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                                       【公表】 

事業名 乾燥地における統合的資源管理のための人材育成 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 

鳥取大学 

国際戦略企画推進本部 

主担当教員 

所属・職・氏名 

鳥取大学 

大学院連合農学研究科・教授・山本定博 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

【事業の目的】 

 本事業は、国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的資

源管理に関する共同修士号プログラム」（通称：MS プログラム）を本事業に活用し、若手研究者（修士課

程学生）を長期間海外パートナー機関に派遣することで、本学で最も実績のある乾燥地研究分野において国

際通用性のある人材を養成することを目的としている。 

【将来構想】 

 本学は、「国際戦略」の主題を「持続性ある生存環境社会の構築に向けて」と定め、乾燥地、半乾燥地に

おいて、国際的な教育、研究を戦略的に展開してきた。本申請事業では、本学修士課程学生を海外パートナ

ー機関へ１年間派遣し、共同修士号の取得を可能とする。また、博士課程への進学後は、海外パートナー機

関との共同研究及び国際プロジェクトへの参加等を通して各専門分野で国際通用性のある研究者の育成を

実現する。さらに、博士課程及び助教レベルの研究者には、本学が「大学国際戦略本部強化事業」で実施し

ている教育研究拠点への教育・研究派遣及びグローバル COE プログラムへの参加などにより、研究のみな

らず教育面での能力にもすぐれた国際通用性のある人材の育成を目指している。 

 この様に、本学で最も実績のある乾燥地研究分野において、国際通用性のある若手研究者の育成を学部レ

ベルから計画的かつ戦略的に実施することを将来構想としている。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

■目標を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

１．若手研究者の順調な派遣と人材養成 

  本事業の派遣対象者である修士課程学生を競争的に選抜し、長期間にわたりシリア、チュニジア、中国

の乾燥地フィールドに派遣、研鑽を積ませることで、計画通り順調に国際通用性ある人材養成を行った。

積極的な情報発信もあいまって、ITP への参加を望み他大学から本学大学院に入学する学生が出てきた。

２．海外パートナー機関との連携強化 

  国際連合大学ほか５機関が共同で実施する MS プログラムを土台としたパートナー機関間の連携、協

力により、多機関においてコースワーク、フィールドワークが実施された。想定以上にパートナー機関か

らの積極的な人的・経費的協力と支援が得られたことから、目標を上回り連携が強化された。 

３．本学おける一貫した国際人養成プログラムの確立 

  本事業の採択後、２１年度には組織的な若手研究者等海外派遣プログラムおよび先端学術研究人材養成

事業に採択された。これらの事業との連携により、目標を上回る速度・形態で、学部学生からポスドク等

若手研究者までの一貫した乾燥地研究分野における国際人養成プログラムを確立した（２頁に詳述）。 

４．全学的支援体制による事業実施 

  全学的組織である国際戦略企画推進本部を中心に、大学としての国際戦略、国際人養成プログラムに則

 り本事業が運営され、部局をまたがる教職員一体となった事業運営、並びに危機管理体制の整備を行った。

５．国内外への積極的な情報発信 

  修士課程学生を派遣するプログラムであることから、研究成果発表だけにとどまらず本事業の特徴、国

 際人養成の効果等をホームページ、新聞記事連載、国際シンポジウムにおける発表等で積極的に発信した。
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

 本学は、「国際戦略」の主題を「持続性ある生存環境社会の構築に向けて」と定め、乾燥地、半乾燥地に

おいて、国際的な教育、研究を戦略的に展開してきた。 

 この「国際戦略」に則り、全学的に企画・立案を実施する国際戦略企画推進本部を中心に学部学生から

修士、博士、ポスドク等若手研究者までの一貫した、国際人養成プログラムを次のとおり確立した。 

 ○学部学生：国際乾燥地農学実習（H13～）、メキシコ海外実践教育カリキュラム（H17～） 

 ○修士学生：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（H20～） 

 ○博士学生：グローバル COE プログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」（H19～） 

 ○ポスドク等：組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「乾燥地科学拠点における国際人材養成」（H21～）

 本事業についても、国際戦略企画推進本部が中心となり全学的体制の下で実施された。パートナー機関

からの研究者受入、共同企画開催に係る派遣旅費等、ITP 事業からは直接の支出が困難な必要経費の一部

については、大学本部からの学内支援を与えた。また部局をまたがる担当教職員で構成される「若手研究

者 ITP 推進会議」を設置し、学生の募集・選考、学生・教職員の派遣スケジュール等を含めた事業計画の

策定・実行を行った。 

 危機管理面での支援体制としては、本事業独自に「若手研究者 ITP 危機管理対策会議」を設置し、教職

員用危機管理マニュアル、学生用安全の手引きを作成、実践するなど、派遣若手研究者の安全確保に努め

た。この成果は大学全体の危機管理体制の整備に還元され、全学の危機管理に活用されている。 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

１．協定 

・複数機関間の協定：５つの海外パートナー機関［国連大学（UNU）、中国科学院寒区旱区環境工学研究所

（CAREERI）、乾燥地域研究所（IRA）、チュニジア国立農業研究所（INAT）、国際乾燥地農業研究センタ

ー（ICARDA）］と鳥取大学の間では、平成１９年１月に「統合的乾燥地利用に関する共同修士号プログ

ラム（MS プログラム）に関する協定」が締結されている。さらに ITP 事業が採択されたことから、平成

２２年６月には、この協定を ITP 事業の終了する平成２４年度まで延長することとし、協定延長の手続

きを行った。 

・二機関間協定： CAREERI（学術交流協定及び学生交流の覚書）、IRA（学術交流協定）、INAT（学術交流

協定及び学生交流の覚書）、ICARDA（学術交流協定）とは鳥取大学との交流協定を個別に締結している。

特に INAT との協定及び覚書については、本事業の採択を受けて、締結の手続きを進めた。 

２．海外パートナー機関への派遣 

・ITP 事業を活用して、海外パートナー機関に若手研究者等を派遣している（７～９頁に詳述） 

・平成２１年度には、日本学術振興会の組織的な若手研究者等海外派遣プログラムに鳥取大学の「乾燥地

科学拠点における国際人材養成」が採択された。この派遣プログラムの海外連携機関として ICARDA 及

び CAREERI を含めることにより、両機関への若手研究者派遣を実施している。 

３．海外パートナー機関からの受け入れ 

・MS プログラムの枠組みの中で、CAREERI、INAT からそれぞれ若手研究者等を受け入れた（学内支援）。

・平成２１年度には、先端学術研究人材養成事業に鳥取大学の「乾燥地科学拠点」が採択された。この事

業を活用して、CAREERI より研究者を招聘した。 

４．海外パートナー機関との協議 

・海外パートナー機関との協議・調整を行うため、「MS プログラム委員会」を開催し、関係機関との協力

体制を強化した。 

５．共同企画 

・第９回乾燥地開発国際会議（エジプト・アレクサンドリア、２００８年１１月７～１０日）を海外パー

トナー機関（ICARDA、CAREERI、UNU）と共催した。この国際会議に若手研究者並びに担当職員を派

遣し、ITP 事業に関連する研究成果、本事業の計画、期待される成果等について発表を行った。 

・毎年度、パートナー機関と連携して、MS プログラムの論文発表・審査会を実施している。鳥取大学を含

  む各国の学生が参加・発表し、関係機関の代表者が論文審査を行っている。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

１．ホームページによる情報発信 

 事業初年度の平成２０年度に ITP のホームページを作成し公開した。ホームページには、本事業の紹介

はもとより、本事業により派遣された学生からの現地での活動状況、現地情報、本事業への応募案内、MS
プログラム、海外パートナー機関の HPへのリンク、新聞連載記事を掲載している。また、海外からの MS
プログラム参加希望学生向けに、鳥取大学での研修案内、応募方法などに関する英文ページを準備するな

ど、双方向の情報提供を行っている。このホームページにより、平成２１～２２年度にかけて３名の学生

が ITP 事業に関心を持ち、国内の他大学から鳥取大学の修士課程（農学研究科）に進学した。このうち１

名は ITP 事業によって現在、シリア（ICARDA）に派遣中であり、もう１名はチュニジア（IRA）への派遣

が決定している。また、世界各国からも２０件近くの問い合わせを受け、その都度個別に対応している。

和文ページ：http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/index.html 

英文ページ：http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/announce/index.html 

 

２．新聞への ITP 記事の連載 

 本事業の活動を広く一般市民に発信するために、地方紙（日本海新聞）に、平成２１年６月から半年間

の連載記事（砂と暮らし砂に学ぶ－ITP 便り・毎週、計３１回）を掲載し、平成２２年は月１回の記事（乾

燥地を拓く－鳥取大学 ITP だより－・７月までで計７回）を連載中である。これらの記事は、本事業の担

当教職員、並びに現地派遣学生が執筆しているが、学生の執筆した記事に対しての読者からの反響が大き

く、地域の公民館から学生へ、地域住民・子供向けの講演依頼もあった。 

掲載ページ：http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/koe/index.html 

 

３．鳥取大学における学内報告会 

 本事業に対する理解と関心を高めるために、第１期 ITP 派遣学生（派遣期間：平成２０年１１月～平成

２１年９月）５名による帰国報告会を一般市民にも公開し鳥取大学で実施し、約１００名の本学学生、教

職員が出席した。国際交流担当理事、教育担当理事、及び本学のユニークな事業であるメキシコ海外実践

教育プログラム（学部学生の３ヶ月間現地滞在プログラム）の参加学生も多数参加し、本事業に対する強

い関心が表れていた。 

 

４．学内の学生、教員向けガイダンス 

 本事業の内容と公募に関する説明のため、学生と教員に向けたガイダンスを平成２０年度：４回、２１

年度：４回、２２年度：３回を実施した。事業の概要、公募に関することは担当教職員が行うが、事業内

容の詳細、特に海外派遣先での研究活動等については、毎回、ITP 参加経験学生が紹介し、特に参加希望学

生に対して、正確でリアリティの高い情報を発信するように心がけている。 

 

５．国際シンポジウムでの本事業の紹介 

 平成２１年１１月に九州大学で開催された第６回日韓合同シンポジウム（鳥取大学、九州大学、韓国・

忠南大学、韓国・江原大学による共同開催国際シンポジウム）の Plenary Session；Global-Age Education in 
Graduate School of Agriculture and Job Markets において、鳥取大学が取り組む本事業を”Enhancing the 
capabilities of agriculture graduates as world-class young professionals through JSPS International Training Program 
(ITP)”として発表し紹介したところ、人材育成において非常にユニークで効果的な大学院教育であるとの高

い反響を得た。 

 

６．国際シンポジウム・学会，国際学術誌，学会への研究成果の発表 

 本事業の対象は修士課程の学生であるが、積極的に国内外で研究成果の発表を行っている。平成２０年

に国際会議（第９回乾燥地開発国際会議）を共同開催し、博士課程学生２名が本事業に関連する研究発表

を行った。平成２１年１１月には ICARDA で開催された国際ワークショップ（Productive and Sustainable Use 
of Saline Waters and Salt-affected Soils in Agriculture）に修士学生 1名が参加し、口頭発表を行った。また、そ

の内容の一部は国際誌（Irrigation and Drainage System，Springer）に掲載された。さらに、ITP 参加学生が海

外のパートナー機関で行った研究成果のいくつかは、アメリカでの学会（ASA, CSSA, and SSSA International 
Annual Meetings，２０１０年１０月１３日～１１月３日）、国内学会（日本土壌肥料学会，２０１０年９月

７日～１０日）で発表される予定である。 

 

 

http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/index.html
http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/announce/index.html
http://rendai.muses.tottori-u.ac.jp/japanese/ITP/koe/index.html
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

① 平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 20 年 10 月 30 日～ 

21 年 3 月 31 日（153 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

2  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 20 年 10 月 30 日～ 

21 年 3 月 31 日（153 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

3  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 20 年 10 月 30 日～ 

20 年 11 月 29 日（31 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

4  

国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

 

平成 20 年 11 月 30 日～ 

21 年 3 月 31 日（122 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

5  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 20 年 10 月 30 日～ 

20 年 11 月 29 日（31 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

6  

国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 
 

平成 20 年 11 月 30 日～ 

21 年 3 月 31 日（122 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

7  

乾燥地域研究所（IRA） 
 

平成 20 年 10 月 30 日～ 

20 年 11 月 30 日（32 日）

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

8  

中国科学院寒区旱区環境工学研究所 

（CAREERI） 

平成 20 年 12 月 1 日～ 

21 年 1 月 12 日（43 日） 

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

9 中国科学院寒区旱区環境工学研究所

（CAREERI） 

 

平成 21 年 2 月 16 日～ 

21 年 3 月 31 日（44 日） 

大 学 院 農 学 研 究

科・修士課程学生 

 計９名 

 

  

    

 

② 平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 21 年 4月 1日～ 

21 年 9 月 25 日（178 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

2  

乾燥地域研究所（IRA） 

 

平成 21 年 4月 1日～ 

21 年 9 月 25 日（178 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

3  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 4月 1日～ 

21 年 9 月 25 日（178 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

4  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 4月 1日～ 

21 年 9 月 25 日（178 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

5  
中国科学院寒区旱区環境工学研究所

（CAREERI） 

平成 21 年 4月 1日～ 

21 年 9 月 25 日（178 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

6  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 10 月 29 日～ 

21 年 11 月 28 日（31 日）

大学院工学研究科・

博士前期課程学生 
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7  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 10 月 29 日～ 

22 年 3 月 31 日（154 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

 

8  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 10 月 29 日～ 

22 年 3 月 31 日（154 日）

大学院農学研究科・

修士課程学生 

9  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA） 

平成 21 年 11 月 6 日～ 

21 年 12 月 6日（31 日） 

大学院農学研究科・

修士課程学生 

10  
中国科学院寒区旱区環境工学研究所

（CAREERI） 

平成 22 年 1 月 6 日～ 

22 年 3 月 31 日（85 日） 

大学院工学研究科・

博士前期課程学生 

 計１０名（前年度継続５名） 
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 20 年度     ９ ／  １０ 

平成 21 年度    １０ ／  １１ 

平成 22 年度    ９ ／  １０ 

 

②募集・選考方法（MS プログラムの開始から修了まで） 

１．派遣プログラム計画の策定、募集要項の策定（２月頃） 

 本事業は国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的管

理に関する共同修士号プログラム」（通称：MS プログラム）を活用しており、本学及び国連大学等４機関

の協力機関が参画する MS プログラム委員会において実施概要が決定され、本事業（若手研究者 ITP）によ

る派遣計画、学内募集要項を若手研究者 ITP 推進会議において策定する。 

２．学内募集（３～４月頃） 

 全学の修士学生を対象に募集を行う。本事業を広く周知し、関心を高めるため、ホームページや掲示に

よる案内の他、修士課程の入学説明会での説明や、派遣経験学生による体験談を交えた募集ガイダンス等

を実施する。また、研究計画、卒業後の進路等については、関係者の納得のもとで参加できるよう、ガイ

ダンスに参加した学生には、指導教員も交えて個別相談を行い、十分な情報提供と意見交換を実施し応募

者を絞りこむ。 

３．学内選考（５月頃） 

 次のような基準での書類審査、面接審査を実施し、各項目における評点付け、総合評価により合否を決

定する。面接委員会による合否判定の後、若手研究者 ITP 推進会議及び国際戦略企画推進本部長の了承の

もと派遣者が決定される。なお、選考にあたっては本事業を担当する男女職員が面接官として参加するな

ど、異なる視点での評価、教職員一体となった事業運営を図っている。 

 ・必要条件：応募資格者（募集要項）：在籍、健康状況、指導教員・親族等の同意 

 ・十分な語学能力を有するか 

 ・研究計画が適切か 

 ・長期滞在に耐えられるか 

４．国際公募（あわせて派遣機関、研究計画の調整）（６月頃） 

 本事業は MS プログラムを活用しているため、派遣決定にあたっては、MS プログラムへの国際公募、選

考が必要となる。国際公募にあたっては、フィールドワークを実施する海外パートナー機関での研究の実

現可能性、実効性について学生の指導教員、本事業の担当教員が連携し海外機関とも調整を図りながら 10

ページに及ぶ英語での研究計画を作成し、国際公募に申請する。 

５．国際選考、派遣決定（７月頃） 

 本学及び国連大学等４機関の協力機関が参加する MS プログラム委員会において、派遣者、派遣先が決

定される。毎年、鳥大生を含めて 10名程度が選抜されている。 

６．コースワーク（９～１０月頃） 

 乾燥地に研究フィールドをもつパートナー機関（チュニジア、シリア、中国）が毎年、持ち回りで４週

間のコースワークを実施する（２１年度はシリア）。コースワークでは、日本を含めて他の機関から世界第

一線の乾燥地研究者が講師として参加し、講義だけでなく、フィールドでの実習やグループ発表を行う。

７．フィールドリサーチ（１０月頃から約１１ヶ月） 

 コースワーク終了後、パートナー機関で実験・調査、論文作成に取り組む。日本側の指導教員（本学教

員）とパートナー機関指導教員とが共同して学生指導にあたる。学内支援により教員の派遣・招聘を実施。

８．論文作成（２年目１０～１２月頃） 

 フィールドリサーチでの実験・調査結果をもとに MS プログラムの論文を作成する。英文で大体 100 ペ

ージ程度、最長では 540 ページの論文をまとめたものもいる。 

９．論文発表・審査会（３年目１月頃） 

 中国の CAREERI において、MS プログラムの各機関代表者が集まり、論文発表・審査会（thesis defense）
を行う。ここでの質疑・コメントを踏まえて論文を修正し、最終論文を３月までに国連大学に提出する。

１０．修了証書の授与（３年目夏～秋） 

 国連大学により国連大学学長名の修了証書が作成され、全パートナー機関の長のサインを得た後、本人

に授与される。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果な

どがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 21 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

①  機関名（国名）：国際連合大学（UNU）（カナダ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 本事業の母体である MS プログラムは、参加６機関が共同で実施している事業であり、幹事役の

国際連合大学（UNU）のもとで国際公募を行い、参加学生の採択を国際委員会（MS プログラム委

員会）で決定し、共同でコースワーク実施、論文審査、MS プログラムの修了証書の発行を行って

いる。 

 この MS プログラムは、パートナー機関とのマッチングファンドによって運営されている。すな

わち、各機関がそれぞれ資金を獲得しつつ、その資金を持ち寄っている。さらに２００９年には

UNU が中心となって米国マッカーサー財団の MDP プログラム支援基金に応募し、残念ながら不採

択となったが、引き続き、同様の国際研究事業の資金獲得に努めている。 

 また、参加機関から担当教員および事務職員が参加し、研究者の受け入れ・派遣、事業の連絡・

調整等を含めて、この事業を運営している。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 ※幹事役大学で研究者受入は行っていない。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ０人、延べ受入日数：    ０日）  

②  機関名（国名）：中国科学院寒区旱区環境工学研究所（CAREERI）（中国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 本機関とは昭和６２年から学術交流協定を締結している。本機関は、派遣時には、研究スペース

及びアパートの無償貸与、研究機器利用に係る便宜、試料・器具類の無償提供、指導教員配置等の

人的支援等、若手研究者の研究活動について人的・経費的支援を行っている。平成２０年度、２１

年度には、当該パートナー機関の協力により、論文発表・審査会を実施し、MS プログラムに参加

している中国人学生と鳥取大学の学生が英語により論文発表を行った。本発表会には MS プログラ

ムに参加する他国からの学生も参加・発表を行い、本学担当教員をはじめ、海外パートナー機関

（UNU、IRA、ICARDA、CAREERI）からも担当者が審査のため出席し、助言を行った。 

 平成２２年９月１３日～１０月１２日には、本研究所において「砂漠化対処」を全体テーマとす

るコースワークが予定されており、鳥取大学を含め世界各国から MS プログラム学生が参加する。

第１週は砂漠化の要因と問題、第２週はモニタリングと評価、第３週は砂漠化対処技術、第４週は

社会経済制度に焦点をあてる。また、鳥取大学では、学内経費により延べ３名の修士課程学生を本

機関から受け入れるなど、若手研究者の交流について友好的な協力体制が確立されている。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 平成２０年度に修士課程学生１名、平成２１年度に修士課程学生２名をフィールドリサーチ実施

のため派遣し、現地指導教員および鳥取大学の指導教員による指導の下、現地調査・観測、実験、

英語論文の作成を行った。このうち平成２０年度派遣学生は、平成２２年１月に CAREERI におい

て開催した論文審査発表会で研究成果発表を行い、英語により下記の論文を執筆し、MS プログラ

ム委員会の審査に合格しており、まもなく国際連合大学（UNU）から修了証が授与される見込みで

ある（Kubota S. Effects of biological soil crusts on rainfall infiltration and soil moisture 
redistribution in revegetated sand dune of the Tengger desert, China）。また、平成２１年度派遣学

生は、現在論文を執筆中であり、平成２３年１月同研究所において研究成果発表を行う予定である。

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：  ３５０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ４人、延べ派遣日数：   ２１日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ３人、延べ受入日数：  １３１日）  
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③ 機関名（国名）：乾燥地域研究所（IRA）（チュニジア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 本事業による交流がきっかけとなり、平成２０年度に学術交流協定を締結し、以後協力体制の強

化を進めている。平成２０年度には乾燥地域研究所（IRA）は国際的な講師陣による、乾燥地に関

する広範かつ充実した講義（コースワーク）を企画し、本コースワーク実施に係る講義内容のアレ

ンジ・実施、宿泊施設の無償貸与、フィールドトリップの企画・実施等、コースワークの実施につ

いて全面的な支援を行った。これに鳥取大学は本事業実施経費及び学内経費等により鳥取大学の教

員を講師として派遣し、ITP派遣学生５名が参加した。また、平成２０、２１年度に ITP学生延べ

４名をフィールドリサーチ実施のため派遣し、IRA は研究スペースの貸与、研究機器利用に係る便

宜、試料・器具類の提供、指導教員配置等の支援を行った。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 平成２０年度に修士課程学生５名が IRA において実施されたコースワークに参加し、講義を受講

した。コースワークは 11/3～11/28、砂漠化と乾燥地管理、土壌塩性化の問題、水管理技術、風食・

水食の制御、気候変動と乾燥地、乾燥地農業技術、放牧地管理等の幅広い分野について、世界各国

から第一線の研究者が参加し講義を行った。また数回のフィールドトリップにより、学生は、砂漠

化の現場を実際に目で見て、フィールドからものを考える姿勢について研鑽を重ねた。 

 また、平成２０、２１年度には修士課程学生延べ４名をフィールドリサーチ実施のため派遣し、

現地指導教員による指導の下、現地調査・観測、実験、英語論文の作成を行った。このうち平成２

０年度派遣学生２名は、平成２１年度末に研究成果を取りまとめ、英語による下記の論文を作成し、

論文審査発表会を経て、MS プログラム委員会へ提出し、まもなく国際連合大学から修了証が授与

される見込みである（Makino R. Deficit surface and subsurface drip irrigation with saline water of 
potato in southern arid regions of Tunisia; Minamoto M. Responses of plant communities to some 
ecological and anthropogenic factors - case of the Matmata Mountains, Southern Tunisia.）。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ７人、延べ派遣日数：  ７５６日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ７人、延べ派遣日数：   ７２日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ０人、延べ受入日数：    ０日）  

④ 機関名（国名）：チュニジア国立農業研究所（INAT）（チュニジア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 本事業による交流がきっかけとなり、平成２１年度に学術交流協定を締結し、以後協力体制の構

築を進めている。 

 チュニジア国立農業研究所（INAT）は、平成２０年度に乾燥地域研究所（IRA）において実施し

たコースワークへ講師を派遣し乾燥地に関する講義を実施し、本学の ITP派遣学生がこのコースワ

ークに参加した。また、鳥取大学は、平成２１年度、他経費によりチュニジア国立農業大学所属の

学生３名を受け入れて指導を行うなど、若手研究者の育成について交流・協力を行っている。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 チュニジア国立農業大学への若手研究者の派遣は、現在までのところ行っていない。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ３人、延べ受入日数：   ４４日）  

⑤ 機関名（国名）：国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）（シリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）とは平成１８年度に学術交流協定を締結している。本

機関は、派遣時には研究スペースの貸与、研究機器利用に係る便宜、試料・器具類の提供、指導教

員配置等の人的支援等、若手研究者の研究活動について人的・経費的支援を行っている。 

 平成２１年 11/1～11/26 に、当該パートナー機関において国際的な講師陣によるコースワークを

実施し、これに ITP 派遣学生３名が参加し、講義を受講した。コースワークの全体テーマは「乾

燥環境における持続的土地管理：水資源管理に焦点をあて」とし、第１週は土地利用・土地劣化、

第２週は干ばつとその評価・対策、第３週は限られた水資源のもとで生産を最大化する技術、第４

週は灌漑技術とその導入について学んだ。また、数回のフィールドトリップにより、砂漠化の現場
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を実際に目で見て、フィールドからものを考えるという経験を与えた。鳥取大学は本事業実施経費

により本学教員を講師として派遣し、学内経費等により海外の講師を派遣し、ICARDA は本コース

ワーク実施に係る講義内容のアレンジ・実施、宿泊施設の無償貸与、フィールドトリップの企画・

実施等、コースワークの実施について全面的な支援を行った。また、平成２０、２１年度には ITP
学生延べ６名を派遣し、フィールドリサーチを実施した。ICARDA は、研究スペースの貸与、研究

機器利用に係る便宜、試料・器具類の提供、指導教員配置等の人的支援等の支援を行った。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 平成２１年度、３名の学生が ICARDA において実施されたコースワークにおいて講義を受講し

た。また、平成２０年度、２１年度に延べ６名の学生を派遣し、現地指導教員および鳥取大学の指

導教員による指導の下、現地調査・観測、実験、英語論文の作成を行った。このうち平成２０年度

派遣学生２名は、平成２１年度末に研究成果を取りまとめ、英語による下記の論文を作成し、論文

審査発表会を経て、MS プログラム委員会へ提出し、まもなく国際連合大学から修了証が授与され

る見込みである。2名のうち１名は修士課程修了後、博士課程へ進学し、１名は就職が決定してい

る（Sato T. Environmental impact assessment on wastewater irrigation in Aleppo Region, Syria.; 
Sakai H. Farmers’ participation in soil and water conservation practices and its effect on soil 
erosion in sloping olive groves in northwest Syria.）。 
 なお、平成２２年度はさらに延べ４名の学生を同センターへ派遣中・派遣予定である。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ８人、延べ派遣日数：  ９７０日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   １２人、延べ派遣日数：   ９０日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    ０人、延べ受入日数：    ０日）  

⑥ 機関名（国名）： 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     人、延べ受入日数：     日）  

⑦ 機関名（国名）： 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     人、延べ受入日数：     日）  
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○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 

 特になし。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 学生選考のための MS プログラム委員会 

開催場所 国際連合大学本部 開催期間 平成２０年９月６日～９月７日 

海外パートナ

ー機関 

国際連合大学、中国科学院寒区旱区環境工学研究所、乾燥地域研究所、 

国際乾燥地農業研究センター 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

本委員会は、海外パートナー機関の代表者が集まり、第２期 MS プログラムの進

捗状況の確認、第３期 MS プログラム参加学生の選考、第３期 MS プログラムの

詳細な内容の検討、次期（第４期）MS プログラムの検討、MS プログラムの運営・

実施体制の検討等を行った。担当教員が本委員会委員として本協議に出席し、本

プログラムの実施が円滑に行われるよう、議論をリードした。また担当職員が開

催補助のため参加した。 

本委員会における協議の結果、本学より５名の学生が第３期 MS プログラム参加

学生として選考された。その後、平成２０年１１月より第３期 MS プログラムが

開始され、この５名が、本事業の支援によりプログラムに参加した。 

② 共同企画名 第９回乾燥地開発国際会議 

開催場所 アレクサンドリア 開催期間 平成２０年１１月７日～１０日 

海外パートナ

ー機関 

国際連合大学、中国科学院寒区旱区環境工学研究所、 

国際乾燥地農業研究センター 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

本会議の運営組織の母体は、IDDC (International Dryland Development Commission) 
で、海外パートナー機関との共催により実施した。 

実施目的は、若手研究者等を派遣し、乾燥地科学に関する知見を深めるとともに、

相手国研究者等との研究交流を深めることであり、本学からも博士課程学生、助

教等の若手研究者を派遣した。本事業経費では、本学の博士課程学生の旅費を負

担し、本事業に関連する研究成果を発表した。また、担当職員はロジスティック

面でのサポートを行い、現地で会議の開催に係る補助を行った。 

本会議に若手研究者および担当職員を参加させることにより、世界の乾燥地研究

者と研究交流を行うとともに、海外パートナー機関との連携関係をさらに深める

ことができた。 

③ 共同企画名 論文発表・審査会 

開催場所 中国科学院寒区旱区

環境工学研究所 

開催期間 平成２２年１月８日～９日 

海外パートナ

ー機関 

国際連合大学、中国科学院寒区旱区環境工学研究所 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

MS プログラム参加学生に対して英語による研究発表の機会を設け、英語による研

究発表能力及びモチベーションの向上を目指すことを目的に開催した。鳥取大学

からは５名の学生が参加し、本事業派遣を通じて得られた研究成果を論文にまと

め発表した。担当教員が審査会の運営及び論文審査（副座長）のため出席し、担

当職員が審査会の開催補助のため出席した。 

鳥取大学の学生の他、海外パートナー機関の中国人学生２名も論文発表を行った。

また海外パートナー機関からの担当者が論文審査のため出席した。 

論文発表を行った学生は審査会での指摘事項等を踏まえて、平成２１年度末まで

に論文を作成し、国際連合大学へ提出し、まもなく MS プログラムの修了証が授

与される見込みである。 

④ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 



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 22 年度中間評価資料（進捗状況報告書） 

        12             （平成２２度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑤ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 Qadir, M., Bahri A., Sato T., Al-Karadsheh E. 

題 名 
Wastewater production, treatment, and irrigation in Middle 
East and North Africa 掲載誌名 

Irrigation and Drainage 
Systems 

発行所 Springer 巻号 24,1-2 頁 37～51 発行年 2010 年 査読 ○有・無

2 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

3 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

4 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

5 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無
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②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 ○Kudo N., Fujiyama H. 

題 名 Nitrogen metabolism in halophytes 口頭・ポスター 審査 ○有 ・無

学会名 
Ninth International Conference on 
Dryland Development 場所 Alexandria (Egypt) 2008 年 11 月 

2 

発表者名 ○Xu R., Fujiyama H. 

題 名 
Physiological and growth responses of two cool-season 
turf-grass species to NaCl stress 

口頭・ポスター 審査 ○有 ・無

学会名 
Ninth International Conference on 
Dryland Development 場所 Alexandria (Egypt) 2008 年 11 月 

3 

発表者名 ○Sato T., Qadir M., Yamamoto S. 

題 名 
Soil salinity and sodicity issue on wastewater irrigated soil in 
Aleppo region, Syria 

口頭・ポスター 審査 有・○無

学会名 

ICARDA-USAID-IWMI Bridging 
workshops (second workshop): 
Productive and Sustainable Use of 
Saline Waters and  
Salt-affected Soils in Agriculture 

場所 Aleppo (Syria) 2009 年 11 月

4 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

5 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

6 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

7 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

8 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

9 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

10 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

11 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 

12 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無

学会名  場所    年  月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

 本事業の今後の展望については、本事業の母体である MS プログラムを今後、いかに発展させるか

について海外パートナー機関と定期的に協議を行っており、現時点では以下のような方向で、展開し

ていくことを計画している。 

 

１．残り事業期間における改善点・改善方法 

①資金獲得 

・事業を展開・拡張するため、さらなる外部資金の獲得をめざし、積極的に国際的な研究資金に応募

する。とくに海外パートナー機関と連携し、たとえば米国マッカーサー財団、アラブ諸国の研究支

援のような国際的研究資金の獲得を目指す。 

②参加機関の拡大 

・事業への参加機関を拡大する。現時点では、エジプトのアレクサンドリア大学、国連砂漠化対処条

約のグローバルメカニズム、ベルギーのゲント大学が参加の意向を表明している。 

③コースワークの充実 

・少なくとも４学期の集中的な講義プログラム、現地視察及び集団現地研修を設ける。一部はアレク

サンドリア大学がホストし、その他についてはパートナー機関との調整により実施する。 

・主なコース内容は以下の通り。 

 １学期：世界の乾燥地、乾燥地の生産性、水と健康Ⅰ、乾燥地における土地劣化 

 ２学期：水と健康Ⅱ、土地劣化の修復、統合的自然資源管理、現地研究の準備 

 ３学期：乾燥地における生計戦略、土地劣化対処のための統合的財政戦略、砂漠化と国際政治 

 ４学期：土地劣化のモニタリングと評価、乾燥地における持続的開発、プロジェクト提案 

・各科目に対して、単位を付与する（単位制の導入）。 

④フィールドリサーチの充実 

・現在、主に経費的な問題から、鳥取大学以外の学生については十分なフィールドリサーチの機会が

与えられていない。このため、さらなる外部資金の獲得により、コースワークに引き続き、半年程

度、パートナー機関でのフィールドリサーチに参加できるようにする。 

⑤複数学位（修士号）の検討 

・現在、修士号は学生の所属大学より授与されている。上述の単位制を導入することより、修了認定

の審査を厳格化し、更に、パートナー機関間の単位互換を可能にすることにより、MS プログラムと

しての修士号の授与を目指したい。まず、このことが制度的・カリキュラム的に可能かを検討する。

 

 

２．事業実施期間終了後の展望 

 前述のとおり、本学は、乾燥地科学分野に強みを持っている。とくに本事業等の採択に加えて、グ

ローバル COE プログラム、組織的若手研究者等海外派遣プログラム、先端学術研究人材養成事業に採

択されたこと、並びに本学独自予算で実施しているメキシコ海外実践教育カリキュラムによって、乾

燥地科学分野の国際人材養成に大きな成果をあげている。 

これらの事業を有機的に連携することによって、本学は、学部学生から修士、博士、そしてポスド

ク等の若手研究者までの一貫した国際人養成プログラムを確立することができた。これにより、人材

育成、派遣先機関との組織的連携強化、研究フィールドの拡大・深化、入学希望学生への PR 効果拡

大等、大きな成果をあげている。 

 これらの成果を踏まえ、乾燥地科学分野の国際人材養成における国内外に対する鳥取大学の存在価

値・意義を更に明確化し、高めるために、鳥取大学としては、本事業終了後も新たな外部資金の獲得、

マッチングファンドの獲得に加え、大学からの自助努力による支援も加えることにより、本取り組み

を継続的・発展的に実施することをめざしている。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   修士課程学生（５名）       ４６８日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授（３名）            １８日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授または准教授（３名）      １７日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   准教授（１名）            ５日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   事務職員（１名）           ５日 

・国際乾燥地農業研究センター      修士課程学生（３名）       ６１１日 

・国際乾燥地農業研究センター      教授（１名）             ６日 

・国際乾燥地農業研究センター      教授または准教授(２名)       １４日 

・国際乾燥地農業研究センター      准教授（３名）           ３２日 

・乾燥地域研究所            教授（１名）             ５日 

・乾燥地域研究所            教授または准教授（２名）      １４日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   修士課程学生（２名）       ４０４日 

 及び国際乾燥地農業研究センター 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   修士課程学生（２名）       ４０４日 

 及び乾燥地域研究所 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

論文審査発表会       平成２３年１月   中国科学院寒区寒区    ２０名程度 

環境工学研究所（中国） 

 

（計画の目的及び概要） 

平成２２年度は前年度までの方針を継続し、若手研究者の派遣をさらに充実させていく。 

平成２１年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）３名を継続して研究対象地（シリア、中国）に派

遣し、研究計画に基づいてフィールドリサーチに取り組ませる。平成２３年１月には、中国科学院寒区旱

区環境工学研究所における論文審査・成果発表会を経て、国際連合大学に論文を提出し、平成２２年度末

に MSプログラムを修了する予定である。 

  また、新たな学生の公募・選考、派遣を開始し、５名の修士課程学生が MS プログラムに参加する。  

 平成２２年９月から１０月は、中国科学院寒区旱区環境工学研究所においてコースワークに取り組むと共 

 に、平成２２年１１月から平成２３年３月まで、乾燥地域研究所（チュニジア）または国際乾燥地農業研 

 究センター（シリア）においてフィールドワークを実施し、研究計画に基づいて現地調査・観測、実験、

 及び英語論文作 成等を行う。 

 

②平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   修士課程学生（５名）       １７２日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授（１名）             ５日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授または准教授（１名）       ７日 

・国際乾燥地農業研究センター      修士課程学生（４名）       ５６３日 

・国際乾燥地農業研究センター      教授または准教授（２名）      １４日 

・乾燥地域研究所            修士課程学生（７名）       ７９０日 

・乾燥地域研究所            事務職員（１名）           ６日 

・乾燥地域研究所            教授（１名）             ５日 

・乾燥地域研究所            教授または准教授（４名）      ３０日 
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（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

 

論文審査発表会       平成２４年１月   中国科学院寒区寒区    ２０名程度 

環境工学研究所（中国） 

 

（計画の目的及び概要） 

平成２２年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）４名を継続して研究対象地（チュニジア、シリア）

に派遣し、研究計画に基づいてフィールドリサーチに取り組ませる。平成２４年１月には、中国科学院寒

区旱区環境工学研究所における論文審査・成果発表会を経て、国際連合大学に論文を提出し、平成２３年

度末に MS プログラムを修了する予定である。 

また、新たな学生の公募・選考、派遣を開始し、５名程度の修士課程学生が MS プログラムに参加する。

平成２３年度秋、乾燥地域研究所（チュニジア）において約１ヶ月程度のコースワークに取り組むと共に、

平成２４年３月末まで、乾燥地域研究所（チュニジア）、国際乾燥地農業研究センター（シリア）、中国科

学院寒区旱区環境工学研究所においてフィールドワークを実施し、研究計画に基づいて現地調査・観測、

実験、及び英語論文作成等を行う。 

 

③平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   修士課程学生（７名）       ３４５日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授（１名）             ５日 

・中国科学院寒区旱区環境工学研究所   教授または准教授（１名）       ７日 

・国際乾燥地農業研究センター      修士課程学生（７名）       ７１３日 

・国際乾燥地農業研究センター      教授または准教授（４名）      ２８日 

・乾燥地域研究所            修士課程学生（４名）       ６４０日 

・乾燥地域研究所            事務職員（１名）           ６日 

・乾燥地域研究所            教授（１名）             ５日 

・乾燥地域研究所            教授または准教授（２名）      １６日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

論文審査発表会       平成２４年１月   中国科学院寒区寒区     ２０名程度 

環境工学研究所（中国） 

 

（計画の目的及び概要） 
平成２３年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）５名程度を継続して研究対象地（チュニジア、シ

リア、中国）に派遣し、研究計画に基づいてフィールドリサーチに取り組ませる。平成２５年１月には、

中国科学院寒区旱区環境工学研究所における論文審査・成果発表会を経て、国際連合大学に論文を提出し、

平成２４年度末に MS プログラムを修了する予定である。 

また、新たな学生の公募・選考、派遣を開始し、５名程度の修士課程学生が MS プログラムに参加する。

平成２４年秋、乾燥地域研究所（チュニジア）において約１ヶ月程度のコースワークに取り組むと共に、

平成２５年３月末まで、乾燥地域研究所（チュニジア）、国際乾燥地農業研究センター（シリア）、中国科

学院寒区旱区環境工学研究所においてフィールドワークを実施し、研究計画に基づいて現地調査・観測、

実験、及び英語論文作成等を行う。 

 

 


