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1. はじめに 

和歌山大学と山東大学は，両学間の学術交流協定に基づき，共同研究・共同シンポジウムの実

施に関する取り決めを 2005 年 12 月に交わしました。2006 年度以降，その取り決めに基づいて

本学経済学部と山東大学経済学院を中心に共同研究が進められてきましたが 1，その交流は本年

度で 6 年目に入りました 2。また，同取り決めは 5 年単位で双方に異存がなければ継続すること

になっており，本年をもって新たな 5 年間に入ったことにもなります（全くの偶然ですが中国政

府の 5 カ年計画と同期しています）。 
今回の両学の学術交流は，2011 年 12 月 13 日から同年 12 月 19 日までの 7 日間の日程で（最

初と最後の 1 日は移動日なので実質 5 日間），山東大学経済学院から臧旭恒・曹廷求・楊風禄・

張乃麗（各教授）の 4 名の先生方をお招きし，共同検討会，共同研究会，講演会，大学院生指導

会，和歌山調査旅行などを実施いたしました。以下，その概要をご報告いたします。 
 

2. 学術交流 2011 の日程 
2011 年の学術交流の主な日程

を表に示します。結構ハードな日

程でしたが，山東大学の先生方や

本学経済学部を中心とする関係の

方々，大学院生や学生の皆さんに

いろいろとご協力いただき無事に

終えることができました。また期

間中のイベント等にも数多くの

方々にご参加いただきました。 
以下，紙幅の制限もありますの

で，主なイベントを中心にご説明

いたします。 
 

3. 学部長・学長懇談 
山東大学経済学院の一行は，飛行機が予定より 6 時間ほど延着した関係で 12 月 13 日深夜に和

歌山市内のホテルに到着されました。少しお疲れの様子でしたが，翌 14 日の午前中はまず経済

学部に来られ遠藤経済学部長と懇談されました。その後，学長室を訪問され，山本学長，帯野国

際交流担当理事，長友 IER センター長と懇談されました（通訳は同センター楊春春さん）。経済

学部からは，今田教授，阿部准教授，李教授が同行しました。両学の交流をさらに継続させるこ

                                                  
1 詳しくは，牧野真也「和歌山大学経済学部と中国山東大学経済学院との学術交流」国際教育研究センター年報，

第 7 号，32─35 ページ，2011，をご覧ください。 
2 同取り決めのきっかけとなったのは，2004 年の和歌山県からの受託研究であり，そこから数えると本学経済学

部と山東大学経済学院の交流は足かけ 8 年継続していることになります。 

和歌山大学と山東大学の学術交流 2011 の日程（概略） 

日付 午前 午後 

12/13(火)  山東大学教員和歌山市着 

12/14(水)
学部長と懇談，学長・国際交流担

当理事・IER センター長と懇談 
共同検討会 

12/15(木) 自由時間 共同研究会 

12/16(金) 大学院生指導会① 講演会，大学院生指導会② 

12/17(土) 和歌山調査旅行 

行き先：秋津野ガルテン，南紀熊野サテライトなど 12/18(日)

12/19(月) 山東大学教員和歌山市発  
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とや関係をさらに深めることについて，また学生間の交流をもっと活発にすることなどについて

意見が交わされました。 

   

 
4. 共同検討会 

同 14 日午後，14 時 50 分からは，新たな 5 年間

に入った両学の学術交流を今後どのように展開して

いくか検討しました。その中で，具体的な研究とし

ては専門分野が近い研究者間での個別の交流をもっ

と密に進めていく必要性が指摘されました。また，

数年後に研究成果を１つの形（書籍など）にまとめ

ていくことを視野に入れた全体的なテーマとして，

「持続可能性」をとりあげてはどうかということに

なりました。「持続可能性」は，事前のメールによる

山東大学との打ち合わせの中で今回の共同研究会のテーマとして浮上してきたもので，今日のグ

ローバル化の行き詰まりを打開するためのキーコンセプトといえるでしょう。その他，通訳や翻

訳の分担など実務的なレベルの話し合いも行なわれ，予定時間を 1 時間以上超えて活発な議論が

行なわれました。 
 

5. 共同研究会 
翌 15 日の午後は，通算 6 回目の共同研究会が開

催されました。今回の共通テーマ「持続可能な日中

経済関係に向けて」に基づいて，山東大学経済学院

の先生方 3 名と和歌山大学経済学部の教員 5 名が報

告しました。 
持続可能性は非常に射程の長い概念です。経済，

社会，自然環境などさまざまな側面の持続可能性が

あり，さらにそれらが相互に密接に関連しています。

今回の報告においても，経済思想，産業組織，金融，

企業経営，商業，貿易，政治，外交などさまざまな

面からの持続可能性について報告されました。今回

はあまり討論する時間をとれませんでしたが，こう

した多様な領域や，さらにはグローバル化の進展が

密接に関連しあって，持続可能性に係わる大きな問

題群を形成していることを伺わせる内容の研究会で

した。 
共同研究会の後，経済学部主催の歓迎会が開かれ

学部長との懇談の様子と集合写真（李教授提供） 学長室での懇談の様子（李教授提供） 
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ました。多くの経済学部教職員が参加し交流を深めました。 

     
  

6. 講演会 
翌 16 日は，２部構成の大学院生指導会の間に 3

限目の講義を活用して，講演会「現代中国経済の課

題と展望」が開催されました。山東大学の先生方が

本学に来られる際には，たびたび講演をお願いして

おります（学部学生の講義時間を利用して講演会を

開催することも取り決めの合意事項の１つです）。多

くの学生さんが聴講する中，学長の挨拶に続き，お

二人が講演されました。最初の臧先生はテーマを少

しやさしい内容に変更され，中国国内の格差や内需

拡大について講演されました。曹先生は，中国の銀

行ガバナンスの独自性・重要性について論を展開さ

れました。 
 
 
 

 
 

 
7. 大学院生指導会 

講演会の前後，10 時から 12 時と 15 時から 17 時

の 2 回にわたって，本学経済学研究科の大学院生に

対する研究指導が行なわれました。それぞれの時間

帯で留学生 4 名ずつ計 8 名が報告し，山東大学の先

生方がそれぞれ専門の立場からコメントしました。

報告者はもちろん聴講している大学院生も熱心に指

導内容に耳を傾けていました。 
 
8. 和歌山調査旅行 

17 日から 18 日にかけて，紀南地区へ調査のための出張旅行をしました（地元企業などへの訪

問・調査も合意されている事項の１つです）。本学からは経済学部の石橋・李教授と筆者が山東大

学の先生方に同行しました（なお，途中からこの交流の当初からのメンバーである本学の八丁直

行名誉教授も参加されました）。 
17 日は，まず田辺市の「秋津野ガルテン」を訪問しました。近年，社会性・公共性の高い問題

大学院生指導会の様子 

報告する楊先生・臧先生・張先生 共同研究会の様子 歓迎会の様子 

講演する臧先生・曹先生と講演会の様子 
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に対してビジネスの手法を適用し解決しようという試みが世界的に行

なわれつつありますが，このような試みは今回の交流のテーマである

「持続可能性」と密接に関係しているといえるでしょう。秋津野ガル

テンは，地域活性化を目的とした事業の成功例として，きわめて高い

評価を受けています。廃校になった小学校の校舎を利用した宿泊施設

や農家レストラン，交流施設などがあり，多くの訪問者を集めていま

す。私たちも農家レストラン「みかん畑」でおいしく昼食をいただきました。食後に田辺市役所

産業部産業政策課の岸上光克さん（本学経済学部の卒業生です）から，設立の経緯や施設につい

て丁寧なご説明とご案内をいただきました。 
次いで，和歌山大学・南紀熊野サテライトを訪れ，

経済学部の柳准教授が担当する大学院授業「アジア

経済の最新動向」に参加しました。訪問時，南紀熊

野サテライトが入っている田辺市の和歌山県立情報

交流センターBig・U では「U 遊際 2011」というイ

ベントが行なわれており非常に賑やかでした。授業

は，受講生の皆さんと机を挟んで，日中関係や中国

の問題について受講生が質問し山東大学の先生方が答えるという形式で行なわれました。中国政

府に対するやや辛辣な質問や意見などもありましたが，山東大学の先生方は丁寧に回答しておら

れました。紀伊民報の記者桑原弘次さんが取材に来

られ，石橋教授がインタビューを受けました（2011
年 12 月 25 日刊に記事が掲載されています）。 

翌 18 日は，三段壁や千畳敷といった名所を視察

しながら移動し，お昼前に「とれとれ市場南紀白浜」

を訪れました。とれとれ市場は地元の堅田漁業協同

組合が運営する非常に大きな（西日本最大級の）海鮮マーケッ

トです。18 日は日曜日でもあり非常に多くのお客さんで賑わっ

ていました。一通り視察し，海鮮を中心とした昼食をいただき

ました。秋津野地区もそうですが，このあたりは，知恵を絞れ

ばうまくビジネスができる地区なのかもしれません。 
 

9. おわりに 
翌 19 日の早朝に，4 人の先生方は空港リムジンバスで和歌山市を発ち関空へ向かいました（後

日，済南に無地到着とのメールもありました）。今回は新しい 5 年間のスタートの年ということ

もあり，新しい方向性の提案やそれに基づく議論などがおこなわれ，非常に実り多い交流であっ

たと感じています。 
一方，日中間には，事実に基づいていない誤解や感情的な対立などの根深い問題も横たわって

います。しかし，このような対立が何の解決にもならないことは多くの人々の理解しているとこ

ろでしょう。これは 14 日の共同検討会である経済学部教員が発言したことでもありますが，私

たちには日中関係を持続不
．
可能にする選択肢はありません。持続可能にするために私たちは私た

ちの立場でできることをやっていかなければならないと思います。すなわち，地道な交流を通じ

て相互理解を深めていくことの重要性を再認識しました。 

大学院授業「アジア経済の最新動向」 

とれとれ市場南紀白浜 

山東大学の先生方（三段壁にて） 

農家レストラン 


