
    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

1 

(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）校風をつなぐ女性科学者の育成 -第２のマリー・キュリーをめざせ－ 

 

（英文）Fostering of Advanced Female Scientists at Ochanomizu University   

- Be the Next Marie Curie! - 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

お茶の水女子大学 

      (英文)  

Ochanomizu University 
大学長氏名 

学長 羽入 佐和子 

 

 

【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）  

国立大学法人お茶の水女子大学 

 

  

（英文） Ochanomizu University   

専攻等名（和文）  

大学院人間文化創成科学研究科 理学専攻 

 

 

(英文) Graduate School of Humanities and Sciences, 

Advanced Sciences 

 

【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）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【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。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【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） 量子化学研究所/ 遺伝学・分子細胞学研究所 

応用合成化学研究所 

化学科・物理学科 

流体力学研究所 

ナノ物質研究所 

物理学科 

情報基盤海洋データ部 

ソフトマター物理学 

理論物理学 

 

  

(英文) Laboratory of Quantum Chemistry/ Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology

Institute of Applied Synthetic Chemistry 

Department of Chemistry, Department of Physics 

Hydrodynamics and Mechanics Laboratory 

Nanomaterials Laboratory 

Department of Physics 

Computing and Marine Data Department 

Soft Matter Physics 

Theoretical Physics 

 

機関名 （和文） ストラスブール大学 

ウィーン工科大学                           

バーギシェ・ブッパタール大学 

パリ市立工業物理化学高等専門大学(ESPCI) 

モンペリエ第 2大学 

ストラスクライド大学 

フランス国立海洋開発研究所 

キュリー研究所 

ジョセフ・ステファン研究所 

 

 

（英文） 

Strasbourg University 

Vienna University of Technology 

University of Wuppertal 

The City of Paris Industrial Physics and Chemistry Higher Educational Institution 

Montpellier 2 University 

University of Strathclyde 

The French Research Institute for Exploration of the Sea 

Institute Curie 

Jozef Stefan Institute 
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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２１年度の事業目標達成状況 

 

 

本事業計画では、これまで蛸壺化してきた若手研究者の育成のシステムのもとでは柔軟な発想力や広

い視野に立つコミュニケーション力が身につかないという問題を打破するため、化学と物理という隣接

分野の科目の履修と参加学生同志の交流によって学生が学問的視野を拡げることのできる研修プログラ

ムを策定する。 

本事業では、国際的視野をもつ女性研究者を育成することによって、第 3 期科学技術基本計画におい

て期待されている女性研究者の採用目標である自然科学系全体として 25 パーセントに貢献するととも

に、女性人材に限らない「国際的視野をもつ人材育成プログラム」のモデルを学内外へ発信することを

目的とする。 

本事業計画の特色は、以下の 3つである。 

１）物理・化学をそれぞれ専攻する学生たちが隣接分野の科目を共に履修することにより、科学的視

野が拡がるよう意図されていること。 

２）書類選考・面接・学長による審査を経て選考された派遣学生に対して入念な事前研修を行い、語

学研修はもちろんのこと、プレゼンテーション研修、危機管理研修、異文化理解講座など、基本的な自

己表現技術および国際的な視野につながる基礎知識の習得を支援すること。 

３）(第 1段階=ホップ)博士前期課程学生対象の１セメスター（4ヶ月）の研修プログラム(単位認定)

と（第 2段階=ステップ）博士後期課程学生対象の研究留学プログラムの組み合わせによる実効的な人材

育成を行うこと。第 1 段階で学生は、外国で学ぶことの経験を経て、国際的な視野をもつことに意識を

持ち始める。この経験を踏まえて、さらに研鑽を積むことの重要性に目覚めた博士後期課程学生を第 2

段階として研究留学に送り出し、博士論文指導を行い、国際的な視野をもった実力ある女性人材を世に

送り出す（第 3 段階=ジャンプ）。本事業においては、国際的視野をもつ人材の育成プログラムとして、

３つの段階を経て社会に羽ばたく、「ホップ・ステップ・ジャンプモデル」を構築する。 

さらに、本事業を進めることによりファカルティディベロプメント（FD）の効果をもたらす。欧州では、

陸続きの利点を生かして、国を越えた研究交流が盛んであり、大学院生を含む研究交流が行われている。

若手研究者のみならず、事業担当教員にとっても、日本とは異なる教育研究活動の方法を学ぶ貴重な機

会でもある。これは、教員の FDとして位置づけることができ、本学における今後の教育研究活動に活か

して行くこととする。 

 

平成 21 年度の事業目標及び事業目標達成状況は以下の通りである。 

 

1 派遣学生選考の選考過程、評価基準の更なる明確化 

  研究留学派遣学生の選考においては研究計画の妥当性と学生の力を判断するため、研究内容のプレ

ゼンテーションを義務化し、選考基準の判断材料とした。また英語力をより正確に測定する為にエッ

セイライティングの試験を導入した。 

2 事前研修プログラムの実施 

  英語研修については、ネイティブ教員による小グループのディスカッション講習を導入し、さらな

るコミュニケーション力の養成を図った。出席を義務化し、研修への取り組みおよびその成果に対す

る評価を実施した為、学生の出席率がアップした。また今年度から留学前後に TOEFL を受験させ、個

人内スコアを比較・分析し、留学における英語力の向上を成果として評価することとした。またその

結果を次年度の英語研修指導計画に反映させていく。 

3 バーギシェ・ブッパタール大学研修プログラムの改善 

  お茶の水女子大学側の年度末行事（修士論文発表会ほか）を理由に、前年度は通常の時期より早め

て本学学生のために特別に試験を設定いただいた。その点が負担であるとの声が先方からあり、平成

21 年度は帰国を 1週間遅くすることにして、改善を図った。英語を学ぶ機会を希望する学生の声があ

ったが、先方大学の配慮でそれが実現し、学期途中からではあったが、本学学生のための英語コース

が開講された。単位互換に関しては、理学専攻の専攻会議において議論し、科目認定の基本的考え方

と手順を確認した。講義内容と時間数で、本学の講義の内容と量に対応する単位数を認定することで

合意し、実際に派遣学生６名に対して単位認定を行う予定である（5月の専攻会議で審議）。 

4 評価会議の実施 

  昨年度と同様、バーギシェ・ブッパタール大学において評価会議を実施した。本学の教員 4 名、バ

ーギシェ・ブッパタール大学教員 3 名、Trinity College Dublin(アイルランド)教員 1 名が、研修留
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学生 7 名による英語プレゼンテーションを聞いて、質疑応答を行った。さらに、プレゼンテーション

後の参加教員による会議では、今年度の研修留学の成果や問題点に関して意見交換を行い、総合評価

を行った。学生が大きく成長したことを感じた評価委員が多く、学生の育成に本プログラムが非常に

有効であるという点で意見が一致した。 

 

３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

 

平成 21 年度の活動 

（1）学生の派遣（15名）（派遣の詳細については、pp.8-9 参照） 

バーギシェ・ブッパタール大学への研修留学に 7 名、研究留学はストラスクライド大学 1 名、スト

ラスブール大学 1名、ウィーン工科大学 1名、バーギシェ・ブッパタール大学 2名、フランス国立海

洋開発研究所 1名、キュリー研究所 1名の計 8名を派遣した。（うち 4名の帰国は平成 22年度） 

研究留学については、本事業初年度の平成 20年度は、わずか 3名のみの派遣であったが、今年度は、

8 名と大幅に増加した。昨年度、バーギシェ・ブッパタール大学での研修留学（第一段階＝ホップ）

を経験した学生の中から、今年度、2 名の学生が研究留学（第二段階＝ステップ）に進んだ。また、

この 2 名を含む 3名が、共同博士号の取得をめざしている。これは、事業開始 2年目にして早くもそ

の成果が出始め、段階的に女性科学者を育成するという目標に向けて、本プログラムが順調に進んで

いることの証である。 

  

（2）教職員の派遣（延べ 14名）（派遣の詳細については、pp.9-10 参照） 

  バーギシェ・ブッパタール大学、パリ市立工業物理化学高等専門大学(ESPCI)、ウィーン工科大学、

ストラスブール大学、ストラスクライド大学を、研修・研究留学の打ち合わせのため訪問した。パー

トナー機関の追加候補であるアーヘン工科大学も訪問し、現地担当者と打ち合わせを行った。 

 

（3）共同企画 

2010 年 1月 29 日に、バーギシェ・ブッパタール大学にて評価会議を開催した。1セメスターの留学成

果の一つの評価対象として、派遣学生に日本での研究について英語プレゼンテーションをさせ、評価委

員による質疑応答と評価を行った。学生個々の成長振りの評価を行い、加えて、プログラム自体の実施

状況評価も行った。反省点と次年度に向けての実施計画についても話し合い、引き続き、協力してこの

事業を推進して行くことを確認した。評価者として、下記の 8名の教員が参加した。 

Mike Peardon（Trinity College Dublin） 

Per Jensen （University of Wuppertal） 

Francesco Knechtli (University of Wuppertal) 

Frank Göhmann (University of Wuppertal) 

Keiko Takano (Ochanomizu University) 

Gi-chol Cho (Ochanomizu University) 

Keiko Miyamoto (Ochanomizu University) 

Takayuki Ito (Ochanomizu University) 

 

（4）バーギシェ・ブッパタール大学からの交換留学生 2名の受け入れ 

 平成 21 年 4 月から 9 月まで、バーギシェ・ブッパタール大学からの交換留学生として、大学院生 2

名の受け入れを行った。環境科学と生化学の研究グループに所属し、実験を行った。担当教員は、レポ

ートを課し、単位を認定した。本学学生との交流も活発に行った。平成 20 年度の派遣生が中心となり、

留学生の日本での研究生活の支援を行った。 
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４．平成２１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) 担当教員の追加 

 物理分野、化学分野、そして情報科学分野を専門とする若手研究者のケアを担当し、パートナー機関

との連携強化のために、新たに５名の教員が担当教員としてプログラム運営に参加した。 

(2) 事前研修プログラムの改良（ドイツ語の講習の追加と研究留学生への語学研修義務化） 

平成 20 年度の研修留学派遣生に対する聞き取り調査から、学内においても日常生活はドイツ語に

おけるコミュニケーションが必須であり、初歩的なドイツ語学習が必要であることが判明した。そ

こで、平成 21 年度の研修では、生活に必要なレベルのドイツ語の講座を開講した。英語の力を少

しでも高めるために、すべての派遣学生に英語研修への参加を義務付けた。検証のため、英語研修

の前後での試験によって英語の力の伸びを測ることにした。 

(3) Hull 大学（イギリス）理系学生対象英語研修プログラムの実施 

  ITP の導入により、学部生を含む学生の英語学習の意識の高まりに対応すべく、お茶の水女子大学

グローバル教育センター主催の語学研修プログラムの他に、理系学生を対象とした英語研修プログ

ラムを平成 20 年度に開始した。引き続き実施し、6名の理学部学生が参加した。 

    対象者：理系の大学院生、学部生 

  期間：平成 22年 2月 13 日～平成 22年 3月 28 日 

  研修場所：ハル大学（イギリス） 

  費用：全額学生負担 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

(1) 研修留学先海外パートナー機関との協力体制 

今年度は、本事業 2 年目ということもあり、特にパートナー機関であるバーギシェ・ブッパタール

大学とは、研修留学生（7名）の派遣や当該大学からの留学生（2名）の受け入れ等により相互理解が

深まり、交流関係が強化された。研修留学中に本学から 2 度の教員団を派遣、当該大学担当教員と協

力し派遣学生のケアに取り組むなど、強力な支援体制で臨んだ。当該大学の本事業への期待は大きく、

引き続き本事業に協力し、交流が強化されることを望んでいる。又、これまで本学より当該大学に派

遣できる学生数の上限は 10 名という約束であったが、次年度以降 10 名を超える学生の受け入れにつ

いても了承が得られた。 

(2)  海外パートナー機関の追加と協定の締結 

 H21 年度には、研究派遣の海外パートナー機関に、キュリー研究所（フランス、パリ市）とジョセフ・

ステファン研究所（スロベニア、リュブリャーナ市）を追加した。これは既存のパートナー機関にない

研究分野を有する研究機関への留学を希望する学生に対応する為に講じた措置であり、両研究機関と本

学は、専攻レベルの研究交流協定を締結した。次年度以降、両機関へ本学より研究留学生を派遣する予

定である。 

(3) 研修留学における研修内容および寮に関する確認と打ち合わせ 

研修留学では、バーギシェ・ブッパタール大学の修士課程の授業を一学期間受講するが、受講開始後

の 11 月中旬に、鷹野、小口、村山の 3 名の担当教員が派遣学生一人一人と面談を行い、研修内容の確

認や生活に関する聞き取り調査を行った。さらに、先方大学の副学長との面談、担当者とのミーティン

グ、国際交流関係部局との打ち合わせなどを通して、学生の勉学状況を把握し、寮に関する学生の要望

に関して相談を行った上で、学生の部屋の交換の調整を行った。研修中の担当教員の訪問により、学生

の状況を把握し、先方教員とのミーティングによって、学生の勉学に関する環境を充実させることがで

きた。 
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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。） 

 H20 年度以降の研究留学生の成果事例を報告する。 

 

＜ソフトマター物理分野の例 その１＞ 

H20 年度、本プログラムで研究留学を行った青柳裕子はソフトマター物理学のシミュレーションをメ

インとした研究を行い、同年度に学位を取得した[1,2]。本プログラムでは、フランスの ESPCI において、

関連テーマである薄膜の剥離の実験研究を行った。海外における実験研究は同人にとって初めての取り

組みであったが、多くの興味深い結果を得た。同人は、ジャンプ（第三段階）へ向けて、H21 年度に、

本学の湯浅年子奨学金とフランス政府奨学金を得て、再び ESPCI に半年間滞在し、H20 の研究結果と合

わせて、国際会議等で発表し[3,4]、現在論文執筆中である。また、Nature Materials 誌で大きく紹介

されたクモの巣の論文は[4,5]、滞在先研究者Jose BICO博士の協力も得て執筆遂行された論文である（論

文[5]a 末尾謝辞参照）。青柳裕子はこれらの研究を高く評価され H22 年度より産業総合研究所にポジシ

ョンを得た。（論文[5]を添付する。） 
[1] Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, Crack-tip stress concentration and structure 
size in nonlinear structured materials, J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 034402-1-5
[2] Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, Stress and displacement around a crack in 
layered network systems mimicking nacre, Phys. Rev. E 79 (2009) 066108. 
[3] Poster Presentation: Y. Aoyanagi J. Hure B. Roman J. Bico, Blister  
shapes of thin films randomly deposited on adhesive substrates, LA 13e 
RENCONTRE DU NON LINEAIRE, 10-12 March 2010 (March 12), ESPCI, 
http://nonlineaire.univ-lille1.fr/SNL/programme/ 
[4] 20 min oral presentation: Yuko Aoyanagi, Model of a spider web: why are the 
radial threads stronger than the spiral threads?, PMMH group seminar, ESPCI, Nov. 
12, 2009, http://www.pmmh.espci.fr/seminaires_cafe/seminaires_cafe_archive.htm
[5] a) Yuko AOYANAGI and Ko OKUMURA, A simple model for the mechanics of spider 
webs, Phys. Rev. Lett. 104, 038102(2010); b) featured in, Philip Ball, Web designers, 
Nature Materials 9, 190(2010). 
 
＜ソフトマター物理分野の例 その２＞ 

派遣当時Ｍ１の上西慧理子は、バーギッシェ・ブッパタール大学のゲーマン博士と毎週セミナーを行

い、デルタ関数型相互作用の１次元ボース気体の厳密解に関して理解を深めた。帰国後、ここで学んだ

知識に基づいて、トーラス型閉じ込めポテンシャル中の回転する冷却原子系の厳密系を研究した。そし

てその研究成果の一部は、２０１０年３月に岡山大学で開催された日本物理学会年次大会で上西によっ

て講演発表された。）現在、論文を作成中である。 

上西慧理子、出口哲生、金本理奈 

１次元ベーテ仮説法を用いた Yrast 励起状態の解析（21pTB11、講演発表）  

日本物理学会第 65回年次大会 岡山大学 2010 年 3 月 20 日-23 日  

  

＜生物物理化学分野の例＞ 

 博士後期課程 2 年の内川瑛美子はストラスブール大学のディノ博士の研究グループで研究指導を受け

ながら実験を行っている。ヒトの核内に豊富に安定に存在する RNAである 7SKは、転写を制御する働き

がある。この 7SKに結合する LaRP7の働きを解明するため、LaRP7と 7SKの複合体の立体構造解析を

進めている。その研究に密接に関係する研究の発表が国際会議において行われた。 
Michiko Konno and Emiko Uchikawa  

The important role of 34th base of tRNAAsp for recognition of 35th and 36thbases by ArgRS 

23th tRNA workshop,The Aveiro Conference Centre, ポルトガル，2010 年 1月 

 

＜情報科学分野の例＞ 

博士後期課程 2年の大西可奈子は Dr. George Weir の指導の下、情報検索システムにおいて重要とな

るインデックス作成の研究に着手した。とくに Google などでも対象にしていない 1 冊の本を対象にし

たインデックスの作成に取り組み、多くの知見を得た。留学期間の成果と日本での研究成果を合わせ学

術論文として発表する予定である。 
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４－４．今後の課題・問題点 

(1）語学能力の定量的事前事後評価の実施 

    学生の英語能力の向上は、事前英語研修の前後の様子や、派遣前と留学の最終段階での英語プレ

ゼンテーションの比較から明らかではあるが、定性的な評価の域を出なかった。平成 21 年度にエ

ッセイライティングを導入し、英語力を測る指標を増やしたが、評価の定量性を高めるために、研

修前、研修後、留学派遣からの帰国直後での英語能力の試験の実施を計画している。 

（2）研修プログラムの改良（研修プログラム） 

    授業のほかに、専門分野に近いラボでの、英語で行われるゼミや実験への参加が効果的であると

考えられる。平成 20 年度には学生の要望をパートナー機関担当者に伝えることで、一部の学生が

ゼミに参加した例がある。今後、ゼミや実験への参加について相談していく。 

（3）参加希望者の分野の偏りと応募人数の年次変動 

   募集年度によって、参加希望学生の分野に偏りが生じる場合がある。平成 21 年度の研修留学で

は、Computer simulation in Science のコースに 6 名、化学分野に 1 名であり、期待した人数を

下回った。平成 22 年度については、多様な分野から多数の応募者がいる見込みである。ある分野

に偏らず、隣接した研究分野の学生の交流を深めることも本プログラムの目的の一つであるので、

幅広い分野から応募者がいるように、広報に努めたい。年次変動については、在籍学生の母数にも

変動があり、調整がむずかしいが、帰国学生の報告会や派遣説明会により広報を進めていく。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

フランス国立海洋開

発  研究所（フラ

ンス国ブレスト市） 

2009/2/10- 

2009/4/30 

 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 博士後期

課程 2年 

ストラスクライド大

学  (イギリス国

グラスゴー市） 

2009/3/1- 

2010/2/27 

 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 博士後期

課程 2年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/1- 

2010/2/11 

 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 

博士前期課程 2年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 

博士前期課程１年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 

博士前期課程 1年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

 

 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 理学専攻 

博士前期課程 1年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士前期課程 1年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科 

 理学専攻 

博士前期課程 1年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2010/2/11 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士前期課程 1年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 (ドイツ国ブッ

パタール市） 

2009/10/5- 

2009/12/23 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士前期課程 1年 

キュリー研究所 

（フランス国パリ

市） 

2009/10/5- 

2009/12/22 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士前期課程 1年 

フランス国立海洋開

発研究所 

（フランス国ブレス

ト市） 

2009/11/19- 

2010/11/18 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士後期課程２年 
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ウィーン工科大学  

(オーストリア国ｳｨｰ

ﾝ市） 

2009/10/1- 

2010/9/30 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士後期課程２年 

ストラスブール大学 

（フランス国ｽﾄﾗｽﾌﾞｰ

ﾙ市） 

2009/10/4- 

2010/8/31 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科  

理学専攻 

博士後期課程 2年 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学 

（ドイツ国ブッパタ

ール市） 

2010/3/25- 

2011/3/24 

お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科 

理学専攻 

博士前期課程 2年 

 

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 

ストラスクライド大

学（イギリス国グラス

ゴー市） 

2009/3/24- 

2009/4/2 

お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 自然・応用科学系  

准教授 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学（ドイツ国ブッパタ

ール市） 

2009/11/1- 

2009/11/6 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系  

教授 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大

学（ドイツ国ブッパ

タール市） 

2009/11/3- 

2009/11/8 

 

リーダーシップ養成教育 研究センター  

准教授 

ア ー ヘ ン 工 科 大 学 

（ドイツ国ｱｰﾍﾝ市）、ﾊﾞ

ｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ市） 

2009/11/2- 

2009/11/8 

 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系  

教授 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ブッパター

ル市） 

2009/11/3- 

2009/11/8 

 

人間文化創成科学研究  

自然・応用科学系  

教授 

ストラスクライド大学 

(イギリス国グラスゴー

市） 

2010/1/5- 

2010/1/10 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系 

准教授 

ストラスブール大学（フ

ランス国ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ市） 
2010/1/21- 

2010/1/26 

人間文化創成科学研究科  

自然・応用科学系 

教授 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ブッパター

ル市） 

2010/1/28- 

2010/1/31 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系 

准教授 

パリ市立工業物理化学高

等専門大学（ESPCI） 

（フランス国パリ市） 

2010/2/15-24 人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系 

教授 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ブッパター

ル市）、ウィーン工科大

学（オーストリア国ウィ

ーン） 

2010/1/22- 

2010/1/27 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系 

准教授 

ストラスブール大学（フ

ランス国ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ市） 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ市） 

2010/1/21- 

2010/1/31 

人間文化創成科学研究  

自然・応用科学系  

教授 
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ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学

（ドイツ国ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ市） 

 

2010/1/28- 

2010/1/30 

人間文化創成科学研究科 

自然・応用科学系  

准教授 

 
ストラスブール大学（フ

ランス国ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ市） 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ市） 

2010/1/21- 

2010/1/31 

生命情報学教育研究センター 

特任准教授 

ストラスブール大学（フ

ランス国ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ市） 

ﾊﾞｰｷﾞｼｪ・ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ大学 

（ドイツ国ﾌﾞｯﾊﾟﾀｰﾙ市） 

2010/2/23- 

2010/3/1 

グローバル教育センター 
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