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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 大妻女子大学 

（タイ） 拠点機関： 社会開発人間安全保障省山地民博物館 

（ミャンマー） 拠点機関： ティンガンジョン教育大学 

（ネパール） 拠点機関： カトマンドゥ大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： アジア学校保健安全・環境教育研究開発ネットワークの構築と           

 持続的な若手研究者の育成                     

                   （交流分野：教育学）  

（英文）： Construction of Network on Education and Research for School Health,    

  Safety and Environment with Consecutive Development of              

 Young Researchers in Asia                            

                   （交流分野：Education）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.sherna.net/ 

 

 

３．開始年度 

平成 23 年度（2 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：大妻女子大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長代行・伊藤朋恭 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：人間生活文化研究所・所長・大澤清二 

 協力機関：神戸大学、金沢大学、名古屋学院大学、 

国際武道大学、中京大学、首都大学東京 

 事務組織：大妻女子大学 
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相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：タイ（チェンマイ市） 

拠点機関： （英文） Tribal Museum, Ministry of Social Development and Human Security 

       （和文） 社会開発人間安全保障省山地民博物館 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

   （英文） Policy and Plan Analyst Officer・Researcher・Thaworn Foofuang 

協力機関： （英文）Wat Srisoda Praaramluang 

  （Somdej Phrabuddha Chinnawong School） 

 （和文）シーソーダ寺大学（ソムデットプラブッダシンナウォン学校） 

協力機関： （英文） Institute of Physical Education, Sisaket Campus 

 （和文） シーサケット体育大学 

  

（２）国（地域）名：ミャンマー（ヤンゴン市） 

拠点機関： （英文） Thingangyun Education College 

 （和文） ティンガンジョン教育大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

 （英文） Vice Director・Daw Mya Mya Aye 

協力機関： （英文） Department of Education, Planning and Training, Ministry of Education 

 （和文） 教育省計画訓練局 

協力機関： （英文）National Institute of Sports and Physical Education, Yangon 

 （和文） 国立スポーツ研究所 ヤンゴン 

協力機関： （英文）Yankin Education College  

 （和文） ヤンキン教育大学 

協力機関： （英文）Dawei Education College 

 （和文） ダーウェイ教育大学 

協力機関： （英文）Myitkyina Education College   

 （和文）ミッチーナ教育大学 

協力機関： （英文）Hpa An Education College   

 （和文） パーアン教育大学 

協力機関： （英文）Monywa Education College   

 （和文） モンユア教育大学 

協力機関： （英文）Sagaing Education College   

 （和文） ザガイン教育大学 

協力機関： （英文）Taungoo Education College   

 （和文） タングー教育大学 

協力機関： （英文）Pyay Education College   

 （和文） ピィ教育大学 
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協力機関： （英文）Magway Education College   

 （和文） マグウェー教育大学 

協力機関： （英文）Pakokku Education College    

 （和文） パコック教育大学 

協力機関： （英文）Meiktila Education College   

 （和文） メッティーラ教育大学 

協力機関： （英文）Mandalay Education College   

 （和文） マンダレー教育大学 

協力機関： （英文）Mawlamyaing Education College   

 （和文） モウラミャイン教育大学 

協力機関： （英文）Taunggyi Education College   

 （和文） タウンジー教育大学 

協力機関： （英文）Hlegu Education College   

 （和文） レグー教育大学 

協力機関： （英文）Kyauk Phyu Education College   

 （和文） チャオピュー教育大学 

協力機関： （英文）Pathein Education College   

 （和文） パッティン教育大学 

協力機関： （英文）Bogalay Education College   

 （和文） ボーガレイ教育大学 

協力機関： （英文）Myaungmya Education College   

 （和文） ミャウンミャ教育大学 

 

（３）国（地域）名：ネパール（カトマンドゥ市） 

拠点機関： （英文） Katmandu University 

 （和文） カトマンドゥ大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

 （英文） School of Education・Dean・Wagley Mana Prasad 

協力機関： （英文） Tribhuvan University 

 （和文） トリブバン大学 

協力機関： （英文） Pokhara University 

 （和文） ポカラ大学 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

アジア地域における学校保健安全・学校環境教育は高い社会的なニーズと緊急性にもかか

わらず、殆ど確立されておらず、課題は山積している。例えば、膨大な数の学校管理下事

故とその基礎条件としての危険な学校・通学路、劣悪な教室・学習環境、学校内の薬物販

売と使用・非行、エイズ孤児の就学と関連する教育問題、環境破壊と教育（焼畑と森林破

壊、ゴミの問題）、系統性を持たない保健教育、発育発達にあった性指導、健康教育の欠落、

ケシに代わる転換作物栽培と不適切な農薬使用と教育ほか枚挙に暇がない。しかしこれに

対応する教育系の研究機関や大学の研究インフラ水準は低く、専門家不足、研究体制の不

備が目立ち、将来を担う若手研究者育成は立ち遅れている。この分野の教育は大学でも授

業として形式的に行われる程度であって研究開発への問題意識が乏しい。現実の実態に根

ざしたデータもなく観念的な現状の把捉が主となっており、若手研究者の発掘と科学的な

知見に基づいた研究開発体制の構築が急務である。 

そこで本事業では、我が国が主導して、タイ、ミャンマー、ネパールにおいて学校保健安

全・環境教育における若手研究者の育成と研究開発ネットワークの構築をめざす。これら

諸国にはそれぞれに独自の問題があり、これに対応する研究開発の体制を構築することは

学術的にも、社会的にも大きな意義がある。本事業では、3 年間で日本側と相手国との研究

交流、共同研究を通じて、交流のなかで現実の問題に対応できる研究を行い、若手研究者

を発掘する。また、研究情報ネットワークを構築して形成された共同研究体制を持続した

い。 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

●研究協力体制の構築： 

平成 22 年度の事業開始にともなって創設した研究情報ネットワーク“School Health 

Education Research Network in Asia（SHERNA）”は初期の段階を経て研究者の登録が進

み、平成 23 年度は研究活動の結果としての研究論文や報告の掲載が始まる。そこには、各

国において実施したリクルート調査により発掘した若手研究者の研究が多数含まれるであ

ろう。 

平成 23 年度は若手研究者の組織化をはかり、実際の教育現場における研究活動が始まる

予定である。 

具体的には、平成 22 年度に各国において実施したデルファイ調査の結果により、優先的

に取り組む課題が明らかになっているので、各国のコーディネーターが主導して、研究課

題ごとの研究組織つくりをはかり、本事業が目指しているそれぞれの分野における「学校

保健安全・環境教育研究」を本格的に始動できるように協議する。また分野ごとに、日本

と各国の研究組織との協力体制をつくり必要に応じて支援してゆく。これに内包して研究

分野ごとの特性と人材の質と量、使用できる研究インフラや必要な予算を工夫しなければ

ならない。実際に研究計画を各国、分野ごとに立案することから始める。ここでは、本事

業の骨格をなす QC つまり品質管理の手法を応用してゆくことになるが、これは既にセミ
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ナーでマニュアルを使って伝達している。本事業は研究活動自体が研究能力の要請に繋が

っており、研究活動の PDCA なのである。 

●学術的観点： 

各国において緊急に取り組むべき学校保健安全・環境教育の課題は多いが、平成 22 年度

に各国において実施したデルファイ調査の結果により、各国における研究開発フィージビ

リティーを反映した取り組むべき研究課題が明らかになってきた。 

平成 23 年度は各課題別に研究計画を立案し、その案に対応して、日本側が研究方法をセ

ミナー、共同研究を通じて伝達するほか SHERNA を通じても伝えてゆく。日本側研究者ら

は、過去 25 年にわたり学校保健安全・環境教育分野での、とくに開発途上国における問題

改善のためのノウハウを蓄積してきているので、この豊富な経験を活かすことにより、現

地における研究計画の実施を支援し指導する。現地では科学的な方法で得られた学校保健

安全・環境教育のデータが決定的に不足しているので、これらの知見を整理し報告するだ

けでも大きな前進である。 

このためにはデータ収集から管理、解析、論文執筆、公表の全般に亘る指導をする計画で

ある。また、得られた成果は随時、インターネットを用いた SHERNA によって世界中に公

開する。とかく、先進諸国のデータだけがこの分野の知識の源泉となっているが、この事

業により少しでもこうした知識の偏在を修正し、ひいては各国の研究水準を引き上げるこ

とが出来ればと考えている。 

●若手研究者養成： 

平成 22 年度に引き続き、SHERNA に登録する若手研究者らには、上記の、各課題別の

研究班が行う研究活動と、研究対象の学校において行う測定や検査そして討論に参加して

もらい、現実の問題の改善のための研究開発を経験してもらう。ここに参加する若手研究

者らは、すでに平成 22 年度、日本側と現地側が共催したセミナーを通じて、学校保健安全・

環境教育に関する研究の知識、技術の研修を受けている。この研修はタイ語、ミャンマー

語、ネパール語などの各国現地語によるマニュアル「開発途上国のための学校保健改善実

践マニュアル」を用いて行われており、当該分野における問題の発見とその対応について

の科学的な手続きを伝達するとともに、調査計画の立案から、資料の収集、整理分析、実

際の共同研究、研究報告書の作成についての体験及び必要に応じて関連する学会発表や研

究プロジェクトへの申請方法などを伝えている。 

さらに選抜した優秀な若手研究者を日本に招聘して、日本側の大学院生と専門家を含む若

手の研究者と意見交換をし、学校現場での視察を含めて現場研究の体験を深め、共同研究

の主軸としての役割を担ってもらう。 

●その他課題独自の目的： 

本事業の主たる目的は、各国のこの分野での若手の研究者が育ち、ひいては非常に低い水

準にある学校保健と環境教育の研究水準を向上させることである。実際現地のこの分野の

大学教育は座学に偏っており、抽象的な議論はするがフィールドにおける実験や測定に依

拠した新たな問題発見と解決方策の戦略を持たないというのが一般的な傾向である。学校
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保健学はもっぱら実学であるから、何とかこの事業を手掛かりにして、役にたつ科学的な

ものの考え方、技術に裏打ちされた問題解決学をアジアに根付かせたい。 

この分野では明治期以来の豊富な日本の経験が開発途上国で非常に役に立つことは既に

実証されているので、本事業を通じて各国で若手の専門家を育成できればと考えている。

またこの事業では、当該国の若手研究者が自ら進んでデータを取り、解析し、グラフを描

き、研究論文を作成して、学術誌に投稿するというごく当然のことを普通にやれるように

することも大きな目標である。このために、セミナーを通じてそうした技術を指導し、共

同研究を行うことによって経験を伝え、SHERNA に投稿することでその実現をはかりたい。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

初年度（平成 22 年度）は、タイ、ミャンマー、ネパールにて、日本側と各国カウンター

パートを中心にして、各国内の専門家および、若手の共同研究者を発掘するための調査を

行い、平成 23 年度はこの事業に直接貢献し得る人材を選抜するとともに、さらに関係する

機関を中心に調査を継続している。 

タイでは、協力機関のチェンマイ県のシーソーダ寺内のソムデットプラブッダシンナウ

ォン学校において、学長の指揮の下に、教授職員 40 人、僧侶 450 人により、学校保健安全・

環境教育の研究組織がつくられ、課題別に優先順位を考えて課題研究が始まっている。特

に平成 23年度は起立性調節障害とその生活指導に重点を置いた課題が関心を集めこの改善

事業が進行しており、これに関連したデータの収集方法から解析、結果の公表までを日本

側が指導した。この事業により、我が国にて開発した HQC 手法のさらなる一般化、義務教

育以外の学校での応用を確認した。 

また、平成 23 年度になって、マハサラカーン、チャイヤプーン、ウドーンタニーの 3 国

立体育大学がこの事業に強い関心をよせ、副学長が直接 MOA の締結（各体育大学と大妻女

子大学人間生活文化研究所）を打診してきたので、これを締結した（2011 年 8 月 13 日）。

さらに、チェンマイの国立体育大学からのオファーがあり、現在準備を進めており、これ

が実現すれば、タイの 17 の国立体育大学のうち、5 の大学と締結することになる。 

ミャンマーでは、拠点とする国立教育大学を直接管轄する教育省教育計画訓練局がこのプ

ロジェクトに強い関心を持ち、協力を申し入れてきたので、先に協力関係をもっている教

育大学 20 校、国立スポーツ研究所（スポーツスクール）と密接な連絡のもとに平成 23 年

度の事業を進めた。この他に、新首都ネピードーにおいて HQC の学校における実践ネット

ワークを教育省直轄で構築した。 

ネパールでは、カトマンドゥ大学教育学部を中心にして、トリブバン大学、ポカラ大学

でも若手研究者をリクルートし、実験的に早速実践研究に取り掛かり実践事例を報告して

もらった。これについて優秀な活動成果を示した大学院生を選抜し、日本に招聘して、国

内の専門家と意見交換、学校現場での視察、共同研究のための討議と指導を行った。特に
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データの収集と解析に関する技術、研究成果の公表に関する助言指導を行った。これを受

けてカトマンドゥ大学とトリブバン大学教育学部の大学院生がこの課題で修士論文を執筆

し始めた。 

いずれの相手国においても、研究体制は計画時より対象学校が拡大しつつある。 

研究者間と国を超えた情報ネットワークつくりでは、平成 22 年度・23 年度に継続して研

究者間の情報交換を促進するために計画どおりにインターネットを用いた新たな共同研究

情報ネットワーク“School Health Education Research Network in Asia（SHERNA）”の

運営を維持した。このネットワークを通じて各国の研究者らがウェブ上で研究通信、共同

研究を行う手掛かりを形成した。また科学雑誌としての機能をもった Website“SHERNA”  

http://www.sherna.net/、“SHERNA”を紹介するためのリーフレットを作成したが今年度

はタイ語版を作製した。 

 

７－２ 学術面の成果 

本事業の立案当初より、各国における学校保健安全・環境教育の取り組むべき課題は非

常に多かったので、おのずから優先順位をつけることが必要となった。そこで、各国では、

それぞれに、学校保健安全・環境教育問題に関するデルファイ調査を行い、専門家の意見

を集約した形での取り組むべき研究課題を明らかするようにした。これは従来こうした学

術的な大局的な研究目標にそった戦略的な研究活動は行われることが無かっただけに大き

な成果であった。 

そこで、平成 23 年度は各国において実際にフィージビリティースタディを行って可能性

の高い課題を選んで以下のように実施した。 

タイ： Health Quality Control （HQC）を応用した生活習慣の改善とその適用課題と

しての起立性調節障害とその生活指導が実施されている。 

また、山地に住む狩猟民の児童や農耕民モン、カレン等を対象とした児童の生育環境と

身体発育発達調査が現在進行中であり、タイでこそ可能なこの研究の独自の成果が学界か

ら期待されている。また、この共同研究には先に記した研究協定を結んだシーサケット体

育大学はじめとしてマハサラカーン、チャイヤプーン、ウドーンタニーの 3 の国立体育大

学が強い関心をもっており、さらに近時チェンマイの体育大学からも研究協力協定締結の

意向がとどいた。 

ミャンマー：発育栄養評価・指導研究、教室環境の測定と標準化、学校安全と指導教育

に関する HQC による研究が試験的に行われたが、その結果として、通風、採光・照度、飲

料水、気温湿度、机やいすなどの実態調査、児童生徒の身体発達と生活習慣と起立性調節

障害などの関係についての全国規模での調査研究が開始された。また、アンダマン海上で

生涯を暮らすモーケン、かつては人食の習慣もあった山地に住むナーガなどを始めとして

ミャンマーにおいて独特の民族集団を含めた児童の生育環境と身体発育発達調査が世界で

もはじめて研究課題として取り上げられ今後大規模な調査が行われる予定である。 

ネパール：環境教育（ゴミ処理）に関する教育と改善が平成 22 年度、23 年度の大きな研
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究課題であったが、現在は新たに児童生徒の身体発達と生活習慣と不定愁訴（起立性調節

障害など）の関係についての研究が始まっている。特に平地民から高地にすむ民族までの

生態学的な条件の著しく異なる民族集団の比較と複雑なカーストが及ぼす学校保健と環境

教育に関する諸問題を研究課題とすることがネパールらしい研究として今研究者に注目さ

れている。 

また、タイ、ミャンマー、ネパールではデータを収集し、研究論文を書き、学術誌に投

稿するということが無かった研究者達が殆どであったから、こうした分野における論文作

成に向けての指導は大学関係者から強い期待が寄せられている。 

 

７－３ 若手研究者養成 

平成 22 年・23 年度ともに、タイ、ミャンマー、ネパールにて実施したリクルート調査に

より発掘した若手研究者には各国におけるカウンターパート（拠点機関）が主導して行う

共同研究に参加してもらった。また、両年度ともに、これら研究者には日本側と現地側が

共催したセミナーを通じて、学校保健安全・環境教育に関する研究の最前線の知識、技術

を伝達した。具体的には、各国現地語によるマニュアル「開発途上国のための学校保健改

善実践マニュアル」を用いて当該分野における問題の発見とその対応についての科学的な

手続きを伝達。調査計画の立案から、資料の収集、整理分析、研究報告書の作成について

コーチした。こうした活動の中から各国から有望な研究者を選んで日本に招聘した。 

 

７－４ 社会貢献 

タイ、ミャンマー、ネパールにおいて学校保健安全・学校環境教育は高い社会的なニー

ズと緊急性にもかかわらず、殆ど確立されておらず、課題は山積している。専門家も少な

く当然学会等もない。隣接領域における学会でもその活動は研究報告を行うよりは単に講

演会のようなものになっている。問題は、先述したように、膨大な数の学校管理下事故と

その基礎条件としての危険な学校・通学路、劣悪な教室・学習環境、学校内の薬物販売と

使用・非行、エイズ孤児の就学と関連する教育問題、環境破壊と教育（焼畑と森林破壊、

ゴミの問題）、系統性を持たない保健教育、発育発達にあった性指導や生活・栄養指導・健

康教育の欠落、ケシに代わる転換作物栽培と不適切な農薬使用ほか枚挙に暇がない。 

そこでまず各国ともに拠点機関の協力を得て、関連する健康教育や体育学、環境科学、

理科教育、家庭科教育、職業教育などの分野から、将来を担う学校保健安全・学校環境教

育の若手研究者育成を発掘するための調査を行い、彼らに対してデルファイ調査によりさ

らにこの分野における研究テーマに優先順位を付けてもらった。戦略的に重点研究課題を

選択し、これに必要な研究戦略を、具体例を示しながら指導した。かくして若手研究者が

単に大学で座学としてのみ接していたこの分野の研究が現実と向き合い、戦略的に研究開

発してゆくという方向を自覚し始めた。 

とくに、タイでは、全国に拡がる 17 の国立体育大学のうち、4 大学と研究協定を締結し

た。これらの大学間においては、これまで外国との学術の共同研究は殆ど行ってこなかっ
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たため、本事業が当大学に果たす役割は非常に大きい。同様に、ミャンマーにおいても、

教育省を中心にして行う全国規模の調査研究は殆ど行われていないので、現地からは大き

な期待が寄せられている。 

また、これらのメンバー間、各国チーム間の情報を相互に交換できるようにインターネ

ットを用いた新たな共同研究情報ネットワーク“School Health Education Research 

Network in Asia（SHERNA）”が出来て、これに研究報告などを投稿し、情報を交換する

ための学会を組織して、共同研究を行うことの意義は大きい。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業への参加国である日本、タイ、ミャンマー、ネパールの研究開発に関する諸条件

は大きく異っており、研究に関する考え方、制度、慣習等の諸条件の違いを越えて、同一

のプラットフォームで共同歩調を取ることは難しい点も多い。今後 SHERNA というネット

ワークを一つの共通のプラットフォームとして事業を展開してゆくためには具体的に共に

研究し論文を作成するなどの経験を共有することが不可欠である。 

タイの問題点は拠点としての博物館が大幅な機構の変更をしつつあり、また昨年度、火

災にもあったことで、これまでの協力体制にも若干の変化がありそうなことである。拠点

としては平成 22 年度と変わらないが、加えてもう一つの中心的な組織であるソムデットプ

ラブッダシンナウォン学校（大学レベルまでの僧院）そして非常に熱心に共同研究のオフ

ァーをしてくる国立体育大学との連絡も大事にしてゆきたい。 

ミャンマーは昨年、総選挙が行われ、民主化による教育界の風向きがやはり変わりそう

である。ただ、従来より、緊密な協力関係にあるので事業の継続には問題はない。 

ネパールは拠点大学以外にも２校の大学が共同研究を希望しているので、セミナーの開

催、若手研究者の招聘という形でこれを遂行していきたい。 

課題としては、各国各組織の違いを越えて学校保健・環境教育の現実的な課題をどう研

究し、改善に向けて取り組んでゆくか、その中で若手を育成してゆくかである。 

まずは基礎的な科学に関する能力を育成するとともにデータを収集し、グラフを描き、

論文を作成するという基本的な研究のノウハウを伝えてゆき、学会に論文を投稿するとい

う最も基本的な研究の文化を伝えてゆく。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数     なし 

相手国参加研究者との共著   なし 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

先述したように、本事業の目標の一つは、相手国の参加研究者らが、実際の問題を発見

し、課題を立て、研究計画を立案し、データを収集し、管理、解析、論文執筆、公表でき

るようにする、ということである。現在、各国においては、このことが順調にすすみつつ
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あるので、最終年度である平成 24 年度には、各国からは、本事業に関する論文が寄せられ

ると十分期待できる。 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

①平成 22 年度に実施した各国拠点機関、協力機関のカウンターパートを中心にした学校

保健安全・環境教育分野の専門家、若手の共同研究者を発掘するための調査結果から、平

成 23 年度はこの事業に直接貢献し得る人材を選抜した。 

②平成 22 年度には学校保健安全・環境分野の課題別、問題発見デルファイ調査を実施し、

各国における研究対象としての問題を確認し、平成 23 年度には現地における実質的に共同

研究を行いうる有望な研究者を対象として、研究の実現可能性について十分な討議を経て

当面取り組む研究課題を確認し、課題を特定した。 

③国別の課題に対する研究優先順位が付けられた。 

④これらの一連の研究開発活動状況を各国内で拠点機関が中心となって日本側に逐次報

告すると共に各国間において相互に情報を共有するための共同研究情報ネットワーク

“School Health Education Research Network in Asia（SHERNA）”を作成し、維持した。

また科学雑誌としての機能をもった Website“SHERNA”   http://www.sherna.net/、

“SHERNA”を紹介するためのリーフレットを作成したが今年度はタイ語版を作製した。 

 

８－２ セミナー 

各国において、学校保健安全・環境教育分野に関する戦略的な研究開発が全く立ち遅れて

いるので、日本側が当該分野の基本的な知識、調査方法、測定技術を伝達するセミナーを

若手研究者を対象として実施した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

各国内においては、拠点機関を中心に、随時打ち合わせ等を行っており、日本では学会な

どを利用して活発に実施している。また、SHERNA の構築に伴って、各国間、研究者間の

交流は始まっている。 

日本国内においては、主としてウェブ上で行うほか、参加研究者らが所属する学会におい

ても会し、状況を確認している。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ミャンマー

<人／人日>

ネパール 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/12 2/20 2/10 6/42 

実績 7/49 

(2/18) 

4/49 

(2/28) 

1/6 

(2/12) 

12/104 

(6/58) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/21  0/0 0/0 3/21 

実績 4/52 0/0 0/0 4/52 

ミャンマー 

<人／人日> 

実施計画 2/14 0/0  0/0 2/14 

実績 3/33 0/0 0/0 3/33 

ネパール 

<人／人日> 

実施計画 2/14 0/0 0/0  2/14 

実績 3/30 0/0 0/0 3/30 

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/49 2/12 2/20 2/10 13/91 

実績 10/115 7/49 

(2/18) 

4/49 

(2/28) 

1/6 

(2/12) 

22/219 

(6/58) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0   <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 24 年度

研究課題名 （和文）学校保健安全・環境教育研究者・データベース 

（英文）Data Base of in School Health, Safe, and Environment Researchers 

日本側代表者 

氏名･所属･職 

（和文）大澤 清二 

（英文）Seiji Ohsawa 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

1. Thaworn Foofuang・Tribal Museum,  

 Ministry of Social Development and Human Security・Researcher 

2. Daw Mya Mya Aye・Thingangyun Education College・ Director 

3. Wagley Mana Prasad・Katmandu University・Dean 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ ミャンマー ネパール 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施 

計画  
0／0 0／0 0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

タイ 

<人／人日> 

実施 

計画 
0／0 

 
0／0 0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

ミャン

マー 

<人／人日> 

実施 

計画 
0／0 0／0 

 
0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

ネパー

ル 

<人／人日> 

実施 

計画 
0／0 0／0 0／0 

 
0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施 

計画 
0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 

② 国内での交流   0／0   人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

平成 22 年度より引き続き、タイ、ミャンマー、ネパールにおいて、拠点機

関を通じて、学校保健安全・環境教育研究に関わる専門家と若手研究者情

報を収集し、その専門分野をはじめとして関連する学術情報をデータベー

ス化して、国際交流、共同研究、その他学術活動を行うための基礎的な情

報を整備し、参加国が利用できるようにした。 
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研究交流活動

成果 

①今までこれらの諸国では学校保健安全・環境教育の諸分野に関する戦

略的な研究開発は殆ど行われておらず、また関連する研究者情報も整備さ

れてこなかった。したがって若手研究者を育成するための基礎的な人材情

報も乏しかった。本共同研究により、参加国における学校保健安全・環境

教育の諸分野における専門家及び若手研究者情報が収集され、整理され、

参加研究者らが利用できるようにすることが最も大きな成果である。 

②学校保健安全・環境教育に関する共同研究や新たな研究企画に資する

人材情報源として活用することが可能になった。タイでは国内で上記の専

門家のグループが形成され、研究会が主催されている。ミャンマーでは 20

の教育大学の上記の専門家が各大学において、上記の分野における研究活

動を開始し、研究活動報告などを始めており、一部の成果は既に論文化さ

れている。ネパールでは、拠点大学から、他の 2 つの大学へと共同研究が

波及的に拡大している。 

③各国の研究者が相互に学ぶことができる場として設けたインターネッ

ト上の研究情報ネットワークを SHERNA とともに情報交換による域内の

研究水準の向上に資することができる。 

日本側参加者数  

18 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

62 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ミャンマー）国（地域）側参加者数 

77 名 （１３－３（ミャンマー）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ネパール）国（地域）側参加者数 

24 名 （１３－４（ネパール）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 24 年度

研究課題名 （和文）学校保健安全・環境教育共同研究 

（英文）Cooperative Research on School Health, Safe, and Environment

日本側代表者 

氏名･所属･職 

（和文）大澤 清二 

（英文）Seiji Ohsawa 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

1. Thaworn Foofuang・Tribal Museum,  

 Ministry of Social Development and Human Security・Researcher 

2. Daw Mya Mya Aye・Thingangyun Education College・ Director 

3. Wagley Mana Prasad・Katmandu University・Dean 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ ミャンマー ネパール 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施 

計画  
0／0 0／0 0／0 0／0 

実績 1／4 1／11 0／0 2／15 

タイ 

<人／人日> 

実施 

計画 
3／30 

 
0／0 0／0 3／30 

実績 4／52 0／0 0／0 4／52 

ミャン

マー 

<人／人日> 

実施 

計画 
3／30 0／0 

 
0／0 3／30 

実績 3／33 0／0 0／0 3／33 

ネパー

ル 

<人／人日> 

実施 

計画 
2／20 0／0 0／0 

 
2／20 

実績 3／30 0／0 0／0 3／30 

合計 

<人／人日> 

実施 

計画 
8／80 0／0 0／0 0／0 8／80 

実績 10／115 1／4 1／11 0／0 12／130

② 国内での交流   0／0   人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

本共同研究課題（R-2）は、共同研究課題（R-1）を遂行する過程におい

て立案された。つまり、R-1 において収集した各国の学校保健安全・環境教

育の諸分野における専門家及び若手研究者情報をもとに、この専門家らを

対象とした学校保健安全・環境教育問題に関するデルファイ調査を実施し

たところ、各国の緊急に取り組むべき重要課題（発育栄養評価・指導、教

室環境基準の研究、学校安全管理と教育など）が明らかになったので、本

事業における共同研究の課題として取り上げることにした。       

具体的には、各国における緊急に取り組むべき重要課題に関する専門家、
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若手研究者を養成するために、日本側の研究者を助言者として、タイ、ミ

ャンマー、ネパールにおける研究班をつくりそれぞれに研究計画を立て活

動を実施した。とくに平成 23 年度は優先順位の高い研究課題について各国

の特徴を反映させた。 

国別には、タイでは、学校安全の HQC による研究、栄養判定と改善研究、

生活習慣の改善に関わる HQC 研究、及び狩猟民等の発育発達と生育環境調

査、ミャンマーでは発育栄養評価・指導研究、教室環境の測定と標準化、

学校安全の HQC が、ネパールでは環境教育（ゴミ処理、トイレの衛生と管

理）、学校安全の HQC 研究、及び狩猟民等の発育発達と生育環境調査等の

研究である。 

これらの研究は各国のコーディネーターが主導して実施するが、各国ごと

に優秀な若手研究者を選抜し、訪日してもらい、国内の専門家と意見交換

をし、学校現場での視察を含めて体験を深めた。今後、共同研究の主軸に

なることが期待される。また、データの収集と解析に関する技術、研究成

果の公表に関する経験が乏しい若手の研究者に対する助言指導を行った。 

研究交流活動

成果 

①今までこれらの諸国では学校保健安全・環境教育の諸分野に関する戦略

的な研究開発は殆ど行われておらず、また専門家も明確には発掘されてお

らず、若手研究者を育成する機会も乏かった。 

②各国には「学校保健」「環境教育」が大学の講義としてあっても、それ

は単に概念や知識に関しての教育内容であって、日本側が提案する現実的

問題に対する科学的接近とその解決を目指すものとは大きく異なる。また、

各国の教育現場では「学校保健」というと、単に健康診断や、救急処置な

どしか射程に入っていない。こういう状態にあり、学校保健を包括的に扱

う学会も存在していないのが現実である。このプロジェクトでは各国の基

本的な問題点を明らかにし、これら諸分野に関する初次的な研究開発のス

キームを共同研究により明らかにすることができよう。 

③各国が自国の劣悪な学校保健安全・環境の実態を自分たちの問題として

意識しそれら諸問題を日本が提案する科学的検査測定結果に基づいて優先

順位を付けて改善できるような思考論理と技術を持ち得るようにして当該

国の学校保健安全・環境教育、研究水準を向上させることが期待されよう。

例えば、現在進行中の共同研究では、ミャンマーにおける児童生徒の身体

発達と生活習慣と不定愁訴（起立性調節障害など）の課題がある。この課

題に関して新首都のネピードーで 500 名を対象としたパイロットスタディ

ーを実施したところ 60％の児童が起立性調節障害であるという深刻な事実

が明らかになった。そこで、HQC を用いた生活改善を 3 カ月間行ってみた

ところその改善率は 90％を越えていた。このことが契機となってミャンマ

ーにおける本事業の展開は予想を越えて全国規模の調査に向かいつつあ
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り、これによって若手研究者の研究能力の開発が期待されている。またセ

ミナーにおいて上記の問題の解決に関するノウハウと基本的な研究技術の

伝達をこのための現地語のマニュアルと実技指導によって行った。またさ

らに、若手の研究者によって児童の身体発達調査研究が全国 20 教育大学と

44 タウンシップの協力で実施されようとしている。 

④各国の学校保健安全・環境の状況に対応した、改善のための実践活動は

現場における創意工夫を要する。本事業を遂行する中で、各国が経験して

ゆく活動のアイディア、技術を共同研究によって相互に学ぶことができよ

う。共同研究者が１つの専門家集団となり、それを拠点としてあらたに若

手研究者を継続して育成できるような研究体制を構築しインターネットに

よる情報交換を通じて研究水準を向上させることが期待されよう。 

日本側参加者数  

14 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

58 名 （１３－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ミャンマー）国（地域）側参加者数 

71 名 （１３－３（ミャンマー）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ネパール）国（地域）側参加者数 

24 名 （１３－４（ネパール）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文） 日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
タイにおける学校保健安全・環境教育分野の戦略的研究開発方法論

（英文） JSPS AA Science Platform Program, Methodology of 
Strategic Research and Development in School Health, Safe and 
Environment Education in Thailand. 

開催時期 平成 23 年 8 月 19 日 ～ 平成 23 年 8 月 20 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ王国、チェンマイ市、シーソーダ寺大学（ソムデット

プラブッダシンナウォン学校） 

（英文）Thailand, Chiang Mai, Wat Srisoda Praaramluang 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）大澤清二・大妻女子大学人間生活文化研究所・所長 

（英文） Seiji Ohsawa・Institute of Human Culture Studies, 

Otsuma Women's University・Director 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Thaworn Foofuang・ 
Tribal Museum, Ministry of Social Development and Human 
Security・Researcher 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（タイ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3／19

B. 0／0

C. 2／18

 

タイ 

<人／人日> 

A. 0／0

B. 0／0

C. 39／78

 

合計 

<人／人日> 

A. 3／19

B. 0／0

C. 41／96

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 タイでは北部山岳地域の学校保健安全・環境教育の課題が深刻であ

って、それらに対する教育科学的な開発が必要である。従来、専門

家も著しく少数で、専門的な学会も存在していない。そこで山地民

に直接接近して研究できる国立山地民博物館と常時 450 名以上の

山地民出身の学生(僧侶)が寄宿生活をしつつ学んでいる仏教教育研

究機関を中心に大学、研究所、NGO にまたがる研究者ネットワー

ク※を利用して、昨年度に引き続きセミナーを開催する。 

特に平成 22 年度に現地側から要望された研究開発のノウハウ（デ

ルファイ法、発育評価法、環境測定法のデータ解析法）を現地研究

者、若手研究者に伝達する。日本においてこれまで蓄積してきた学

校保健安全・環境教育分野の研究開発手法プログラムについてはタ

イ語で作成されたマニュアルを使用し、あわせて実際に科学的にこ

の問題に取り組むための技術を伝達する。 
※ 「 School Health Education Research Network in Asia

（SHERNA(CHIANGMAI)）」をシーソーダ寺大学の協力を得て、

今年 5 月に立ち上げた。 

セミナーの成果 セミナーには、SHERNA(CHIANGMAI)に参加協力しているメ

ンバーをはじめ、シーソーダ寺大学の学生僧 154 人が参加した。 

セミナーにおいては、これまでの共同研究の成果を反映させつ

つ、学校保健安全・環境教育分野の開発技法である HQC の知識と

技術を伝達した。セミナー開催後には、3 か月間の HQC による生

活習慣環境改善活動を教員である僧侶が指導して 9 月から 12 月に

かけて行う計画が立案され実施された。具体的には、同セミナーに

参加した 154 人の学生僧が、現実の問題を発見し、データを収集し、

データを解析し、改善の方途を科学的に検討し、問題を改善してい

くというプロセスで探究するという一連の研究活動を教員僧侶が

指導して行なうものであった。 

このことにより、実際の問題、課題を自ら発見し、データを収

集し、データを解析し、改善の方途を科学的に検討し、問題を改善

していくという研究の基礎的な能力とノウハウを身に付けること

が出来た。 

また、この研究結果は、現地側がその活動成果をまとめ、本事

業が開発した「School Health Education Research Network in 

Asia(SHERNA)Online Journal」に研究論文として報告するように

勧奨している。 

山地民である学生（修行僧）らは卒後、僧侶となって山地民の

村々に派遣されてゆくので、波及効果は必ず得られると期待してい

る。とくに HQC・品質管理などの手法による、タイの特性に応じ

た問題発見と対応の方法は現地の問題解決に有効になるであろう。
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セミナーの運営組織 日本から学校保健・環境安全教育の専門家が現地に赴き、拠点機関

である山地民博物館が主導してシーソーダ寺の教育部門（ソムデッ

トプラブッダシンナウォン学校）と協働してセミナーを運営する。

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 旅費、会場費、セミナー開催業務 合計 501,986 円

（タイ）国

（地域）側 
内容 食事代、光熱費 合計 120,000 円
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

ミャンマーにおける学校保健安全・環境教育分野の戦略的研究開発

方法論 

（英文）JSPS AA Science Platform Program, Methodology of
Strategic Research and Development in School Health, Safe and 
Environment Education in Myanmar. 

開催時期 平成 23 年 8 月 22 日 ～ 平成 23 年 8 月 24 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ミャンマー、ヤンゴン市、教育省計画訓練局 
（英文）Myanmar, Yangon, Department of Education, Planning 
and Training, Ministry of Education 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大澤清二・大妻女子大学人間生活文化研究所・所長 
（英文） Seiji Ohsawa・Institute of Human Culture Studies, 
Otsuma Women's University・Director 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Daw Mya Mya Aye・ 
Thingangyun Education College・ Director 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ミャンマー） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3／38

B. 0／0

C. 2／28

 

ミャンマー 

<人／人日> 

A. 0／0

B. 0／0

C. 28／84

 

合計 

<人／人日> 

A. 3／38

B. 0／0

C. 30／112

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 ミャンマーにおいてもタイと同様のセミナーを行うが、ミャンマ

ーにおける特殊な教育研究事情を十分に考慮して、共同研究の成果

を反映させつつ、学校保健安全・環境教育分野における研究開発の

ノウハウを現地研究者、特に若手研究者に伝達するセミナーを昨年

に引き続き行う。セミナーでは、日本においてこれまで蓄積してき

た学校保健安全・環境教育分野の開発プログラムについてミャンマ

ー語で作成されたマニュアルを解説し、実際にこの問題に取り組む

ための技術、平成 22 年度において要望された研究開発手法（デル

ファイ法、発育評価、HQC の統計法など）を紹介する。このこと

は教育大学教員および若手研究者にとっては得がたい機会となる

はずである。あわせて実際に学校現場で学校保健安全・環境に関す

る諸問題を発見し改善する技術を習得する。この内容は広くミャン

マーの教育研究の底上げに役立つはずである。タイと同じく、研究

報告書や論文の書き方などの指導も行う。 

セミナーの成果 従来、ミャンマーにおいては、この分野は著しく立ち遅れている

ので、セミナーで伝達される知識、方法、検査方法、評価方法、平

成 22 年度において要望された研究開発手法（デルファイ法、発育

評価、HQC の統計法など）は、すべてインパクトを与えた。本セ

ミナー開催時には、日本側拠点機関コーディネーターの大澤は、ミ

ャンマー政府教育省副大臣（今年 4 月に新しく就任した）に面会し

SHERNA 設立とその主旨について説明し協力を要請したところ快

諾された。本事業の今後の新たな展開が期待されよう。 

各教員養成大学からは、①学校保健・環境教育に近い分野である

こと、②研究に強い関心があること、③若手であること（45 才以

下が望ましい）、④検査・評価するための統計的理解が可能な者で

あること、という参加条件により、23 人が選出され、セミナーに

参加した。20 の教員養成大学の研究者らを対象としたセミナーは

今回で 2 回目であるので、本事業の学校保健安全・環境教育分野の

開発プログラムを受講した研究者は、各大学に 2人ずついることに

なる。セミナー開催後、各大学においては、この 2 人の専門家が、

さらに、各大学の 400 人ほど学生たちにノウハウを伝達することに

なっている。戦略的な人材発掘が進みつつある。 

さらに、ミャンマーにおける全ての州・管区から、教育省の協力

の下に選抜され派遣された教員であることもあって、行政的にも全

国規模の専門家集団が組織されつつあるといえよう。セミナー開催

後には、学校保健安全・環境教育分野の諸問題の中からとくに“生

活習慣の改善”を、全国規模の調査により、研究していくことにな

った。 

セミナーの運営組織 学校保健・環境安全教育の専門家が現地に赴き、拠点機関であるテ

ィンガンジョン大学、教育省計画訓練局、国立スポーツスクールと

協働してセミナーを運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 旅費、会場費、セミナー開催業務、資料作成費 

 合計 150,196 円

（ミャンマー）

国（地域）側 

内容 食事代、光熱費、その他会場整備代  

 合計 90,000 円
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

ネパールにおける学校保健安全・環境教育分野における 

戦略的研究開発方法論 

（英文）JSPS AA Science Platform Program, Methodology of 

Strategic Research and Development in School Health ,Safe and 

Environment Education in Nepal. 

開催時期 平成 23 年 8 月 13 日 ～ 平成 23 年 8 月 14 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ネパール連邦民主共和国、ポカラ市、ポカラ大学 

（英文）Nepal, Pokhara , Pokhara University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）金田卓也・大妻女子大学・教授 

（英文） Takuya Kaneda・Otsuma Women's University・ 

Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Wagley Mana Prasad・Katmandu University・Dean 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ネパール） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 1／6

B. 0／0

C. 2／12

 

ネパール 

<人／人日> 

A. 0／0

B. 0／0

C. 5／10

 

合計 

<人／人日> 

A. 1／6

B. 0／0

C. 7／22

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 多様な地形と気候風土、民族をかかえるネパールで複雑で多岐にわ

たる学校保健安全・環境教育問題の優先順位を考慮しながら問題発

見し、解決し、研究成果を報告する能力を若手研究者につけてもら

うためにセミナーを開催する。開催にあたっては、共同研究で明ら

かにされている諸問題に焦点を当てながら、テーマティックに問題

の発見と対応方法を紹介してゆく。特に日本側がこれまで蓄積した

アジアにおける同分野の開発プログラムについてネパール語で作

成されたマニュアルを用いながら、知識技術の伝達を行う。 

セミナーの成果 ネパールでは大気汚染やゴミの放置など環境問題が年々深刻化
しており、行政上の問題とともに教育現場での環境問題に関する啓
もう活動が不可欠である。学校教育研究の視点で、深刻な学校保健
安全・環境教育の諸問題に対して、科学的な方法(HQC)でこれを問
題発見し、優先順位をつけ、問題に実証的、科学的に対応してゆく
一連の手法を若手研究者に身につけてもらう目的として、同大学の
教員、大学院生等を対象として、2 日間のセミナーを実施した。同
大学には“School of Health and Allied Sciences”が設置されてい
るが、学校保健に関する具体的な問題（例えば、学校における危険
箇所の改善、ゴミ問題、土壌汚染、安全な飲料水の確保、トイレの
清潔と排水の問題等々）を自分たちの問題として意識し、改善しよ
うという実践的教育内容にはなっていないことが明らかにされる
なかで、実測データに基づく科学的な研究の蓄積もきわめて少ない
ことが示唆された。そこで、セミナーにおいて HQC の方法と、実
測データを測定する様々な用具（危険マップ、照度計、大腸菌検査
薬、視力検査表、身体測定用具等）の知識と技術を伝達したことで、
セミナー参加者らが、今後、学校保健安全・環境の問題を改善する
ための証拠となる測定データを収集し、改善活動を実践するための
基礎的なノウハウを習得することができた。さらに、同大学におけ
るこれまでの「学校保健」教科が実践的な教科へと見直されるきか
っけにもなった。 

また、ネパールにおける HQC によるセミナーは、前年度に引き
続き 2 回目の試みであったが、参加者の多くが、セミナー以後に、
教育現場において実際の測定によってデータを収集し、改善活動を
実践することになった。活動内容をレポートとして報告することに
なっており、さらには、School Health Education Research 
Network in Asia（SHERNA）Online Journal に原稿を投稿する
ことになっている。 

本事業の目的である「School Health Education Research 
Network in Asia（SHERNA）の構築」については、セミナーにお
いて SHERNA への参加要請をしたところ、ポカラ大学の教員、大
学院生、現地でこの分野に関係のある研究者をリクルートすること
ができた。このデータはネパールにおけるこの分野の将来の人的な
資源となろう。 

セミナーの運営組織 学校保健・環境安全教育の専門家が現地に赴き、協力機関であるポ

カラ大学と協働してセミナーを運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 旅費、会場費、セミナー開催業務 合計 512,837 円 

（ネパール）

国（地域）側 

内容 食事代、光熱費 合計 150,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日>

ミャンマー

<人／人日>

ネパール 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  2／6 0／0 0／0 2／6 

実績 3／26 0／0 0／0 3／26 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 0／0  0／0 0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

ミャンマー 

<人／人日> 

実施計画 0／0 0／0  0／0 0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

ネパール 

<人／人日> 

実施計画 0／0 0／0 0／0  0／0 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 2／6 0／0 0／0 2／6 

実績 0／0 3／26 0／0 0／0 3／26 

②国内での交流       0 人／0 人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

人間生活文化研

究所・所長・ 

大澤清二 

タイ・シーサ

ケット県・ 

シーサケッ

ト体育大学 

平成 23 年 

4 月 29～ 

5 月 7 日 

研究者交流・シーサケット体育大学を一

つの拠点として、全国体育大学

（Institute of Physical Education）の若

手研究者をリクルートし、研究活動を促

進するため。 

金沢大学・ 

教授・佐川哲也 

 

タイ・シーサ

ケット県・ 

シーサケッ

ト体育大学 

平成 23 年 

4 月 29～ 

5 月 5 日 

研究者交流・シーサケット体育大学を一

つの拠点として、全国体育大学

（Institute of Physical Education）の若

手研究者をリクルートし、研究活動を促

進するため。 

人間生活文化研

究所・所長・ 

大澤清二 

タイ・チェン

マイ県・ 

チェンマイ

体育大学 

平成 24 年 

3 月 20～ 

29 日 

研究者交流・チェンマイ体育大学の若手

研究者をリクルートし、研究活動を促進

するため。 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0  

外国旅費 3,670,805  

謝金 878,789  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 450,406  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000 

合  計 5500,000 

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 2／16 

第２四半期 1,276,374 7／63 

第３四半期 562,799 9／100 

第４四半期 3,160,827 4／40 

計 5,000,000 22／219 

 

 


