
                                 

2019年 1月 20日 

日本友好交流大学各位 

大連理工大学 

学長 郭 東明 

 

2019年大連理工大学開校 70周年記念 

中日大学学生友好交流大会のご案内 
 

拝啓 厳寒の候、貴校にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃

より本学との友好交流にご尽力、ご支援いただき、心より感謝申し上げます。 

この度、2019年中日青少年友好交流促進年及び 2019年大連理工大学開校 70

周年記念行事の一環として、これまで本学と友好交流いただきました大学をお

招きし、｢中日大学学生友好交流大会｣を開催する運びとなりました。 

対日交流は本学におきまして一番力を入れて取り組んでいる国際交流分野

であります。これまで長きにわたり、大変お世話になった諸友好交流大学に日

頃の感謝を込めて本大会を開催し、今後ますます双方の大学、学生、教職員の

皆様との連携、交流を深めていくことを期待するものであります。 

つきましては、ぜひ各大学にて参加希望者を募っていただきたく、ご案内を

申し上げた次第です。 

詳細につきましては、別添【実施・募集要項】に記載しておりますので、お

手数ではございますが、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

  

 

本件担当：曲 媛 

大連理工大学 国際交流課 

Email:quyuan@dlut.edu.cn 

Tel:86-411-84708191 

          



 

2019年大連理工大学開校 70周年記念 

中日大学学生友好交流大会 

【実施・募集要項】 

 
１． 目的 

日本の大学間協定大学及び諸友好大学を招き、本学の学生との交流活動を通

し、中日両国間の連帯感と友情を育成すると同時に、大学間の連携、交流を更

に深めることを目的とする。 

２． 主催と実施場所 

主催：大連理工大学（中国遼寧省大連市甘井子区凌工路 2号） 

実施場所：大連理工大学キャンパス内・大連市内及び周辺 

３． 実施期間 

2019年 4月 29日（月）大連着―5月 6日（月）大連発 

（別添の日程表プラン A～E の中から一つご選択ください。但し、内容は多少

変更する可能性があります。） 

４． 対象学生 

日本の大学間交流協定大学、諸友好大学の正規課程に在籍している学生 

５． 募集人数 

日本人学生 400人程度（応募多数の場合は選考することが可能） 

（1） 各大学の国際交流課からの推薦において、10～15名選考。一団体に、１

～2名の引率教員が必要。 

（2） 各大学の学部からの推薦において、10 名～15 名選考。一団体に、1～2

名の引率教員が必要。 

＊一大学、複数団体の推薦可。 

＊学部からの推薦の際には、各大学の国際課に一報する。 

６． 参加費用 

本学負担の費用： 

大連滞在中の宿泊費、食事代（学食）、授業料、見学費用、空港送迎と団体

移動の交通費。 



参加者負担の費用: 

往復旅費、海外保険、ビザ等取得手数料、個人的な消費。 

＊なお、教授・准教授の引率者が滞在期間中、講演か特別講義を 3回以上なさ

る場合は、本学担当者（国際交流課或いは学部の連携者）にご連絡ください。

資格確認が通れば、往復旅費は本学が負担可能。具体的な手続きは、本学各担

当者にご相談ください。 

＊海外保険は各自必ずご加入ください。 

７． 終了証書 

終了証書を交付する。 

８． 申請書類 

（1） 推薦名簿 

（2） 参加申込書（電子版顔写真を添付） 

（3） パスポート（顔写真ページのスキャン）（未取得の場合、取得次第提出） 

＊各大学の国際課が取りまとめた書類は本学国際交流課（曲  媛、

quyuan@dlut.edu.cn ）に、各学部が取りまとめた書類は本学それぞれの連携

協力学部（受け入れ学部）にお送りください。 

９． 締め切り 

2019年 2月 28日（木） 

１０． 問い合わせ先 

大連理工大学国際交流課 

曲 媛 

電話番号：86-411-84708191/15524772979      

メール：quyuan@dlut.edu.cn 

＊応募メールの受信確認後、5日以内に受信確認メールをお送りします。返

信がない場合は、お問い合わせください。 

mailto:quyuan@dlut.edu.cn
mailto:quyuan@dlut.edu.cn


日 時刻 内容 場所

全日 大連着、ホテルチェックイン 大連理工大学国際会議中心

18:00-20:00 歓迎会 同上

8:00-9:30 開幕式・オリエンテーション 大連理工大学体育館

10:00-11:40 レザー彫刻大会・体験 機械工程学院工程訓練センター

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 レザー彫刻大会成果発表と評価 機械工程学院工程訓練センター

15:30-17:00 中国語授業１（中国語の基本知識と日常会話） 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 サークル体験 キャンパス内

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 中国文化体験（太極扇子/書道/漢服体験） 体育館

15:30-17:00
中日学生スポーツ大会（サッカー/バスケ/卓球

など）
体育場

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 3Dプリント大会 機械工程学院工程訓練センター

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 3Dプリント大会成果発表と評価 機械工程学院工程訓練センター

15:30-17:00 中国語授業２（自己紹介) 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 実験室見学（機械系) 機械工程学院

10:00-11:40 中国語授業３（飲食に関する言葉） 国際教育学院

12:00 昼食 食堂

16:00 自由行動

全日 中日学生交流会・出し物練習

18:00-20:30
中日学生交流パーティー（中日学生全員参加、

双方学生による演出）
山上ホール

5月5日
（日）

全日 大連市内・旅順見学 大連

5月6日
（月）

全日 大連発

2019年大連理工大学開校70周年記念
中日大学学生友好交流大会プランA（機械工程学院）

4月29日
（月）

4月30日
（火)

5月1日
（水）

5月2日
（木）

13:30-16:00 大連市内

5月3日
（金）

5月4日
（土）

日系企業見学



日 時刻 内容 場所

全日 大連着、ホテルチェックイン 大連理工大学国際会議中心

18:00-20:00 歓迎会 同上

8:00-9:30 開幕式・オリエンテーション 大連理工大学体育館

10:00-11:40
研磨大会の事前準備・説明会・練習・指導（炭素

鋼）
材料科学工程学院

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 研磨大会の練習・指導（炭素鋼） 材料科学工程学院

15:30-17:00 中国語授業１（中国語の基本知識と日常会話） 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 サークル体験

9:30-11:30 中国文化体験（太極扇/書道/漢服体験）

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 研磨の練習・指導（炭素鋼）

15:30-17:00 研磨の練習・指導（鋳鉄）

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 研磨の練習・指導（鋳鉄） 材料科学工程学院

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 研磨の練習・指導（純鉄） 材料科学工程学院

15:30-17:00 中国語授業２（自己紹介) 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 研磨の練習・指導（純鉄） 材料科学工程学院

10:00-11:40 中国語授業３（飲食に関する言葉） 国際教育学院

12:00 昼食 食堂

16:00 自由行動

全日 研磨大会 材料科学工程学院

18:00-20:30
中日学生交流パーティー（中日学生全員参加、双

方学生による演出）
山上ホール

9:30－11：30 研磨大会修了式及び証書授与式 材料科学工程学院

12:00 昼食・大連市内・旅順見学 大連

5月6日
（月）

全日 大連発

2019年大連理工大学開校70周年記念
中日大学学生友好交流大会プランB（材料科学工程学院）

4月29日
（月）

4月30日
（火)

5月2日
（木）

5月3日
（金）

13:30-16:00 大連市内

＊「全国大学生研磨技術大会」は2012年より、中国の清華大学などの大学が連携し合い、開催されたのです。その後、
年に一回開催され、2015年より中国の教育部に認定される大会となりました。本学は毎年この大会に参加する学生を選
抜し、事前に学内で「研磨大会」に参加するための練習と選抜戦を行います。

5月4日
（土）

5月1日
（水）

キャンパス内

材料科学工程学院

日系企業見学（伊藤機工)

5月5日
（日）



日 時刻 内容 場所

全日 大連着、ホテルチェックイン 大連理工大学開発区キャンパス

18:00-20:00 歓迎会 同上

8:00-9:30 開幕式・オリエンテーション 大連理工大学体育館

10:00-11:00 メインキャンパス見学・学生交流 メインキャンパス

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 AI特論1：超視覚計算 国際情報ソフトウェア学院

15:30-17:00 中国語授業１（中国語の基本知識と日常会話） 国際情報ソフトウェア学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 サークル体験 キャンパス内

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 中国文化体験（太極扇/書道/漢服体験） 体育館

15:30-17:00
中日学生スポーツ大会（サッカー/バスケ/卓球な

ど）
体育場

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 AI特論2：水下知能ロボット

10:00-11:40 AI特論3：数字シミレーションとデータ可視化

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 AI特論4：メディア交互とゲーム設計 国際情報ソフトウェア学院

15:30-17:00 中国語授業２（自己紹介) 国際情報ソフトウェア学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 AI特論5：健康医療知能計算 国際情報ソフトウェア学院

10:00-11:40 中国語授業３（飲食に関する言葉） 国際情報ソフトウェア学院

12:00 昼食 食堂

16:00 自由行動

全日 数字媒体技術実験室開放日・出し物練習 国際情報ソフトウェア学院

18:00-20:30
中日学生交流パーティー（中日学生全員参加、双

方学生による演出）
山上ホール（メインキャンパス

へ移動）

5月5日
（日）

全日 大連市内・旅順見学 大連

5月6日
（月）

全日 大連発

5月4日
（土）

国際情報ソフトウェア学院

2019年大連理工大学開校70周年記念
中日大学学生友好交流大会プランC

（国際情報ソフトウェア学院、開発区キャンパス）

4月29日
（月）

4月30日
（火)

5月1日
（水）

5月2日
（木）

5月3日
（金）

13:30-16:00 日系企業見学 大連市内



日 時刻 内容 場所

全日 大連着、ホテルチェックイン 大連理工大学国際会議中心

18:00-20:00 歓迎会 同上

8:00-9:30 開幕式・オリエンテーション 大連理工大学体育館

10:00-11:40
共同授業1（アメリカ人か日本人教員による選択式

講義。中日学生合同。)
外国語学院

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 特別講義（異文化理解について) 外国語学院

15:30-17:00 中国語授業１（中国語の基本知識と日常会話） 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 サークル体験 キャンパス内

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 中国文化体験（太極扇子/書道/漢服体験） 体育館

15:30-17:00
中日学生スポーツ大会（サッカー/バスケ/卓球な

ど）
体育場

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30
中日大学生フォーラム（テーマ：私の考える異文

化理解、発表言語：日本語／英語／中国語）
外国語学院

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00
中日大学生フォーラム（テーマ：私の考える異文

化理解、発表言語：日本語／英語／中国語）
外国語学院

15:30-17:00 中国語授業２（自己紹介) 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30
共同授業２（アメリカ人か日本人教員による選択

式講義。中日学生合同。)
外国語学院

10:00-11:40 中国語授業３（飲食に関する言葉） 国際教育学院

12:00 昼食 食堂

16:00 自由行動

全日 中日学生交流会・出し物練習

18:00-20:30
中日学生交流パーティー（中日学生全員参加、双

方学生による演出）
山上ホール

5月5日
（日）

全日 大連市内・旅順見学 大連

5月6日
（月）

全日 大連発

5月4日
（土）

2019年大連理工大学開校70周年記念
中日大学学生友好交流大会プランD（外国語学院）

4月29日
（月）

4月30日
（火)

5月1日
（水）

5月2日
（木）

5月3日
（金）

13:30-16:00 日系企業見学 大連市内



日 時刻 内容 場所

全日 大連着、ホテルチェックイン 大連理工大学国際会議中心

18:00-20:00 歓迎会 同上

8:00-9:30 開幕式・オリエンテーション 大連理工大学体育館

10:00-11:40 中日学生交流会（チームワークゲーム） 教室

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 特別講義（中日文化比較) 総合一棟

15:30-17:00 中国語授業１（中国語の基本知識と日常会話） 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30 サークル体験 キャンパス内

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 中国文化体験（太極扇/書道/漢服体験） 体育館

15:30-17:00
中日学生スポーツ大会（サッカー/バスケ/卓球

など）
体育場

17:30 夕食 食堂/自由

8:30-11:30
「海を越える私たちの友情」－座談会

（中国・日本の友達との縁）
主事務棟一階

12:00 昼食 食堂

13:30-15:00 「魂」自動車チーム交流・体験 車両工程学院

15:30-17:00 中国語授業２（自己紹介) 国際教育学院

17:30 夕食 食堂/自由

8:00-9:30 革新創業教育基地見学（ロボット実験室など） 創新創業学院

10:00-11:40 中国語授業３（飲食に関する言葉） 国際教育学院

12:00 昼食 食堂

16:00 自由行動

全日 中日学生交流会・出し物練習

18:00-20:30
中日学生交流パーティー（中日学生全員参加、

双方学生による演出）
山上ホール

5月5日
（日）

全日 大連市内・旅順見学 大連

5月6日
（月）

全日 大連発

5月4日
（土）

2019年大連理工大学開校70周年記念
中日大学学生友好交流大会プランE（特別推薦）

4月29日
（月）

4月30日
（火)

5月1日
（水）

5月2日
（木）

5月3日
（金）

13:30-16:00 日系企業見学 大連市内
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