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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）EUエラスムス・ムンドス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業 

 

（英文）Collaboration Project with the EU Erasmus Mundus Program for the Internationalized   

Education and Research of Basic Science 

 

【申請大学】 

大学名（和文）   

大阪大学 

 

      (英文)  

Osaka University 

 

大学長氏名 

平野 俊夫 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

 大阪大学 

 

  

（英文）  

 Osaka University 

 

  

専攻等名（和文）  

 大学院理学研究科 

 

 

(英文)  

 Graduate School of Science 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 大学院基礎工学研究科 

 

 

(英文)  

 Graduate School of Engineering Science 

 

専攻等名（和文）  

 大学院工学研究科 

 

 

(英文)  

  Graduate School of Engineering 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 国際交流課 

 

  

(英文)  

  International Relations Office 

 

 

 

機関名 （和文）                            

 グローニンゲン大学 

 

 

（英文） 

 

  University of Groningen 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２４年度の事業目標達成状況 

 大阪大学大学院理学研究科で事業推進している ITP の研究者派遣計画では、パートナー機関であるグ

ローニンゲン大学への派遣を基本としている。ITP 派遣者の研究の専門性から判断し、ヨーロッパの他

研究機関が、派遣者にとってより適切であるとグローニンゲン大学が判断した場合、ヨーロッパの他研

究機関への派遣を決定している。このような派遣スキームのもとにヨーロッパの大学に大阪大学大学院

理学研究科の若手研究者、大学院学生を派遣することで、派遣者はヨーロッパの独創性あふれた教育・

研究に直に接することができる。若手研究者、大学院学生は、日本にいては学べない国際的研究環境の

中で刺激的な毎日の研究生活を送ることとなり、また、そのことで大阪大学大学院理学研究科での教育、

研究のさらなる高度化を推進する。 

 これに付随して、若手研究者・大学院学生の研究能力の向上はもちろんのこと、英語による討論能力

の向上、研究発表の基本姿勢の体得、英語による論文作成能力の向上、担当教員・担当職員を中心とし

た組織の国際化が期待される。大阪大学では、国際交流オフィス、海外拠点本部等を中心として、研究

者・学生派遣の積極的支援体制を整えてきた。大阪大学大学院理学研究科の優れた研究実績を有する担

当教員は、すでにヨーロッパの諸大学との研究連携を持ち、個人的なチャンネルを利用して交流が行わ

れているが、組織的な研究交流の拡大を目指すには十分とはいえない。大阪大学グローニンゲン教育研

究センターは、グローニンゲン大学との太いパイプを通じたヨーロッパの研究者との多くのチャンネル

があり、グローニンゲン大学を通じて研究者派遣・学生派遣の相談役を務める。両者の協力的な関係に

よって、グローニンゲン大学が十分なゲートウェイとしての機能を果たすことが期待できる。このゲー

トウェイを経由して行われる他の研究機関への派遣実績が累積していくことが大いに予想され、研究交

流を通じて当該研究機関と本学との学術交流協定締結にむけての努力を一層強化する。 

 ITP 事業実績を積み重ねることで、ヨーロッパの大学の大規模大学教育改革に日本を代表して大阪大

学が参画する機会に恵まれることが期待できる。 

 

 

・ITPでは平成 24年度は昨年度からの継続派遣者を含め 7 名の若手研究者をヨーロッパ内各地に派遣し

た。（ﾄﾞｲﾂ・重ｲｵﾝ研究所 365 日間、ﾄﾞｲﾂ・ﾏﾝﾊｲﾑ大学 226 日間、ﾄﾞｲﾂ・ﾊﾝﾌﾞﾙｸ大学 86日間、ｵｰｽﾄﾘｱ・ｲﾝ

ｽﾌﾞﾙｯｸ大学 64 日間、ﾉﾙｳｪｰ・ﾍﾞﾙｹﾞﾝ大学 70 日間、ﾄﾞｲﾂ・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ研究所 87 日間、ｲｷﾞﾘｽ・ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ

大学 63日間） 

・グローニンゲン大学から講師を 1 名招へいして、ITP 事業等により派遣した若手研究者を対象に英語

によるプレゼンテーション集中レッスンを実施し、今後の研究発表等に役立つことが期待できる。 

・平成 24年 9月 10日には、大阪大学豊中キャンパスにおいて、”Symposium on EU-Japan Collaboration 

in Education, Research and Exchanges-Osaka, 2012”（In Celebration of Fruitful Outcomes of ITP 

2007-2012）を開催し、第一部では派遣経験のある若手研究者 4 名に加え EC 同窓会組織である OCEANS 

Network の日本代表、韓国代表各 1 名による派遣経験・成果の報告や活動に関する講演、第二部では駐

日欧州連合代表部から 1 名、グローニンゲン大学から 2 名、大阪大学からは派遣者の指導教員等（名誉

教授を含む）3 名の講演者により、日本と欧州との交流プログラムの紹介や研究交流、若手研究者派遣

に係る実績・実情・成果に関する講演、第三部では第一部、第二部での講演を踏まえ、ヨーロッパと日

本の交流プログラムの現状、当 ITP 事業の実績や今後の協力体制についてディスカッションを行った。

第一部では研究成果やコミュニケーション能力の獲得はもとより、異なる研究環境に身を置くことで日

本に居ては得難い体験がいかに貴重であったかということ、第二部ではヨーロッパの大学の大規模大学

教育改革の現状と交流活動の実績が報告され、また、第三部ではこれまでの実績を踏まえ、活発な意見

交換が行われ、今後の日本、ヨーロッパの協力体制がさらに確実なものになり、拡大されることが期待

できる。 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 平成 23 年度と同じく、担当教員ならびに職員を中心とした事業実施委員会により、若手研究者、大学

院学生の派遣にかかわる準備作業を行い、充実を図った。三段階からなる選考委員会において、派遣若

手研究者ならびに大学院学生の選考を行うのは今年度も同様である。平成 20年度から当初の ITP 担当教

員に加えて ITP エグゼキュティブ・アドバイザリー・ボードとして 3 名の教員の参画を得た。さらに ITP

の事業は理学研究科だけでなく、本学工学研究科、基礎工学研究科の若手研究者の派遣も視野に入れる。

このように ITP の事業が理学研究科だけでなく、本学工学研究科、基礎工学研究科の三研究科へ事業拡

大していくことは非常に重要なステップである。将来的には大阪大学という枠を飛び出して、日本の他

の研究大学の理解と協力に基づいたコンソーシアム形成を目指す必要がある。 

 若手研究者は、欧州のゲートウェイ拠点として、教育、研究、産業社会への貢献など幅広い分野で大

阪大学と協力しているグローニンゲン大学を中心に派遣する。ITPの派遣者の研究の専門性から判断し、

ヨーロッパの他の研究機関等が、ITP の派遣者によってより適切であるとグローニンゲン大学が判断し

た場合、ボローニヤプロセス調印国の範囲内で他のヨーロッパの研究機関等への派遣を決定する。 

 若手研究者には、ヨーロッパの独創性にあふれた教育、研究に直に接し、またエラスムス・ムンドゥ

ス・プログラムで実践している国際的環境にさらされることにより、研究者としての視野を広げ、国際

的な研究者としての自立を促すとともに、大阪大学大学院理学研究科での教育、研究のさらなる高度化

につなげる。また、派遣前の若手研究者向けの英語特別集中レッスンを開催し、派遣先での国際環境に

馴染めるよう、研究するうえでのコミュニケーションに問題がないように若手研究者の英語レベルの向

上を図るとともに、派遣経験のある若手研究者を対象に英語によるプレゼンテーション能力向上のため

集中レッスンを行い、今後の研究発表等におけるスキルの向上を支援した。 

 なお、大阪大学グローニンゲン教育研究センター、グローニンゲン大学と協力して、事業全体のまと

めを行う。平成 19年度は 10 名、平成 20 年度は 13名、平成 21年度は 11名、平成 22年度は 9名、平成

23 年度は 8 名、そして平成 24 年度は 7 名の若手研究者を派遣しており、彼らからのフィードバック、

評価を踏まえて事業の成果とする。 

 その他将来の事業拡大を図るため、ITP 事業を通して学術交流を深めた大学・研究機関とはより連携

を深め、現在グローニンゲン大学が果たしているゲートウェイ機能をもつ大学を欧州内に複数誕生させ、

地域的、専門分野的役割分担ができるよう、より高度な欧州高等教育機関との連動を高める努力をした。 

 一方、ITP が日本から欧州への若手研究者派遣システムとすれば、同時にもとめられるのが欧州の学

生/若手研究者の受け入れシステムである。平成 20年度に理学研究科を中心とした FronteirLab@OsakaU

プログラム運営資金を JASSO（日本学生支援機構）から獲得した。FrontierLab@OsakaU は三研究科共同

の短期留学生受入れプログラムで、このプログラムには、グローニンゲン大学をはじめとして欧州の大

学からの応募があった。ITP で学生を派遣した派遣先の大学から FronteirLab@OsakaU プログラムにより

大阪大学に学生の派遣を希望する大学からの受入れを充実させていく努力をした。 

 このように 2 つのプログラムの効果的な連携が欧州高等教育戦略と本学国際化戦略の連動に相乗効果

的に働くことが大いに期待され、ITP 事業を核として若手研究者の派遣、FronteirLab@OsakaU プログラ

ムによる受け入れシステムにより相互の連携、充実化を図ることができた。 

さらに、EC同窓会組織である OCEANS Network への ITP 派遣経験者の Associated partner としての参

加が認められたことにより、ITP 派遣経験者のヨーロッパにおけるネットワークが拡大し、若手研究者

が国際的に活躍できる場が広がることも期待される。 
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４．平成２４年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 

（１）派遣実施は基本的に例年通り以下のような手順で行った。 

１．本 ITP プログラム実施においては、海外との研究経験が豊かな大阪大学の教員が修士、博士、ポス

ドク、助教レベルの若手研究者とグローニンゲン大学を中心としたヨーロッパ諸大学のホスト研究者

との密接な連絡を行い、派遣の可能性を検討した。 

２．派遣することで若手研究者として成果が達成できるか、もしくは将来の活躍が期待できる十分な 

海外派遣経験を積めるかどうか審査する。グローニンゲン大学以外の研究機関/大学が適切と判断され

た場合は、そこへの派遣を計画した。 

３．派遣に関しての英語能力に問題がないかチェックするために、英語で最終審査を行う。最終審査会

は ITP海外パートナー教員が遠隔講義システムで、日本人 ITP担当教員と協力して行った。 

４．派遣に際してのホスト研究者に問題がないかは、グローニンゲン教育研究センター、ITP 海外パー

トナー教員の協力を得て、事前にチェックした。 

 

（２）受け入れ大学と大阪大学との相互交流を実現するために開発された、留学生受け入れプログラ

FrontierLab@OsakaU を活用し、海外機関との教育研究交流を促進するための組織的な取り組みの努力

をした。2012 年度前期当該プログラムで受け入れた留学生 69 名のうち、24 名が欧州の大学からの受

け入れであり、理学部・理学研究科はそのうち、9 名の欧州留学生を受け入れている。 

 

（３）ITPシンポジウム（後述８．共同企画実施状況 を参照）を行った。 

 

（４）派遣予定者に対する派遣前英語研修、派遣経験者に対する英語プレゼン研修を行った。 

 

 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 本 ITPプログラムでは、大阪大学ヨーロッパ拠点としてのグローニンゲン教育研究センターと本学と密

接な関係をもつグローニンゲン大学が欧州側のゲートウェイとしての協力を得て、海外パートナー大学、

研究機関との連絡・協力体制を構築してきた。前述４－１（１）で述べたように、グローニンゲン大学と

の協力体制を将来の展開に向けてさらに強固なものにした。 

 若手研究者の派遣に際しては、遠隔会議システムによりグローニンゲン大学教員の参画を得て面接を実

施し、派遣者の最終審査とともに派遣先の検討を行った。 

 平成 24 年 9 月 10 日には、大阪大学豊中キャンパスで“Symposium on EU-Japan Collaboration in 

Education, Research and Exchanges-Osaka, 2012”(In Celebration of Fruitful Outcomes of ITP 

2007-2012)を開催し、グローニンゲン大学からも 2名の教職員の参加を得、当事業の総括を行うとともに、

日本と欧州との交流プログラムの紹介や研究交流の現状や今後の協力体制についてディスカッションを

行った。また、駐日欧州連合代表部からも 1名の参加があり、日欧の学術協力体制を強化していくことを

確認した。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

 

 (論文発表) 

 

 吉田 幸太郎 

【状況】Accepted 

【著者名】T. R. Saito, D. Nakajima, C Rappold, S. Bianchin, O. Borodina, V. Bozkurt, B. Gokuzum, 

M. Kavatsyuk, E. Kim, Y. Ma, F. Maas, S. Minami, B. Ozel-Tashenov, P. Achenbach, S. Ajimura, T. 

Aumann, C. Ayerbe Gayoso, H. C. Bhang, C. Caesar, S. Erturk, T. Fukuda, E. Guliev, Y. Mizoi, M. 

Moritsu, T. Nagae, L. Nungesser, A. Okamura, W. Ott, J. Pochodzalla, A. Sakaguchi, M. Sako, C. 

J. Schmidt, M. Sekimoto, H. Simon, H. Sugimura, T. Takahashi, G. J. Tambave, H. Tamura, W. Trautmann, 

S. Voltz, N. Yokota, C. J. Yoon, K, Yoshida 

【題 名】Production of hypernuclei in peripheral HI collisions: The HypHI project at GSI 

【掲載誌名】Nuclear Physics A 

【発行所】ELSEVIER   

【巻号】881  【頁】218-227  【発行年】2012  【査読】有 

 

 今井 匠太朗 

【状況】Submitted 

【著者名】Shotaro Imai, Hiroshi Toki, Wolfram Weise 

【題 名】Quark-hadron matter at finite temperature and density in a two-color PNJL model 

【掲載誌名】Nuclear physics A 

【発行所】ELSEVIER 

【巻号】未定  【頁】未定  【発行年】未定  【査読】有 

 

 山形 浩一 

【状況】Submitted 

【著者名】Koichi Yamagata, Akio Fujiwara, Richard D. Gill 

【題 名】Quantum Local Asymptotic Normality based on a new Quantum Likelihood Ratio 

【掲載誌名】Annals of  statistics 

【発行所】Institute of Mathematical Statistics   

【巻号】未定  【頁】未定  【発行年】未定  【査読】有 

 

 大垣 隆一 

【状況】Accepted 

【著者名】Juuti-Uusitalo K, Klunder LJ, Sjollema KA, Mackovicova K, Ohgaki R, HoekstraD, Dekker 

J, van Ijzendoorn SC. 

【題  名】 Differential effects of TNF (TNFSF2) and IFN-γ on intestinal epithelial cell 

morphogenesis and barrier function in three-dimensional culture. 

【掲載誌名】PLoS One 

【発行所】PLOS 

【巻号】6(8)  【頁】e22967  【発行年】2011  【査読】有 

 

 谷 篤史 

【状況】Accepted 

【著者名】S. Jürschik, A. Tani, P. Sulzer, S. Haidacher, A. Jordan, R. Schottkowsky, E. Hartungen, 

G. Hanel, H. Seehauser, L. Märk, T.D. Märk 

【題 名】Direct aqueous injection analysis of trace compounds in water with proton-transfer- 

reaction mass spectrometry (PTR-MS) 

【掲載誌名】International Journal of Mass Spectrometry 

【発行所】Elsevier 
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【巻号】289(2-3)  【頁】173-176  【発行年】2010  【査読】有 

 

 唐沢 暁 

【状況】Accepted 

【著者名】Karasawa, A., Erkens, G.B., Schuurman-Wolters, G.K.,and Poolman, B. 

【題 名】On the structure of the ionic strength sensing CBS module of the ABC transporter OpuA 

【掲載誌名】J Biol Chem. 

【発行所】American Society for Biochemistry and Molecular Biology 

【巻号】286(43)  【頁】37280-91  【発行年】2010  【査読】有 

 

唐沢 暁 

【状況】Accepted 

【著者名】Wolters JC, Berntsson RP, Gul N, Karasawa A, Thunnissen AM, Slotboom DJ, Poolman B. 

【題 名】Ligand binding and crystal structures of the substrate-binding domain of the ABC 

transporter OpuA. 

【掲載誌名】PLoS One. 

【発行所】PLOS 

【巻号】5  【頁】e10361  【発行年】2010  【査読】有 

 

萩原 義徳 

【状況】Accepted 

【著者名】Thomas Wallner, Yoshinori Hagiwara, Gabor Bernat, Roman Sobotka, Edward J. Reijerse, 

Nicole Frankenberg-Dinkel, Annegret Wilde 

【題 名】Inactivation of the conserved open reading frame ycf34 of Synechocystis sp. PCC 6803 

interferes with the photosynthetic electron transport chain 

【掲載誌名】Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics 

【発行所】Elsevier B.V.   

【巻号】1817  【頁】2016-2026  【発行年】2012  【査読】有 

 

 武智 英明 

【状況】Submitted 

【著者名】Hideaki Takechi, Adolf Canillas, Josep M. Ribó, Hitoshi Watarai 

【題 名】Alignment and Chirality of Porphyrin J-aggregates Formed at the Liquid– Liquid Interface 

of Centrifugal Liquid Membrane Cell 

【掲載誌名】Langmuir   

【発行所】ACS Publications   

【巻号】未定  【頁】未定  【発行年】未定  【査読】有 

 

 鈴木 晴 

【状況】Accepted  

【著者名】Hal Suzuki, Akira Inaba, Jan Krawczyk, Maria Massalska-Arodz 

【題 名】Thermodynamic properties of chiral liquid crystalline material (S)-4-(2-methylbutyl) 

-4’-cyanobiphenyl (5*CB) 

【掲載誌名】J. Chem. Thermodynamics 

【発行所】Elsevier 

【巻号】40(7)  【頁】1232-1242  【発行年】2008  【査読】有 

 

 鈴木 晴 

【状況】Accepted  

【著者名】Akira Inaba, Hal Suzuki, Jan Krawczyk, Maria Massalska-Arodz 

【題 名】Disorder in crystalline phases of chiral glass formers 5*CB and 8*OCB evidenced by the 

low temperature heat capacity 

【掲載誌名】Chem. Phys. Lett. 
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【発行所】Elsevier 

【巻号】463  【頁】90  【発行年】2008  【査読】有 

 

鈴木 隆仁 

【状況】Accepted  

【著者名】Suzuki TG. and Furuya H. 

【題 名】Two new species of Chaetonotus (Gastrotricha, Chaetonotida, Chaetonotidae) from Japan 

【掲載誌名】Zootaxa 

【発行所】Magnolia Press 

【巻号】3011  【頁】27-37  【発行年】2011  【査読】有 

 

 

 （国際会議） 

 

 松原 礼明 

【発表者名】 松原礼明 

【題名】 Isoscalar and isovector spin-M1 transition strengths and tensor force effect in N=Z and 

even-even nuclei 

【口頭・ポスター】口頭  【審査】有 

【学会名】 COMEX4 (Collective Motion in Nuclei under Extreme Conditions) 

【場所（国名）】 湘南（日本）   

【発表時期】2012年 10 月 

 

 唐沢 暁 

【発表者名】○A.Karasawa, L.J.Y.M. Swier, M.C.A. Stuart, B. Poolman  

【題名】Osmosensing of ABC transporter OpuA reconstituted in phopholipid bilayer Nanodisc  

【口頭・ポスター】ポスター   【審査】有  

【学会名】ABC 2012 (ABC2012 Young Investigator Award for the poster presentation)  

【場所(国名)】Innsbruck(オーストリア)    

【発表時期】2012 年 3 月 

 

 萩原 義徳 

【発表者名】Andrea W. U. Busch, ○Yoshinori Hagiwara, Eckhard Hofmann, Edward J. Reijerse, Wolfgang 

Lubitz and Nicole Frankenberg-Dinkel 

【題 名】Phycoerythrobilin biosynthesis in marine cyanobacteria and cyanophages 

【口頭・ポスター】ポスター  【審査】無 

【学会名】10th International Conference On Tetrapyrrole 

Photoreceptors Of Photosynthetic Organisms 2011 

【場所（国名）】Berlin (ドイツ)   

【発表時期】2011年 7月 

 

 萩原 義徳 

【発表者名】○Thomas Wallner, Yoshinori Hagiwara, Nicole Frankenberg-Dinkel, Annegret Wilde 

【題 名】FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE CONSERVED OPEN READING FRAME YCF34 FROM SYNECHOCYSTIS SP. 

PCC 6803: A NEW TYPE OF IRON-SULFUR PROTEIN 

【口頭・ポスター】ポスター  【審査】無 

【学会名】10th International Conference On Tetrapyrrole 

Photoreceptors Of Photosynthetic Organisms 2011 

【場所（国名）】Berlin (ドイツ)   

【発表時期】2011年 7月 

 

 武智 英明 

【発表者名】○Hideaki Takechi, Adolf Canillas, Josep M. Ribo, Hitoshi Watarai 
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【題名】Chiroptical measurement of porphyrin aggregates at liquid-liquid interface by centrifugal 

liquid membrane/Mueller matrix ellipsometry 

【口頭・ポスター】ポスター  【審査】無 

【学会名】IACIS 2012 (International Association of Colloid and Interface Scientists Conference) 

【場所（国名）】仙台国際センター（仙台, 日本）   

【発表時期】2012年 5月 

 

  鈴木 晴 

【発表者名】○H. Suzuki, A. Inaba, J. Krawczyk, M. Massalska-Arodź , T. Kikuchi, O. Yamamuro 

【題名】Quasi-Elastic Neutron Scattering of Some Liquid Crystalline Materials: Molecular Motion 

and Phase Behavior 

【口頭・ポスター】ポスター  【審査】無 

【学会名】The 6th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (IDMRCS 2009) 

【場所（国名）】Sapienza University of Rome (イタリア)   

【発表時期】2009年 8月 30 日-9月 5日 

 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

 ●若手研究者派遣の組織的支援プログラム 

  当プログラムの終了と前後し、ICI ECP をはじめ、当研究科が実施・参画してきた若手研究者等派遣

プログラムの多くが終了し、それらの後継プログラムが求められる。大学院生を含め、若手研究者育成に

は継続的な支援が必要であることから、それを可能とする組織的な支援プログラムが求められる。 

 

 ●パートナー機関のネットワーク化 

  グローニンゲン大学が欧州側の大きなコミットメントを引き出してきてくれたが、同時に、ITP派遣

を通じて築かれた関係を、機関としていかに継続、拡大し、本学、当研究科の国際教育戦略の策定・実現

に役立てるかが期待される。 

 

 ●FrontierLab@OsakaU 等との連携 

 ITPが日本から欧州への若手研究者の派遣プログラムとすれば、同時に求められるのが欧州から本学へ

の学生・若手研究者の受け入れシステムである。理学研究科を中心に FrontierLab@OsakaU「留学生短期

受入プログラム」のほか、昨年度まで参画していた ICI ECP プログラムの効果的な連携と相乗効果が期待

されてきたが、これら複数のプログラムを緻密に運営し実現していくことが今後の課題であり、さらなる

整備・充実が求められる。 

 

 ●学生・企業へのアプローチ 

 ITP派遣経験等海外での研究経験、留学経験が国際社会で活躍できる優秀な研究者を育成するうえで必

要であることを示していくことが必要である、企業側の理解も深め、学生の留学への意欲を高める努力を

する必要がある。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

グローニンゲン大学
(受入機関：重ｲｵﾝ研究

所)(ﾄﾞｲﾂ・ﾀﾞﾙﾑｼｭﾀｯﾄ 

2011.7.2 

～ 

2012.6.29 

 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士後期課程３年 

＊ITP派遣期間満了後自己都合によ

り帰国せず。2012.10.1～現地で研究

員として滞在。 

グローニンゲン大学
(受入機関：ﾏﾝﾊｲﾑ大

学)(ﾄﾞｲﾂ・ﾏﾝﾊｲﾑ) 

2012.3.20 

～ 

2012.10.31 

 

大阪大学大学院理学研究科 

数学専攻・博士後期課程２年 

グローニンゲン大学 

(受入機関：ﾊﾝﾌﾞﾙｸ大

学)(ﾄﾞｲﾂ・ﾊﾝﾌﾞﾙｸ) 

2012.6.18 

～ 

2012.9.11 

 

大阪大学大学院理学研究科 

高分子科学専攻・博士後期課程 1年 

グローニンゲン大学

(受入機関：ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ

大学)(ｵｰｽﾄﾘｱ・ｲﾝｽﾌﾞ

ﾙｯｸ) 

2012.6.30 

～ 

2012.9.1 

 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士前期課程 1年 

グローニンゲン大学

(受入機関：ﾍﾞﾙｹﾞﾝ大

学)(ﾉﾙｳｪｰ・ﾍﾞﾙｹﾞﾝ) 

2012.7.8 

～ 

2012.9.15 

 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・博士前期課程２年 

グローニンゲン大学

(受入機関：ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ

ｸ研究所)(ﾄﾞｲﾂ・ﾐｭｰﾙ

ﾊｲﾑ) 

2012.8.5 

～ 

2012.10.30 

 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士後期課程 1年 

グローニンゲン大学

(受入機関：ｵｯｸｽﾌｫｰ

ﾄﾞ大学)(英国・ｵｯｸｽﾌ

ｫｰﾄﾞ) 

2012.8.29 

～ 

2012.10.30 

 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士後期課程 1年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

大阪大学 

大学院理学研究科 

 

2012.8.25 

～ 

2012.9.7 

グローニンゲン大学 

ランゲージセンター 

講師 

 

大阪大学 

大学院理学研究科 

 

2012.9.8 

～ 

2012.9.12 

グローニンゲン大学 

Groningen Biomolecular Science and 

Biotechnology Institute 

リサーチマネージャー 

 

大阪大学 

大学院理学研究科 

2012.9.8 

～ 

2012.9.12 

グローニンゲン大学 

国際交流部 

シニアポリシーアドバイザー 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

ITP派遣経験者英語特別プレゼン集中レッスン 

ITP English Intensive Course ”Giving academic presentations in English” 

開 催 期 間 平成２４年 ８月２８日 ～ 平成２４年 ９月 ６日（うち６日間） 

開 催 地 大阪大学大学院理学研究科本館講義室 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 滝澤 温彦 

所属機関・職名 大阪大学大学院理学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

＜内容＞ 

  グローニンゲン大学から講師 1名を招へいし、派遣経験者（若手研究者）を対象に、英語プレゼン

テーション集中レッスンを行う。 

＜目的＞ 

  ITP等により派遣経験のある若手経験者を対象に、英語によるプレゼンテーション集中レッスンを

行い、研究発表等プレゼン能力の向上に役立てることを目的とした。 

 

 

【成果】 

 

  ITP事業等により派遣した若手研究者を対象に英語によるプレゼンテーション能力向上のための 

レッスンを行い、今後、学会等における研究発表の際にも役立てることが期待できる。 

  なお、当初予定していた派遣経験のある若手研究者による成果報告については、もう 1つの海外 

パートナー機関との共同企画によるシンポジウムの際にあわせて実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料：①本コースポスター、②参加者一覧＞ 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資

料があれば添付すること 
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企 画 名 

Symposium on EU-Japan Collaboration in Education 

In Celebration of Fruitful Outcomes of ITP 2007-2012 

開 催 期 間 平成２４年 ９月１０日 ～ 平成  年  月  日（１日間） 

開 催 地 大阪大学豊中キャンパス スチューデントコモンズセミナー室 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 滝澤 温彦 

所属機関・職名 大阪大学大学院理学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

＜内容＞ 

 第一部では、若手研究者の派遣経験・成果の報告を含めた講演、第二部では、ヨーロッパと日本のプ

ログラムの紹介等を含めて、それぞれの国際交流の取り組みや協働の現状についての講演を行うととも

に、本事業の総括として、これまでの日欧の交流について振り返った。第三部では、ヨーロッパと日本

の今後の協力等について、双方で行われているプログラム等これまでの実績をもとにディスカッション

を行った。 

＜目的＞ 

 第一部では、若手研究者による成果発表により、ITP による若手研究者のヨーロッパ派遣について検

証し、それぞれの教員や研究室、大学に及ぼす国際化の ITPとしての役割を再認識する。第二部、第三

部では、ヨーロッパ、日本のプログラム等や交流の現状についての講演や討論により、これまでの交流

活動の総括を行い、今後の教育・研究に関するヨーロッパ、日本の協力体制の可能性について探る。 

 

 

【成果】 

 若手研究者の ITPによる派遣報告によって、彼らの成長著しいことが確認できた。また、指導教員、

受け入れ教員等の講演により、特にこのような組織的な支援をもとに、若手研究者の派遣し個々の研究

交流を進めることで研究室、大学の国際交流が活発になったことを目の当たりにすることができた。 

 さらに、ヨーロッパ、日本のプログラム等に関する講演・ディスカッションをとおして、今後のヨー

ロッパと日本の協力体制が確立しつつある。 

 

 

 

 

＜参考資料：③本シンポジウムプログラム、④参加者一覧、報告書冊子＞ 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資

料があれば添付すること 

 

 


