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Ⅰ．概要
Ⅰ．概要
1． 背景
近年、飛躍的に発展を続ける中国においては、教育水準の向上を目標に、政府が巨
額の資金を公立教育機関へ投入するとともに、親もまた、子供が将来の激しい競争に勝
ち抜けるように、幼児の時から教育投資を惜しまないことが共通認識となり、莫大な教育
市場が形成されています。また、公立教育機関とは別に、学校外教育（塾など）や職業
人育成や企業人を対象にした民間の教育関連企業も海外からの投資を受けて急速に
成長し、既にアメリカで上場している中国の教育関連企業は９社におよびます。
※2009
2009 年市場規模 6800
6800 億元（約 10 兆円）

一方、IT 技術、情報機器の進化、インターネットや３G の普及に伴い、教育現場にお
いても情報インフラは既に整備され、IT 技術の教育への応用がはじまっています。
しかし、そこでは課題も具現化してきており、例えば、学校においては、「いかに IT 技
術を活かして教師の負担を減らしながら、教育効果を上げるか。」また、教育関連企業に
おいては、「いかに IT 技術を活かして講師不足を解決するか、低コストで受講生の募
集地域を広げるなど教育資産を活かせるか。」など多くの課題と向き合っています。その
ようなニーズに対して、先進国日本の知見・ノウハウおよび優れたソリューションの提供
は、絶好のビジネスチャンスと思われます。

２．趣旨
中国へ進出をお考えの日本の教育ソリューション企業様、学校様と、中国国内の教育
市場に影響力を持つ中国の教育団体(官)、教育関連企業（産）、学校(学)との交流をは
かる場を提供させていただきます。そこでは、最新の教育に関する情報を交換するととも
に、現地の教育に関するニーズを効率よく把握することができます。
また教育ソリューション企業様のもつ教育現場の ICT ソリューションおよび優れたデ
ジタル教材、教育システムやノウハウ、学校様の最新の教育プログラムなどを中国側に
紹介し、興味を持つ相手をみつけていただき、今後とも協力と連携を深めていくことによ
り、中国の教育市場へのスムーズな進出に繋げていただくことを目指しています。

３．テーマ
（１）「ICT
（１）「ICT(
ICT(情報通信技術)
情報通信技術)技術の活用による教育効果の向上」
技術の活用による教育効果の向上」
＜レジメ（案）＞
・授業におけるICT技術の活用
・学校業務における効率の向上
・家庭における教育現場の拡大
に関して、日本側２社・校より日本の現状、ソリューションの紹介
（２）「教育における
（２）「教育におけるデジタルコンテンツ
教育におけるデジタルコンテンツの
デジタルコンテンツの活用」
活用」
＜レジメ（案）＞
・教育におけるデジタル教材やコンテンツの制作と活用
・デザイン、コミックの活用による教育効果の向上
に関して、日本側２社・校より日本の現状、ソリューションの紹介

Ⅱ．開催企画
１．主催
株式会社 DKアブロード
中国関心下一代工作委員会教育発展センター
後援
一般社団法人 アジア教育交流協会
中国関心下一代工作委員会
企画・運営
株式会社 シックス
２．中国側参加
中国側参加者
参加者（予定）
北京新東方教育科技（グループ）有限公司、巨人教育グループ有限公司、
四川出版グループ・四川少年児童出版社、優揚伝媒グループ有限公司、
北京漫画・アニメ産業パーク、北京国家デジタル出版パーク、その他企業、
学校（10校以上）。

３．日程

2011/06/2
2011/06/22（水）～2011/06/25（土）
2011/06/25（土） ３泊４日

※中国の学校様と企業様のニーズが異なるので、日
中国の学校様と企業様のニーズが異なるので、日を分けて
学校様と企業様のニーズが異なるので、日を分けて交流会を開催
を分けて交流会を開催。
交流会を開催。

日
1

2

程

概

要

詳

細

2011/06/22

移動

午前の便にて北京へ

（水）

（東京～北京）

着後、専用車にてホテルへ

2011/06/23

交流会 1 日目

中国側の
中国側の主な参加者は学校

（木）

学校の部＞
＞
＜学校の部
※下記「交流会スケジュール」を参照してください
※下記「交流会スケジュール」を参照してください

3

2011/06/24

交流会 2 日目

（金）

＜企業の部＞
企業の部＞

中国側主な参加者は教育系企業

※下記「交流会スケジュール」を参照してください
※下記「交流会スケジュール」を参照してください

4

2011/06/25

移動

午後の便にて東京へ

（土）

（北京～東京）

着後、現地解散

◆航空会社は JAL（エコノミークラス）の利用
◆宿泊先は５つ星ホテル、１人/１部屋の予定
◆諸事情により、やむを得ず日程変更・中止をする場合がある

交流会スケジュール
交流会スケジュール
※1 日目、2 日目のスケジュールは同じ

時

間

概

要

詳

細

9:00～9:45

受付

9:45～10:00

ご挨拶

2011/06/23 のみ

10:00～10:30

セミナー１

「ICT 技術の活用による教育効果の向上」
㈱DK アブロード

10:30～11:00

セミナー２

「ICT 技術の活用による教育効果の向上」

11:00～11:15

休憩

お茶、お菓子をご用意

11:15～11:45

セミナー３

「ICT 技術の活用による教育効果の向上」
中国側の現状紹介

12:00～13:00

昼食

昼食（バイキング式）のご用意

13:00～13:30

セミナー４

「教育におけるデジタルコンテンツの活用」

13:30～14:00

セミナー５

「教育におけるデジタルコンテンツの活用」

14:00～14:30

セミナー６

「教育におけるデジタルコンテンツの活用」
中国側の現状紹介

14:30～14:45

休憩

お茶、お菓子をご用意

14:45～16:00

企業紹介

日本企業様は 10 分以内で会社案内を行う
※配布資料は、できるだけ中国語
配布資料は、できるだけ中国語のものを
国語のものをご用意
のものをご用意
ください

16:00～17:00

懇親会

通訳を複数用意

（名刺交換）
17:00～17:15

閉幕挨拶

2011/06/24 のみ

４．定員（日本側
．定員（日本側）： ２５名
※１５名より開催
５．費用： ２５０，０００円（税込）
※現地参加（渡航、宿泊等一切の手配は不要）の場合、１３０，０００円（税込）
６．申込期限
６．申込期限：
期限： ２０１１年 ６月 ３日（
３日（金）
７．その他
滞在期間の調整（延長、短縮）や現地参加（渡航手配は不要）など、
ご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
８．お問い合わせ/
．お問い合わせ/お申し込み
メール：
inquiry@six-6.jp
電話 ：
052-602-5999
担当 ： 株式会社 シックス 彭（ほう）

Ⅲ．主な中国側参加者（予定）
主な中国側参加者（予定）の紹介
（予定）の紹介
１． 中国関心下一代工作委員会教育発展センター
中国関心下一代工作委員会教育発展センター
中国関心下一代工作委員会教育発展センターは、中国教育部(日本の文部科学省に相当)
の直轄部門である中国関心下一代工作委員会（中国の次世代の指導をする国家レベルの
委員会）に属する全国的な教育指導組織。
http://www.zgggw.gov.cn/templet/default/

２． 北京新東方教育科技（グループ）有限公司
北京新東方教育科技（グループ）有限公司は 1993 年に設立され、語学教育を基盤として、
北京新東方教育科技（グループ）有限公司は、1993 年に設立された総合教育グループ会
社。はじめてニューヨーク証券取引所に上場した中国の教育企業。
英語学教育を基盤として、短期訓練、高等教育、基礎教育、職業訓練教育、教育研究開
発、留学仲介など様々な教育サービスを展開している。
http://www.neworiental.org/

３． 巨人教育グループ有限公司
巨人教育グループ有限公司は、1994 年に設立され、中国全国で教育訓練サービス事業を
展開している教育グループ会社。2012 年にアメリカで上場予定。
在籍教師は 6,000 名、在籍学生数は 16 万名余り、設立 15 年で 260 万人の修了実績がある。
http://www.juren.com/

４． 四川出版グループ・四川少年児童出版社
四川出版グループは、四川省を基盤とする出版及び関連産業に携わる国営企業。
そのうち、四川少年児童出版社は、青少年向けの全国３位の出版社。青少年向けの各種本、
雑誌の出版物に加え、デジタルコンテンツの製作、販売においても、全国に影響力がある。
http://www.scpg.net.cn/main/1213.cfm
http://www.sccph.com.cn/

５． 優揚伝媒グループ有限公司
優揚伝媒グループ有限公司は児童、家庭を特化した総合メディア会社。
中国中央テレビ局など各テレビ局の児童向けチャンネルの広告を代理し、全国児童向けテ
レビ広告シェアの６０％を達している。
テレビ広告のほか、アニメ制作、アニメ映画制作を中心に、海外、国内のアニメキャラクタの
商品化及び販売実績も多い。
特に中国ではもっとも有名な国産アニメ作品「喜羊羊与灰太狼」の映画化に３年連続投資、
制作し、連続興行収入を更新したことで有名。
http://www.uyoung.com.cn/

６． 北京漫画・アニメ産業パーク
北京漫画・アニメ産業パークは国家級漫画・アニメ産業パークの一つで、国内外に知名度の
高い漫画・アニメ制作会社、人材育成会社、コンテンツ制作・販売会社が在籍している。

７． その他
そのほかに、ＩＴ企業、教育ソリューション企業、学校などが参加予定。

以上

