理科系、

技術について興味がないと、その母から生

まれてくる子供は、理科系、テクノロジー

に対する興味がおそらく湧いてこない」と

の話であった。このようなコンセプトに基

づいた教育に、私たちは多くの啓発を受け、

感無量であった。 

さくらサイエンスプランは日本を知る機

会を提供し、そして、私たちは日本の教育、

人材育成の政策、実施、方法、施策など数

多くの示唆に富んだことを会得した。 

2.3.日本の教育者とのネットワーク構築 

科学技術研究所、企業、公立高校、私立

高校、職業高校、教育機関、さらに草の根

の教職員や学生の交流、そして大学のリー

ダーを含める全方位の交流を進めることが

出来、教育の現場を指導する立場としては

非常に有意義なものとなった。 

 

３.今後について 

我々のセンターは環境保全では 20 年ほ

ど協力を継続しており、中国青年団の組織、

青年連合会のパイプを生かし、多数の民間

をはじめとする政府、大学とパートナーの

協力関係を構築している。この人脈、コネ

クションのパイプを生かして、青少年の生

態環境保護の分野と、環境公益研究者のた

めの交流をテーマとする環境分野での双方

向の交流を実施したい。さらに、中日両国

の青年の科学技術普及、イノベーション分
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野交流の更なる推進と、技術イノベーショ

ン、企業の技術普及、これら一連をテーマ

としたコンクール開催等双方向の交流の機

会、中国の青年が日本を訪問する機会を作

ることが必要だと思う。 

来年は環境保全分野、環境持続発展分野、

それに加えて AI 人工知能分野で協力でき

ればありがたい。また、中日の青年教育、

科学技術普及に携わるスタッフはもっと深

い交流を推進すべきである。 

これからも皆様に、より多くのプランを

お届けし、より多くのパートナーを紹介し

ていきたい。 

 

 

 

 

 

４．講演用資料及び簡訳 

 

交流・未来に向かって 

 

 

プロジェクトの起源、成果、展望 

 

 

2014 年、中国で最初に SSP に参与した機関 

 

 

2015～2017 年に中国高校教師視察交流団

を派遣。 

 

 

主な被招へい者は公立高校生 

 

 

主な被招へい者は理科教師 

 



38  

 

 

年代別主体は 1970 年代、1980 年代 

 

 

主な訪問先は教育政策機関や科技研究機関 

 

 

日本の科学技術、人材育成政策を学ぶ 

 

 

センターは環境保全分野で長年中日友好交

流を行う 

 

 

環境保全分野で強力な協力体制推進を図る 

 

 

「青年の橋」は地球環境保全の実践拠点 

 

 

中日両国青年の科学技術イノベーション交

流を展開 

 

中日の教育従事者の更なる交流を推進 
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JST と協力強化し中日の架け橋として貢献 

 

 

桜のように美しい日中友情は古代より続く 
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Ｎｏ11 

四川省国際科技合作協会 

顧問 梁晋 氏 

 

科学技術部指導のもと、四川省科学技術

庁、ほか各所が取り組むさくらサイエンス

プラン活動報告をさせていただく。 

 

1. 感想 

おそらく私は最初にさくらサイエンスプ

ランに出会ったひとりだと思う。 

2013 年 12 月 12 日、JST/CRCC 米山参

事役から電話で、「日中青少年交流事業を新

規立ち上げる計画があるのだが、意見を伺

いたい」との相談を受けた。私は革新的で

非常に良い計画だと直感した。そして、米

山参事役から、「中国で説明会を開催し広報

したい、あなたに日中の懸け橋としてぜひ

協力いただきたい」との要請を受けた。 

これがさくらサイエンスプランとのご縁

である。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

2014 年 3 月 JST 主催の日中大学フェア&

フォーラムが北京で開催された際、数多く

の中日の大学が集まる中、私は日本の旧友

と再会し、彼らから、さくらサイエンスプ

ランで来日を希望する学生がいれば受入れ

たい、協力したいとの力強い支持を受ける

ことができた。 

初年度、科学技術部が JST 直接招へいハ

イスクールプログラムに参加する 300 名の

中国学生を勧誘する際、まださくらサイエ

ンスプランが知られていなかったため、各

機関から様々な不安や質問を受けるなどし

たが、繰り返し説明することで、第 1 陣は

大学生・高校生

17 名の混合チームを送り出した。帰国した

学生の「非常に有意義であった」との感想

も相乗効果となり、2014 年は合計 3 陣 22

名の優秀な学生を送り出すことができた。 

2015 年は四川省が重点分野とする省エ

ネ技術、農村生活汚染防止整備、環境政策、

人材育成などのイノベーションの芽を探索

することをテーマに、四川省科学技術行政

官を送り出した。同時に、重慶市南開高校

の学生と日本の高校生の友情を深める交流

プログラムも実施、合計 20 名を派遣した。 

2016 年は、本協会は高校生派遣に的を絞

ることにした。高校生は来日したことがな

く日本の科学技術もほとんど知らない。ま

た、アメリカの大学からの留学勧誘が非常

に多く、アメリカへの留学者が多いが日本

の大学からはない。優秀な学生にさくらサ

イエンスプランに参加してもらい、日本へ

の見聞を広げ、彼らの将来に繋げてもらう

ことを主点とし、高校生を 21 名派遣した。 

四川省での活動以外、「長江流域生物多様

性の保護活動」と連携し、2 度にわたり中

国側複数の機関と日本側ときの羽根との間

で実施するさくらサイエンスプランのサポ

ートをおこなった。 

さくらサイエンスプランの成果としては、

4 つ挙げる。 

1. 4 年間の活動を通じ、この事業は中日

関係歴史上卓越した事業であると感じた。

中日の青少年が直接顔を合わせて交流する

ことで相互理解が深まり、ゼロ、ひいては
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マイナスのイメージから、真実の日本社会

を目の当たりにする。実際に、学生たちは

四日市公害と環境未来館視察し、当時公害

に侵されている四日市の現状を知り、そし

て克服した教訓を学んだ。 

2. さくらサイエンスプランのプログラ

ム内容は非常に高水準であり、高校生でさ

えも国際最先端の科学技術に触れ、著名教

授の実験指導を受け、ノーベル賞受賞者の

講演を聴くなど、日本の最先端科学技術発

展動向を体感できる。これは彼のインスピ

レーションを刺激し、科学技術への興味や

憧れを育てる絶好の機会である。 

3. 日本側受入れ機関の手厚い接遇に、す

べての参加者が感謝の気持ちでいっぱいに

なる。私はこれまでのすべての参加者の感

想文に目を通しているが、皆日本へのイメ

ージが良くなり、科学技術への理解が深ま

ったといっている。 

4. 中日の高校生一緒に学習することで、

お互いの理解が深まり、また、自らの弱点

を知り相手の長所を学ぶ。例えば、中国の

高校生は臆することなく英語で発言し、英

語力は日本の高校生より上回っている。反

対に、実験では、日本の高校生のほうが進

んで行動し中国学生をリードする。 

女子学生の感想を紹介する。 

「私は、生年月日が同じ日本人女子学生

の家でホームステイをした。家族の皆さん

きめ細かくケアをしてくれ、一晩一緒に生

活したことで、友情を深めただけではなく、

彼らの優しさ、相手を思いやる心、社会貢

献精神に感動と驚きをもたらし、私の価値

観も変えた。」 

 

3. 今後について 

さくらサイエンスプランは、中日青少年

交流の懸け橋であり、両国関係の重要な「か

なめ」となっている。特に、中日両国関係

が厳しい中においても、青少年科学技術交

流を通じ、中日交流ルートを豊富にし、多

くの若い友好外交官を育てている。大人で

はなしえない速度で、両国外交と科学技術

協力が実現できているのではないでしょう

か。 

本協会は、四川省と日本の高校、大学、

研究所の交流促進のため、JST の信頼を裏

切らぬよう、今後もさくらの輪を広げ中日

友好のために尽力したい。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

さくら咲き、末永く続く友情 

 

 

SSPとの初まりは 2013年 12 月 JSTからの

電話 
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2014年3月日中大学フェア＆フォーラムで

日本の大学との再会し SSP 協力を 

 

 

2014年度、最初の第 1陣は 17名の高校生、

合計 3 陣 22 名を派遣 

 

 

2015 年度は環境・人材育成に従事する行政

官 20 名を派遣 

 

 

2016 年度は、優秀な高校生・教員 21 名を

派遣 

 

 

研究機関の交流もサポート、上海、武漢等

の若手研究者を派遣に協力 

 

 

FACE to FACE の交流で中日交相互理解を

促進 
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高水準のプログラムで日本の最先端を体験 

 

 

日本側の用意周到な受入れにより友情が深

まる 

 

 

高校生の相互交流が自発的に学ぶ良い契機

に 

 

 

SSP が中日友好の懸け橋となり青少年の友

情を育む 

 

1 泊のホームステイで日本人を深く理解し

た学生 

 

 

今後も SSP に協力し中日友好発展に 
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Ｎｏ12 

上海市崇明区生态科普協会 

会長 宋林飛 氏 

 

 

1. 感想と当機関の取組み 

長江流域こども環境教育拠点中日共同構

築について皆様にご紹介させていただく。 

崇明生態島は、上海の北端・長江の最下

流に位置し、世界有数の湿地帯を有し、中

国第 3 位の島の面積を誇る。崇明島の東灘

湿地には貴重な野生生物や湿地直物が豊か

に広がっている。 

崇明生態島建設計画では、生態島を上海

の今後の発展の備蓄エリアと位置づけ、 

・低炭素コミュニティの建設 

・低炭素農業の発展 

・新しい観光発展モデルの探求 

の 3 点から低炭素社会の実現に向けた実践

に取り組み、国内外の技術サポートや国内

の政策支援のもとでインフラや施設建設、

農業、産業、観光の分野において低炭素発

展を実現し、世界のモデル都市（エコライ

フモデルシティ）を目指している。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

当協会の活動成果を 3 つご報告する。 

１. さくらサイエンスプラン 

本事業共催者である、日本の一般財団法

人ときの羽根との協力により、さくらサイ

エンスプランにて、11 名の学生と教師を派

遣、環境保全および生物多様性に配慮した

関連研究施設等の視察・交流を行い、自然

環境資源に関する知識と理解を深めた。 

２. 日中合作事業「自然がっこう」プロジェ

クト 

喫緊の重要課題である環境汚染、環境破

壊への対応策として、崇明島の小学校 35 校

の教師・生徒・父兄を主対象に現状の問題

点・課題を認識し、その解決策等について

考え学び、行動するプロジェクトである。

2012 年、2013 年、2014 年と 3 回にわたり

開催し、崇明島環境教育に非常に効果をも

たらした。 

３. 長江流域生物多様性保全こども環境教

育サミット 

中日の子供たちを一堂に会し、プレゼン発

表、ワークショップ、河川や湖、村などの

実態調査などおこない、生物多様性環境保

全分野の交流推進と持続可能な発展を目指

すプロジェクトである。2016 年から現在ま

で 3 回実施し、2018 年は中国湖北省貴岡で

の開催が決まっている。 

 

3. 今後について 

崇明生態島が中日環境教育の一大ブラン

ド、そして中日友好のシンボルとなるよう、

今後も JST や中日民間団体からの支援、ボ

ランティアの協力を得ながら活動を続けて

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

長江流域こども環境教育拠点の日中共同構

築 

 

 

拠点構築に向けた活動の一環とし SSP 活用 

 

 

「中日自然がっこう」活動紹介、児童環境

教育推進 

 

 

 

 

「長江流域こども環境サミット」活動紹介 

 

 

 

活動拠点は上海崇明島 

 

 

これまでの活動を生かして崇明拠点を構築 
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長江流域環境教育あらゆるサービスを備える 

 

拠点の主要活動について 

 

 

中日友好環境教育のシンボルを目指す 
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Ｎｏ13 

北京大学口腔医学院 

副主任 王冕 氏 

 

本院のさくらサイエンスプランの実施状

況についてご報告する。 

まず本院についてご紹介する。本院は北

京大学附属の医院で、口腔専門人材育成の

重要な拠点でもある。1 日の患者数は 5 千

を超える世界最大級規模であり、中国では

トップを誇る医院である。学生数は 900 を

超え、QS 世界大学ランキングは 13 位であ

る。 

 

1. 感想 

本院を代表して、さくらサイエンスプラ

ンというプラットフォームを築いてくれた

JST に感謝を述べたい。さくらサイエンス

プランはグローバル社会となった現代にお

いて、先見の明を持った大変意義高い事業

だと思う。アジアの未来の科学技術発展に

とって大きな支援となっている。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

さくらサイエンスプランにて、2016 年 11

月 6～13 日、本院から 12 名が朝日大学と明

海大学を交流訪問した。この交流のもたら

した 5 つの成果をご紹介する。 

1. 訪日中お世話になった朝日大学と明

海大学の学生が本院を訪れ再会、美しい思

い出をたくさん作り友情を更に深めた。 

2. 2017 年 10 月、朝日大学から 2 名の教

員を招き、看護師研修をおこなった。中国

全土から参加した 110 名の口腔看護師が、

日本の口腔医療事情と医療理念を学び、視

野を広げた。 

3. 2017 年 10 月、国内外 40 以上の歯科大

学の学長を集め「亜太地区学長シンポ」を

開催した。日本からは、朝日大学歯科学院

長、明海大学副院長、大阪歯科大学副学長、

東京歯科大学副院長が参加した。 

ほか、2017 年 10 月から半年間、明海大

学歯科学院菊池健太郎准教授が本院で研修

をおこなった。臨床では、テキストでしか

みたことのない病例を診察し、収穫の非常

に多い研修だったとのこと。中日双方の口

腔医療発展、科学技術発展につながる意義

のある交流となった。 

4. 歯科衛生士学校との MOU 締結。2016

年 11 月に歯科衛生士学校の学生交流をお

こなった際に、日本の歯科衛生士制度を学

んだ。中国ではまだ歯科衛生士という専門

職はない。今回の交流を通じ、歯科衛生士

の必要性を認識、来月、2017 年 12 月に

MOU を結び、中国においてもこの歯科衛

生士育成専門委員会を立ち上げ、中国にお

いての歯科衛生士制定に向けて協力をあお

ぐ。 

5. 中日両国の青少年が深く理解しあえ

た。口腔医学技術トップ企業モリタを視察

では、日本人技術者の「匠」精神に触れ、

朝日大学病院では、医師の患者を思いやる

心や歯のない高齢者のために開発したケー

キがあることを知り、愛をもって医療に従

事する日本人医師に感動した。中国を訪れ

た日本人学生は、帰国の際に、今回の訪問

で中国のイメージが 180 度変わった。帰国

したら家族や友人に、みんなが想像してい
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る中国とはまったく違うと必ず伝えると感

想を述べていた。 

 

3. 今後について 

桜は花開いてから散るまで 7 日間とはか

ない。さくらサイエンスプランも 7 日間と

短期間ではあるが、学生たちには一生記憶

に深く残る体験となる。 

本院は今後も引き続き、青少年の交流の

場を作り医学の発展促進のため、アジア口

腔医学発展のために尽力していきたい。 

 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

 

 

 

 

北大病院口腔専門科は世界最大規模 

 

 

SSP により 12 名が朝日大・明海大を訪問 

 

 

3 校の友情が深まる 

 

 

朝日大の 2 名教授が訪中し 110 名関係者対

象に授業 

 

 

2017 年 10 月、40 以上の歯科大学を集め「亜

太地区学長シンポ」を開催 
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明海大教授が半年にわたり研修 

 

 

岐阜県歯科衛生士会との交流により MOU

締結、中国での歯科衛生士養成を検討 

 

 

日中双方の理解を深めた（匠の精神） 

 

 

 

SSP により視野が開け両国の医学の更なる

発展に 

 

SSP により両校の交流をさらに緊密に 

 

 

 

友情が末永く続きますように 

 

 

SSP 実施後、個人的にも２度旅行で訪日 
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Ｎｏ14 

大連理工大学国際協力交流所 

所長 趙勝川 氏 

私からの報告は、1.本校の日中協力の概

況と優位性、2.さくらサイエンスプラン実

施状況と特色あるプログラム、3.本校のさ

くらサイエンスプランの成果と展開の３テ

ーマに分け、ご報告する。 

まず、本校の日中協力概況と優位性につ

いてお話しする。大連は日本と一番近い東

北地方の最南港口都市であり、地理的優位

性から古来より日本との交流は非常に盛ん

であった背景もあり、本校教職員も留日経

験者が多い。 

東北大学、名古屋大学、早稲田大学など

40 以上大学との MOU を締結し、また 24

校と交換留学をおこなっている。2012 年に

は、日中政府協力のもと、学部生教育では

初めて立命館大学と国際情報ソフトウェア

学部（DUT-RU）を共同開設した。来年当

学部の卒業生第一期生を社会に送り出すこ

とになる。 

本校の特徴ある取組みとしては、「日本語

＋本科専攻」5 年制コースがあります。1 年

生で日本語を勉強し、2 年生からは日本語

にて専攻分野の授業をおこなう。1987 年に

機械設計・製造自動化専攻を設立、1200 名

の卒業生がおり、近年 3 年のデータでは、

卒業生のうち 73 名が、東大、名大などに交

換留学として留学している。同様の日本語

強化コースとして、2007 年に東工大と協力

して設立した「金属材料」クラス、2008 年

に計算機科学・技術」クラスを設立した。 

 

1. 感想 

JST・科技部、関係機関皆様の本校への多

大なる協力に心より感謝申し上げる。 

本校の日本語強化クラスと多数の留日経

験教員在籍という特色を生かし、さくらサ

イエンスプランを大学一体となって戦略的

に活用し、学生の日本への短長期留学・就

職・勉学への熱意をさらに高めていきたい。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

本校でのさくらサイエンスプラン実施状

況と特色あるプログラムについて報告する。 

2014～2016 年の 3 年間で 25 のプログラ

ムが採択され、合計 132 名を派遣した。今

年2017年では5つのプログラムが採択され

た。このうち、JST、横浜国立大学、住友化

学、広島大学、北九州市立大学とのプログ

ラムは本校の優秀プログラムになっており、

科学技術交流、学生交流を含め顕著な効果

をもたらしている。 

2016 年には、参加者の感想や交流成果を

取りまとめたアルバム「海を越えて貴方に

逢いに～大連理工大さくらサイエンスプラ

ン記録」を編集、以降、毎年発行している。 

3 つの代表的なプログラムを紹介する。 

1 つ目は JST とのプログラム。2015 年よ

り毎年、本校技術研究開発院知識産権責任

者が短期訪日し、JST をはじめ大阪大学等

著名大学の産学官連携部局など視察、日本

の大学の産学官連携成功事案などを調査研

究している。このプログラムと同様に JST

からも研修生を毎年受入れ、中国の知財法

律や各機関の産学連携状況を紹介し、日中
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双方での理解を深めている。 

2つ目は横浜国立大学と2014年から毎年

共同申請・実施しているプログラム「科学

技術と文化の旅」。10 名の学生が訪日し、

科学技術から文化に至るまで学生同士の交

流のプログラムをおこなう。参加した約半

数の学生が、留学・観光・就職などで再訪

日をしている。プログラム内容は、横浜国

立大学の特別科技講座のみならず、富士

通・日立・松下など企業訪問、剣道などの

日本文化体験、日本科学未来館や NHK 見

学などと内容豊富で掘り下げたプログラム

を目指している。 

3 年の実績を経て、現在本校で一番人気

のプログラムとなっており、毎回参加倍率

は 15 倍にもなる。今年も 1 月に本プログラ

ムを実施する予定でいる。 

3 つ目は大手企業、住友化学との長期プ

ログラム。このプログラムは住友化学の米

倉元会長の多大な支援を得て実現したプロ

グラムである。毎年学生を住友化学の愛媛、

大分など別々の工場にインターン派遣し、1

か月半日本スタッフと共に生活し共に仕事

することで日本企業理念・精神を学ぶ。住

友化学からも高い評価を得ている。 

さくらサイエンスプランでの交流で得た

成果を紹介する。 

１. JST との知的財産権領域をテーマにし

た相互理解を深めることができた。 

２. 横浜国立大学との学生交流プログラム

を通じ、両校の強固な協力体制を築くこ

とができた。 

３. 上智大学と科学技術資源協議覚書を交

わし、少なくとも 4 本の国際学術論文

を共同発表した。 

４. 広島大学と本校の建築・芸術学院と実施

したワークショップが、両校で国際交流

事業として正式に共同研究することに

なり、すでに 13 本の共同学術論文を発

表している。 

3. 今後について 

さくらサイエンスプランの今後の展開と

しては、毎年発行しているさくらサイエン

スプラン記念アルバムを、毎学期 1 度開催

のさくらサイエンスプラン説明会で配布し、

学内での知名度を上げるよう全学生・全教

員参加を呼び掛けている。さらに、卒業生

や社会にも協力を呼びかけることにより、

本校学生の訪日機会を増やし、プロジェク

トの拡大を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

大連理工大の SSP 成果報告 

 

 

日本との協力状況、SSP 実施状況、成果発

展 
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地理的要素もあり日中交流が盛ん日留経験

教師多数 

 

 

40 余の大学と協定があり 24 大学と交換留

学、立命館とは国際情報ソフトウェア学部

を共同開設 

 

 

日本語強化班の機械設計・製造自動化専攻

は 5 年制で、毎年 10 名程卒業生を日本留学

に送り出す 

 

 

日本語強化班金属材料専攻は近年 30 名が

東工大・東北大等に留学 

 

 

日本語強化班計算機科学・技術専攻は 35 名

が北大・九大等に交換留学 

 

 

 

大連理工大は中国一日留学生数を誇り、日

本中国留学生学友会長は卒業生。SSP を利

用し学生の日留学への意欲が高める 
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2014-2016 年、30 プログラム 150 名を派遣 

 

 

 

JST・横国大・住化等のプログラムはブラン

ド化し高評価 

 

 

2014年 9月 JSTとMOU締結以来交換交流

を継続 

 

 

知的財産権をテーマに日中双方で短期受入

れを実施 

 

 

横国大とは 2014 年来 SSP を継続、参加者

半数が留学・就職など再訪日 

 

 

横国大プログラムの参加希望倍率は 15 倍 
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住化プログラムは毎年 5 名程がインターン

研修、大部分が住化・他企業に就職 

 

 

学生は住化各事業所で研修企業精神を学ぶ 

 

 

大学組織全体で SSPに取組むことにより学

生の日本との交流機会が増えた 

 

 

 

日本を体感し日本への印象を大きく変えた 

 

 

 

SSP が学生の進路を決める大きな機となる 
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Ｎｏ15 

中国科学技術大学 

国際交流部副部長 蒋家杰 氏 

 

本校のさくらサイエンスプラン参加状況

についてご説明する。 

2014 年から現在までに 32 のプログラム

を実施した。計 256 名を派遣し、そのうち

大学院生は181名、全体の約7割を占める。

本校は大学院生をメインとする大学なので、

大学生と大学院生の割合は、ほぼ同数であ

る。 

日本側受入れ機関は 16 機関で、メインと

なっているのは大学と研究組織で77％を占

める。原子力、科学、現代物理、AI、コン

ピューター、情報、物理など７つの専門分

野の学生がこの各プログラムに参加してい

る。56％のプログラムは教授間の協力によ

り実施されたもので、ほか 28％は本校卒業

生の協力によるものである。 

 

1. 感想 

日本との協力については非常に長い歴史

があり、改革開放以来 20 年以上日本の各大

学と協力を進めてきた。東京大学との共同

成果を例に挙げると、范教授と東京大学の

平野教授の協力による火災国家重点実験室

と、陳教授と甘利教授の協力による高性能

計算国家重点実験室である。1999 年に劉慶

峰教授が日本との長期協力により設立した

人工知能（AI）/音声技術のアイフライテッ

ク社（iFLYTEK/科大訊飛）は、現在では

従業員数 7 千人を超え、先月の株式時価総

額は 1 千億人民元である。 

さくらサイエンスプランのスムーズな実

施は JST をはじめ各協力機関のご尽力の賜

物である。本校ではさくらサイエンスプラ

ン専門の指導教員及び調整員を配置し、毎

年、説明会を開催している。また、出発前

に研修会を行い、事前の準備を行うことで

問題を回避している。さらに、教授座談会

を通して専門的な指導も行っている。また、

プラン参加後には1人15分間の統括報告も

実施しており、そこでは日本での体験など

充実した内容が多く報告されている。 

 

2. さくらサイエンスプランの成果 

日本側受入れ機関との MOU が数多く結

ばれた。 

また、さくらサイエンスプラン終了後、

日本から教授を招へいし、交流会を開催、

共同研究、タスクフォース、論文の共同発

表などもおこなった。 

学生は、帰国後も引き続きチーム毎に交

流グループを作り、過去を振り返るのと同

時に今後の研究のテーマや研究成果につい

てもシェアしている。学生はさくらサイエ

ンスプランに参加後、日本への留学もして

いる。中日学生間交流を深めることができ

た。 

その他の実例 

① 国立情報学研究所との実習生プログ

ラム 

先日私が NII 訪問の際に、数十名の本校

の留学生に会うことができた。彼らは熱心

に研究をおこなっていた。 

② 諏訪東京理科大学との本科生研修プ

ログラムも立ち上げた。 



56  

 

③ KEK との共同研究プログラム 

2014 年から毎年さくらサイエンスプラ

ンを実施し、両機関の協力関係も非常に緊

密となり、学生は自身の視野を広め研究へ

の志を高めるのに非常に効果をもたらして

いる。実施後も東京大学、東北大学とも密

に連携を保ち、大学の先生や学生での共同

研究、博士課程進学などの事例もある。 

④ 新潟大学との協力プログラム 

さくらサイエンスプラン実施後、共同研

究や交換留学、ダブルディグリーなど協力

体制を構築できた。 

 

3. 今後について 

さくらサイエンスプラン実施後も各受入

れ機関と非常に素晴らしい協力関係が実現

している。 

日本から先生方に訪中いただき、学術報

告をしていただいた。 

この学術報告は特に学生にとって大変参考

になった。視野を広め、研究の方向性を広

げ、イノベーションのアイデアを提供して

下さったと学生たちは感想を述べている。

この実績は共同研究、共同育成につながっ

ている。 

統計したところ、2014 年から現在まで日

本に派遣した院生だけでも 556 名、教授は

448 名。そして 197 名の日本の先生と専門

家を本校に招へいした。 

今後、より多くの若者がさくらサイエン

スプランに参加し、またより多くの日本の

先生たちに来ていただきたいと願っている。

大学間の協力はさくらサイエンスプランを

通じてさらに広がるよう期待している。 

 

 

 

4. 講演用資料及び簡訳 

 

科技大学と SSP との軌跡について 

 

 

1.基本データ人数・専攻・受入れ機関分布 

 

 

SSP 参加者の統計データ 
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受入れ機関の統計データ 

 

 

中日教授間での共同研究利用が全体の 6 割 

 

 

2.サポーターについて 

 

東大との共同研究は他分野で 20 年以上 

 

 

MOU 協定校 

 

 

科技大卒業生の協力 
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SSP 推進サポートシステムの構築 

 

 

成果および更なる発展に向けて 

 

 

日本の各機関との協力締結 

 

 

AIST との検討会・東京芸大教授との交流 

 

 

東北大・KEK・新潟大との共同研究 

 

 

中日学生交流 
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学生の日本留学事例 

 

 
KEK・NII などとの共同研究の発展 

 

 

4.SSP 実施後の発展案例の紹介 

 

 

KEK 訪問組は京大・KEK・東北大連携発展 

 

 

新潟大組は特色あるシーンを再現 

 

 

新潟大と長期的な協力体制を構築 
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閉会挨拶 

・ 科学技術振興機構 日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室 沖村憲樹 室長 

 SSP は、私が 2013 年、香港の調査会社がおこなった調査「日本人の９割が中国を嫌い、中国人の９割が

日本を嫌い」というデータを見て、これではいけないと思い発案したものである。中国から１万人の若者を

日本に招こうという考えを持ち、有馬朗人先生とともに、関係方面にお願いに回り、アジアの１５カ国から

3,000人を招くための予算である８億円を確保できた。その後すぐ、2014年2月に中国の関係官庁等を訪問

し、この事業について紹介して回ったところ、中国の科学技術部が賛成して下さり、科学技術部が支援して

下さることになった。年度途中にもかかわらず予算と人を確保し、協力してくれることとなり、科学技術部

の姜小平さんとともに中国中を回った。心から御礼を申し上げる。 

本日の報告会で 15 人の方々の話を聞き、感激した。さくらサイエンスプランの成功は、中国側の関係者

の皆様と支援とともに、日本の JST中国総合研究交流センターに働いている７人の中国出身の職員の努力の

お蔭であると感謝している。将来は３万人、中国からは１万人の招へいを夢見ているが、この夢は降ろした

ことがない。この夢の実現に向け頑張っていく。今日の皆様の話を踏まえて、さらにさくらサイエンスプラ

ンの制度改善に取り組んでいきたい。 

私の持論であるが、中国の科学技術力は日本を抜いたと考えている。日本には分野で優れているところが

残っているため中国から多くの若者が来てくださっていると思うが、中国からももっと招いていただき、日

本の青少年が中国の優れた科学技術を学ぶ機会を与えていただきたい。引き続きご協力をお願いしたい。 

 

科学技術振興機構 日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室室長 沖村憲樹 
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おわりに 

さくらサイエンスプランは日中両国関係の連携を深めるために、重要な役割を果たせることが明らかにな

った。日中両国が更なる連携を実現し、アジアの科学技術の発展に貢献していくことを期待する。 

 

 

さくらサイエンスプラン報告会 in China 2017 

 

 

 


