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☆☆☆  ２０１１年９月１日 第５２号  ☆☆☆ 

====================================================================================== 

★ご投稿・ご意見・ご要望：mailmag@casej.jp まで 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

本期内容 

━━━━ 

◆編集者語－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－郭陽 

◎大型専業人材招聘会のお知らせ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－国内支援委員会 

◎「２０１１年中国（无锡）海智洽谈会」のお知らせ－－－－－－－－－－－－－－－－事務局 

◎厦門市双百計画人材招聘会の参加報告－－－－－－－－－－－－－－－－－－滕勁兵・孔昌一 

◎帰国訪問報告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－李卿 

◎会員の研究・技術開発の紹介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－郭陽 

◎会員投稿 

・秋季养生祝君健康－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－故郷雲整理推薦 

・让你顿悟人生的笑话几则 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－郭陽推薦 

◎会員状況－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－事務局 

◎投稿募集－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－メルマガ編集委員会 

◎メルマガ編集委員の募集－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－メルマガ編集委員会 

======================================================================================

◆編集者語 

━━━━━ 

                                  郭 陽 

 

残暑お見舞い申し上げます。朝夕には秋風が感じられるようになりました。会員の皆様はいか

がお過ごしでしょうか。 

 

８月は帰省の時期で、多くの会員の皆さんはご実家に帰られたと思います。博士協会も帰国訪

問の活動がありました。関連の報告レポートをメルマガに載せました。  

 

日本では、旧暦９月を夜が長い「夜長月」（よながつき）と呼ばれ、現在では新暦９月の別名と

しても用いられます。９月は日の暮れが早くなり、秋が深まる頃です。もうすぐ紅葉の季節がや

ってきます。秋は「食欲の秋」と言われており、美味しいものがたくさん実る季節です。秋の養

生情報コラムで、健康で秋を過ごすポイントをご紹介しております。 

 

９月１日は中国の学校では新学期のスタートです。９月１２日は中秋節です。また、９月１日

は日本の防災の日です。日本の３１１地震は過去最大の地震であり、多くの会員の皆さんにも影

響を与えました。どうぞお体に気をつけてお過ごしください。  

 

９月号のメルマガは、協会活性化・会員交流をメインテーマとし、この中に国内支援委員会の

活動紹介、国内支援の情報、会員投稿、会員の研究・技術開発の紹介などを中心に編成しました。

以上の内容をもってメルマガ第５２号を会員の皆様にお届け致します。お時間のある時に読んで

頂ければ、幸いです。 

 

 メルマガ編集委員会は、より良いメルマガを会員の皆様にお届けすることを目指して、一生懸

全日本中国人博士協会メールマガジン

ン 
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命にメルマガの編集に努めており、メルマガに対してご意見・ご要望があれば、いつでもご連絡

いただき、今後の編集・発行に生かせたいと思っております。どうぞ、宜しくお願い申し上げま

す。 

======================================================================================

◎大型専業人材招聘会のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━ 

国内支援委員会 

 

各位会员，大家好 

 

国内著名大型企业海信集团将于９月１７日至２０日在日本东京和大阪举办两场大型专业人才招

聘会。现将本次招聘会的最新信息转发给大家。这次招聘会正式定名为“海信日本融智行”。 附件

有详细的介绍，请大家参阅。本次招聘不仅仅是招聘有博士学位的，也有的岗位是招聘本科或专门

学校毕业的人才。如有合适同学或朋友也可向他们介绍。报名请把信息发送到 office@casej.jp。 

 

另外，初步确定给参会的各位提供交通费补助１０００日元。 

 

第一会场： 

 

时间：２０１１年９月１７日至１８日 

 

１７日上午 ９：００至１２：００ 说明会 

 

下午  相关个人面谈，沟通 

 

１８日有意向者后续沟通及面谈 

 

地点：京急ＥＸイン 品川駅前 

    

住所：〒１０８-００７４東京都港区高輪３-１３-３ 

  

第二会场： 

 

时间：２０１１年９月１９日至２０日 

 

   １９日上午 ９：００至１２：００ 说明会 

           

下午  相关个人面谈，沟通 

       

２０日没有来得及沟通者的沟通及面谈 

 

地点：ヒルトン大阪 

    

住所：〒５３０－０００１大阪府大阪市北区梅田１丁目８番８号 

 

招聘专业领域：制冷技术、模组半导体、交通信号系统等 IT 领域、家电的制造、通信以及芯片等

领域。 

 

招聘对象：有一定工作经验的技术人才（有博士学位者优先考虑）、优秀的应届博士毕业生  

  

详细信息请参见附件(略)。希望有意者尽早积极踊跃报名。 

 

报名请发至：office@casej.jp 

mailto:office@casej.jp
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报名时请务必注明： 

 

（１） 参加时间及会场 

 

（２） 是否填写履历书 

 

（３）招聘单位可以直接联系到本人的联系方式 

  

国内支援委员会 庞楠・刘学振 

 

======================================================================================

◎「２０１１年中国（无锡）海智洽谈会」のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   事务局 
 

各位会员，大家好 

 

为了充分利用中国科协“海外智力为国服务行动计划”和教育部“春晖计划”资源，有效发挥无

锡市“５３０计划”、“泛５３０计划”和“千人计划”的招才引智优势，加快海外科技项目引进和

海外科技人才引进，无锡市委、市政府与中国科协、国家教育部将于２０１１年１１月５—６日在

无锡联合举办“２０１１年中国（无锡）海智洽谈会”。 

 

我们博士协会将推荐组织我们的会员参加此次洽谈会。 

 

现将此次洽谈会信息转发给大家，希望大家踊跃报名参加。详细信息敬请参照附件说明(略)。 

 

有意者，特别是带有高新技术项目的会员或亲朋友人都可以报名参加。 

 

报名材料请于９月１５日之前发至 office@casej.jp 

 

======================================================================================

◎厦門市双百計画人材招聘会の参加報告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

滕勁兵・孔昌一 

 

 

福建省厦門市政府代表団は日本で初めて以下の日程で厦門市「引進高層次人材―双百計画」に

関する人材招聘会を開きましたので、ご報告致します： 

 

東京会場：アクタスアドバイザリー 株式会社 

 

          東京都港区赤坂３-２-６、赤坂中央ビル７階 

 

     ８月２２日（月）下午１４：３０ － １７：００ 

  

大阪会場：大阪駅前第２ビル６階１０１大講義室、大阪市立大学梅田サテライト 

 

     ８月２５日（木）下午１４：３０ － １７：００ 

  

東京会場では本会代表者劉真、劉学振、滕勁兵三名及び本会の友好団体である全日本中国留学

生学友会の会長韓氷をはじめ五名の代表者が参加されました。厦門市政府代表団は厦門市の自然、

環境、海外人材吸引政策「引進高層次人材―双百計画」などについて説明をしてから、約一時間

位の自由交流時間を設け、参加者との交流、相互理解を深めました。 

mailto:office@casej.jp


   

 

大阪会場では本会代表孔昌一及び学友会の四名の代表者が参加されました。  

 

今回の厦門市の「引進高層次人材―双百計画」の受入れ条件や待遇などについては、これまで

の「千人計画」よりはレベルが尐し低い気がしますが、会員の皆様におかれまして、ご興味があ

れば、「引進高層次人材―双百計画」に関する紹介資料などもありますので、ぜひ事務局

（office@casej.jp）までにお問い合わせて頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

 

======================================================================================

◎帰国訪問報告 

━━━━━━━ 

李 卿 

 

全日本中国人博士協会会員１２名一行は江蘇省塩城市政府、山東省済南市科学技術協会、山西

省人社庁海外人才服務中心の「邀請」を受け、８月１３日から２２日かけて、塩城市、済南市と

太原市を訪問した。 

 

８月１３日～１６日、塩城市を訪問、曹友琥副市長をはじめ、大豊市肖楽農副市長、市政府関

係者と懇談し、全日本中国人博士協会と塩城市との協力関係について意見を交換し、今後の合作

関係を確認した。市政府のアレンジで、現地著名な企業及び関連部門：大豊港，風力発電場、塩

城市高新技術園区、塩城市環保産業園を訪問し、「項目」交流、人才需要など関係者と幅広く交流

を行った。 

 

８月１６日から、会員一行は済南市を訪問した。済南市張宗祥市委常委兼副市長、済南市科協

等市政府「領導」と懇談し、済南市の「５１５０引才計画」を紹介された。全日本中国人博士協

会と済南市との協力関係について意見を交換した。さらに、済南市高新区を考察し、会員一行の

メンバーは専門ごとに三つのグループ（医学薬学、電子工学、機械工学）に分かれて関連大学、

企業を訪問し、「項目」の紹介、人才需要などについて交流を深めた。わが博士協会会員一行の済

南市への訪問については、済南テレビ及び済南日報にも報道され、地元から全日本中国人博士協

会への高い期待と関心が伺えた。 

 

８月１９日に済南市の訪問を終え、会員一行は山西省太原市に向かった。２０日に山西省海外

人才服务中心が主催した山西省の企業との懇談会に参加し、地元の高新企業と交流を行った。２

１日に関連企業との共同研究や合同開発の調印式を行い、全日本中国人博士協会会員一行のメン

バーが地元企業と三つの協議を結んだ。また山西省人社庁海外人才服務中心と全日本中国人博士

協会との間に人材交流の意向書を交わした。太原市での活動も太原日報と山西テレビに報道され

た。 

 

今回の回国訪問を通して、わが博士協会と塩城市、済南市と太原市との交流を深めた。これか

ら博士協会の「務実、創造、掛橋、貢献」精神をさらに発展し、今後の人才交流、会員の「為国

服務」、回国創業、などを幅広く展開していくことになるであろうと信じている。  

 

======================================================================================

◎会員の研究・技術開発の紹介 

━━━━━━━━━━━━━━ 

郭 陽 

 

流体解析システムの研究開発 

 

流体解析技術は、１９９０年代より３次元流れ場を解析するツールが普及し始めた。その後、

ハードウエアの発展および設計のデジタル化により、流体解析ツールは多くのものづくり分野（例

えば、重工業、車両、電機、宇宙・航空、精密機器等）において、不可欠なツールとなりつつあ

る。 

 

mailto:office@casej.jp


   

近年は、開発コスト・期間を短縮するため、設計の上流段階において、製品の性能を高精度か

つ迅速に予測することが求められている。前述したように、流体解析ツールは、ものづくり現場

の不可欠なツールとして普及しているが、振動、騒音、キャビテーション、乱流熱輸送等の非定

常現象の予測精度という観点では課題があり、これらの現象を高精度に予測することができるツ

ールが必要である。 

 

また、昨今のハードウエアの発達した百万コア規模の計算リソースを有効利用する解析技術が

求められている。 

 

本研究チームでは、乱流現象の高精度予測により、ものづくり設計への貢献を目的とする流体

解 析 シ ス テ ム を 開 発 す る 。 開 発 す る ソ フ ト ウ ェ ア は FrontFlow/blue 

(http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/dl/) をベースとする。 

 

FrontFlow/blue は非圧縮流体の非定常流動を高精度に予測可能な Large Eddy Simulation(LES)

に基づいた汎用流体解析コードである。形状適合性に優れた有限要素法による離散化を採用し、

ファン/ポンプ等の流体機械や複雑形状周りの非定常乱流解析および流れから発生する騒音の予

測が可能である。システムの特長のひとつとして、PC クラスタから次世代スパコンまで、多様な

マシンアーキテクチャにおいて高速に動作することがあげられる。  

 

本プロジェクトでは、実機まるごと高精度熱流体解析に必要な１０００億グリッド規模までの

解析を実施する。 

 

本システムは、ものづくり現場の設計者にも使用できることを想定しており、ユーザの作業負

荷を極力小さくするユーザーインターフェースの開発にも取り組む。 

 

====================================================================================== 

◎会員投稿 

━━━━━ 

 

・秋季养生祝君健康 

故郷雲 整理推薦 

 

随着秋季到来，暑夏的高温已降低，人们烦躁的情绪也随之平静，且秋风带来秋季宜人的景色。

此时切勿因眼前的美景忽视了养生。许多因素往往在不经意间影响着您的健康，且夏季过多的耗损

也应在此时及时补充，所以秋季您亦应特别重视养生保健。  

 

１、合理膳食，以防燥护阴、滋阳润肺为准则 

秋季天高气爽，气候干燥，秋燥之气易伤肺。因此，秋季饮食宜清淡，少食煎炒之物，多食新鲜

蔬菜水果，蔬菜宜选用大白菜，菠菜，冬瓜，黄瓜，白木耳；肉类可食兔肉，鸭肉，青鱼等；多吃

一些酸味的食品，如广柑，山楂等。适当多饮水，多吃些萝卜，莲藕，香蕉，梨，蜂蜜等润肺生津，

养阴清燥的食物；尽量少食或不食葱，姜，蒜，辣椒，烈性酒等燥热之品及油炸，肥腻之物。另外，

要特别注意饮食清洁卫生，保护脾胃，多进温食，节制冷食、冷饮，以免引发肠炎，痢疾等疾病。 

 

２、积极参加体育锻炼，强身健体 

秋季秋高气爽，是户外活动的黄金季节。在此季节加强体育锻炼，是秋季保健中最积极的方法。

秋季要早睡早起，晨起后要积极参加活动健身锻炼，可选择登山，慢跑，快走，冷水浴等锻炼项目。 

 

３、保持乐观情绪，静养心神 

入秋固然天高云淡，硕果累累，令人愉悦，但随之的秋风瑟瑟，秋雨绵绵也常令人心生秋愁。秋

季，在精神调养上也应顺应季节特点，以“收”为要，做到“心境宁静”，这样才会减轻肃杀之气对

人体的影响，才能适应秋天的特征。古人认为秋季的精神养生应做到“使志安宁，以缓秋刑，收敛

神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应。”也就是说，以一颗平常心看待自然界的变化，

或外出秋游，令心旷神怡；或静练气，收敛心神，保持内心宁静；或多接受阳光照射，保持平常而

愉悦之心。 

http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/dl/


   

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

・让你顿悟人生的笑话几则 

郭 陽 推薦 

 

１、父子二人看到一辆十分豪华的进口轿车。儿子不屑地对他的父亲说："坐这种车的人，肚子里

一定没有学问！"父亲则轻描淡写地回答："说这种话的人，口袋里一定没有钱！" 

 

你对事情的看法，是不是也反映出你内心真正的态度？ 

 

２、晚饭后，母亲和女儿一块儿洗碗盘，父亲和儿子在客厅看电视。突然，厨房里传来打破盘子

的响声，然后是一片沉寂。儿子望着他父亲，说道："一定是妈妈打破的。" "你怎么知道？" "她没

有骂人。" 

 

我们习惯以不同的标准来看人看己，以致往往是责人以严，待己以宽。 

 

３、有两个台湾观光团到伊豆半岛旅游，路况很坏，到处都是坑洞。一位导游连声说路面简直像

麻子一样。而另一个导游却诗意盎然地对游客说："我们现在走的正是赫赫有名的伊豆迷人酒窝大道

"。 

虽是同样的情况，然而不同的意念，就会产生不同的态度。思想是何等奇妙的事，如何去想，决

定权在你。 

 

４、妻子正在厨房炒菜。丈夫在她旁边一直唠叨不停："慢些、小心！火太大了。赶快把鱼翻过来、

油放太多了！"妻子脱口而出："我懂得怎样炒菜。"丈夫平静地答道："我只是要让你知道，我在开

车时，你在旁边喋喋不休，我的感觉如何......" 

 

学会体谅他人并不困难，只要你愿意认真地站在对方的角度和立场看问题。 

 

５、小明洗澡时不小心吞下一小块肥皂，他的妈妈慌慌张张地打电话给家庭医生求助。医生说："

我现在还有几个病人在，可能要半小时后才能赶过去。"小明妈妈说："在你来之前，我该做什么？"

医生说："给小明喝一杯白开水，然后用力跳一跳，你就可以让小明用嘴巴吹泡泡消磨时间了。" 

 

事情既然已经发生了，何不坦然自在地面对。担心不如宽心，穷紧张不如穷开心。 

 

======================================================================================

◎会員状況 

━━━━━ 

                              事務局 

 

今日現在までに、４７４名が入会しています。先月より + ０名です。 

 

====================================================================================== 

◎投稿募集 

━━━━━ 

 

 協会のメルマガは毎月１期発行されています。会員には、ご自分の研究紹介、感想、雑談、思

い出、提案などがあれば、どんなささやかのことでも構いませんので、皆さんからのご投稿をお

待ちしております。 

 

              投稿先：メルマガ編集委員会 mailmag@casej.jp 

 

======================================================================================

◎メルマガ編集委員の募集 

━━━━━━━━━━━━ 

mailto:mailmag@casej.jp


   

 

メルマガは我が協会内部の情報誌として、全ての会員のご参与を期待しております。メルマガ

は毎月一回発行され、今のところ６人のメルマガ委員が分担して編集・校正を行い、作業自体は

それほど複雑ではないです。我が協会の活性化のため、有志の方にはぜひご応募頂ければ、と思

っております。一緒に博士協会を盛り上げましょう！ご応募をお待ちしております。  

 

応募先：メルマガ編集委員会 mailmag@casej.jp 
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★事務局からのお願い 

 

 転職や就職等でメールアドレスの変更が発生した場合には、ぜひ事務局宛にご一報ください。 
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