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 香港との出会い 
“香港－日本交流年2005” 
 青年の日           
  2005年10月15日(土曜日) 

  午前10時－午後4時30分 

  六本木ヒルズ森タワー40階 

  六本木アカデミーヒルズ40 
 

HONG KONG



 
 

 

シ ン ポ ジ ウ ム 

－香港と日本の青年像 －香港と日本の青年像 

日時： 2005年10月15日 　午前10時－午後1時(土曜日) 
 (御参加の皆様に軽いランチをご用意しております) 

会場： 六本木ヒルズ森タワー40階　六本木アカデミーヒルズ40  キャラントB 
 東京都港区六本木6-10-1  

言語： 英語・日本語 (同時通訳有り)  

司会進行役：  

- 日米教育委員会（フルブライト・プログラム) 

 デビッド・サターホワイト 事務局長 (政治学博士) 
(David H. Satterwhite, Ph.D., The Japan-U.S.
Educational Commission (Fulbright Programme)) 

- 慶応義塾大学グローバル・セキュリティ研究所 

 加 藤 暁 子 研究員 

　日本と香港はこれまで長きにわたり相互に重要なビジネス・パートナーであり文
化的ひらめきの源となってきました。ジャッキー・チェン、チャウ・シンチー、ウォン・
カーウェイは日本でよく知られた名前ですが、一方、任天堂、宮崎駿映画、回転寿司
は数多くの香港人の心を捕えています。 

　個別に見ると、日本は世界第２位の経済大国としてグローバルな成長を牽引する
鍵を握り、他方、香港は世界中で最も自由度の高い経済体としての地位を長期にわ
たり保持し、アジアの重要な国際金融センターであります。 

　これら二つのアジアにおける重要な経済体に生きる若者達これら二つのアジアにおける重要な経済体に生きる若者達はどんな共通点を有すはどんな共通点を有す
るだろうか？　彼らが本当は何に関心を持っているのか？るだろうか？　彼らが本当は何に関心を持っているのか？　ますますグローバル化　ますますグローバル化
が進むが進む21世紀の渦中でどのような将来を見つめているのであろうか世紀の渦中でどのような将来を見つめているのであろうか？　これらの？　これらの
問いかけは日本と香港のみならず問いかけは日本と香港のみならず、この地域全体が健全であるために重要である。この地域全体が健全であるために重要である。 

　相互理解とクロスカルチュアー交流を強化するため　相互理解とクロスカルチュアー交流を強化するため、香港特別行政区政府駐東京香港特別行政区政府駐東京
経済貿易代表部は経済貿易代表部は、これらの論点を軸とするセミナーをこれらの論点を軸とするセミナーを10月15日に東京で主催いた日に東京で主催いた
します。します。 

　日本と香港の有名大学７校から専門家をお招きし、両方にとっての文化的影響は
何か、さらには教育、科学、技術、キャリア、愛情と結婚、彼らの育った社会などの
諸問題に若者はどう向きあっているのかなど、広範な話題につきお話しを伺います。
ご興味のある方の参加を歓迎いたします。 

大学からの講演者： 

■日本側 (アルファベット順) 

・一橋大学 商学部・大学院商学研究科 
  (Hitotsubashi University) 太 田    浩  専任講師 
                                         “変わり行く高等教育とその若者へのインパクト 
                                      （日本と香港の場合）” 

・慶應義塾大学 システムデザイン工学科 
  (Keio University)　 三 田    彰  教授 
                                “理工学分野での香港と日本の学生の違いについて” 

・上智大学  比較文化学部 
(Sophia University) デビッド・スレーター 助教授 (Dr. David Slater)

                                         “グローバル観ある教育―希望と挑戦” 

・早稲田大学 アジア太平洋研究科 
  (Waseda University) 園 田 茂 人  教授 
                                         “恋人の条件？：香港と東京の大学生の比較”  
■香港側 (アルファベット順) 

・香港中文大学  日本研究学科 
(The Chinese University   リ ン 中 野  助教授 (Dr. LynneNakano)
  of Hong Kong)                “香港の若者への日本ファッションの影響”

・香港科技大学 工商管理学院 
(The Hong Kong University   竹 内 理 樹  助教授 
  of Science and Technology)“外国での労働環境における適応過程の文化比較”

・香港大学  日本研究学科 
(The University of Hong Kong) 中 野 嘉 子  助教授 

                                         “多文化の壁・多言語の壁　グローバルな仕事をめざすとき”
  
 ●対象参加者：大学学部スタッフ、学生、若者に関する専門家など 
 



  　　　　（アルファベット順） 

● 香港城市大学 
    (City University of Hong Kong)  

● 香港中文大学 
    (The Chinese University of Hong Kong)

● 香港科技大学 
    (The Hong Kong University of Science and   
      Technology)  

● 香港大学  
    (The University of Hong Kong)

時間： (受付開始2時) 
 午後2時30分～4時30分  
会場： 六本木ヒルズ森タワー40階 
 六本木アカデミーヒルズ40 
 キャラントB 
 東京都港区六本木6-10-1  
言語： 英語・日本語（同時通訳あり） 

高校生、インターナショナル・スクー
ルの学生、大学の学部生、大学院生、
大学教授、その他、香港留学にご関
心のある方でしたら、どなたでも
歓迎いたします。 

● 受付 

● 香港の大学によるプレゼンテーション 

● かつての香港留学生による体験談 

● 質疑応答 

● 展示 

香港 
留学 
香港 
留学 

プログラムプログラム プログラム 

香港よりの参加大学香港よりの参加大学 香港よりの参加大学 

説明会対象者説明会対象者 説明会対象者 

 

 

ロードショー － 香港留学 
「アジアの世界都市は中国を学ぶ入り口」 
 

ロードショー － 香港留学 
「アジアの世界都市は中国を学ぶ入り口」 
 
●　世界へ開かれた中国の玄関口、香港は、日本人学生にとって国際文化を
直接体験できる格好の舞台です。中国を初め他のアジアに近接した香港に
住むことで、人間的に成長するだけでなく、専門的なキャリアを伸ばす極め
て貴重な体験がきっと得られます。 

●　香港の大学での授業は英語を使って行なわれます。また、広範な学科
や文化行事を提供しているため、どんな分野を専攻している学生でも、東西
の文化が出会う独自性あふれる街、香港で、相対的な視野をもって同様の学
科を学ぶことができるのです。 

●　学問の自由を満喫できる香港の大学には、中国、東アジア、全世界の直
面する現代の問題を探求できるオープンな知的環境があります。 

●　留学生は香港の大学で地元の学生たちとすぐに打ち溶け、キャンパス・
ライフに溶け込むことができます。香港留学は、皆様の人生にとってきっ
と忘れられない経験となることでしょう。 

●　香港留学にご関心をお持ちですか？それでしたら、今こそ香港留学の情
報集めをする絶好のチャンス...。東京にある香港経済貿易代表部の協力に
より、4つの香港の有名大学の代表が10月15日に来日して、香港留学のチ
ャンスについて詳しくご説明いたします。大学を代表する彼らは皆さんの
ご質問に答え、また展示会を通して香港の教育に関する多くの情報を提供
いたします。また、かつての留学生が、イキイキとした体験談を語ってくれ
ることになっています。 

この機会にお早めにお申込みください！ 
 



香港との出会い 
“香港－日本交流年2005”青年の日 

参加申込書  

六本木ヒルズ森タワー40階 
六本木アカデミーヒルズ40、キャラントＢ 

2005年10月15日(土曜日)　10:00 am - 4:30 pm 

 

 香 港 経 済 貿 易 代 表 部   
担　当 :  新井・橋本 宛（Tel：03-3556-8965）
F a x  :  03-3556-8968  
E-mail :  common_5f@hketotyo.gov.hk

●お手数ですが日本語／英語ともお書き込みください。 

（フリガナ） 

ご芳名 

（Name）  Mr. / Ms.        

（フリガナ） 

貴組織名・または学校名 

（Organisation・University）       

学部･学年　または部署・役職名など  

（Department･Title）       

ご住所 〒 

（Address）         

Tel No:      Fax No:  
 
E-mail address:  
 

（I） 第1部 シンポジウム － 香港と日本の青年像 ：10:00 am - 1:00 pm 

（II）第2部 ロードショー － 香港留学　　　　 ：  2:30 pm - 4:30 pm 
 

□ 第1部のみ参加、　□ 第2部のみ参加、　□ 第1部＆第2部参加 

《六本木アカデミーヒルズ40　へのアクセス》 

地下鉄ご利用の場合： 2階展望台入口の向かいのドアが六本木アカデミーヒルズへの入口です。エントランス 
ホール左手奥のエスカレーターでいったん１階に降りてから専用エレベーターで40階へ。 

車ご利用の場合： 1階車寄せＣ、またはＢからガラスドア奥の六本木アカデミーヒルズ40入口から専用 
 エレベーターで40階へ。  

詳しくは六本木ヒルズ総合インフォーメーション　Tel  03-6406-6000 
http://www.academyhills.com/forum/access/map49_40.html#map4940_1   

10月7日（金）締切 


