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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）健康植物科学コンソーシアムによる若手研究者育成プログラム 

 

（英文）Program for training young scientists through “Plant Science for Health” consortium 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 千葉大学                           

 

      (英文)  

Chiba University 

 

大学長氏名 

齋藤 康 

 

 

【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） 千葉大学 

 

 

  

（英文） Chiba University 

 

 

  

専攻等名（和文） 大学院園芸学研究科環境園芸学専攻 

 

 

 

(英文) Graduate School of Horticulture 

 

 

 

【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） 大学院薬学研究院 

大学院看護学研究科 

環境健康フィールド科学センター 

 

(英文) Graduate School of Pharmaceutical Sciences 

Graduate School of Nursing 

Center for Environment, Health, and Field Sciences 

 

【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） 理学部・薬学部・大学院 

建築学院 

都市・建築学部、環境学部 

農業生命学部、薬学部 

浙江清華長三角研究院 

農学部 

建築・木材・建設学部 

農業生命科学部、看護学部、薬学部、環境学研究科 

農業バイオテクノロジー研究部 

景観計画・園芸・農業科学部 

  

(英文) Faculty of Science, Faculty of Pharmacy and Faculty of Graduate Studies 

School of Architecture 

College of Architecture and Urban Planning, Collage of Environmental Science 

College of Agriculture and Life Sciences, College of Pharmacy 

Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University, 

Faculty of Agriculture 

Berner Fachhochschule-Architektur, Holz und Bau 

College of Agriculture and Life Sciences, College of Pharmacy, Collage of Nursing，Graduate 

School of Environmental Studies 

Agricultural Biotechnology Research Unit 

Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science 

 

機関名 （和文） マヒドン大学 

清華大学 

ワシントン大学 

アリゾナ大学 

清華大学 

ボゴール農科大学 

ベルン応用科学大学 

ソウル国立大学 

タイ科学技術振興機構・生物工学研究所 

スウェーデン農業大学                          

 

（英文） 

Mahidol University 

Tsinghua University 

University of Washington 

The University of Arizona 

Tsinghua University  

Bogor Agricultural University 

University of Applied Science of Berne 

Seoul National University 

National Science and Technology Development Agency, National Center for Genetic and 

Biotechnology, Thailand (BIOTEC) 

Swedish University of Agricultural Sciences 
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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 

 

 

「健康植物科学」は、現代社会が持つ様々な問題点について、「植物」が果たしうる役割を

明確化し、これらの利活用方法を開発拡大することにより解決し、「人」が健康で健全な生活

を維持できる「持続可能な生活空間」を構築しようとする新領域の研究分野である。本計画は、

「健康植物科学」の共同学位システムを中心とした、国際連携研究者育成プログラムの確立と

カリキュラムの開発を実現するために、「心身の健康維持」に関する複層的コンソーシアムを

形成する。コンソーシアム内の協定機関に博士前後期学生を派遣し、それぞれの教育研究機関

が持つ、「身体の健康維持」あるいは「精神の健康維持」に関わる研究分野の共同研究を主体

的に推進することで、若手研究者を育成し、相互交流を推進する。 

具体的な研究課題としては、健康を維持できる機能性植物の食資源としての利用・育成技術、

安定した供給のための繁殖技術、生活環境内の植物の環境改善効果の検証、緑地空間・癒し空

間の創造、などが挙げられる。植物資源は、地域により構成や特性、その利用方法が大きく異

なる。それぞれのテーマに基づく研究を展開する博士課程学生が、日本・中国・東南アジアと

いうアジアの中でも自然環境の異なる地域において、研究展開や利用実態を体験することで、

植物資源に対する見方が大きく広がると同時に、変動する地球環境条件下で、人の「心身の健

康」を維持するために植物資源をどのように利用していけば良いか、という明確な研究視点を

持つことができるようになる。また本事業は、米国の協定機関と連携して大学院生を派遣し、

相互研究交流を行うことで、研究手法のみならず文化・生活習慣に関して、欧米の視点からも

アジアを見ることのできる多様な判断力を身につけ、国際的に活躍できる若手研究者を育成す

ることを目標としている。 

 

24 年度は、本取り組みの開始 4年目であると同時に事業最終年度の前年となるため、派遣先

機関との連絡調整、学生への派遣前教育を含めた派遣システムの構築、中長期派遣の実施と併

せて、事業終了後の活動の継続システムの検討を行うことを目指した。また、ITP 派遣の成果

報告を学会等で積極的に発表することを奨励した。 

その結果、ソウル国立大学、清華大学とは継続的な学生の共同企画を実施する体制が整備さ

れ、次年度以降の活動に繋げることが可能となったと考えられる。また、マヒドン大学との共

同企画に関しては、タイ側の予算での企画実施が行われ、マッチングファンドの可能性が出た

と考えられる。若手研究者の受け入れ体制についても、欧米の海外協定機関からの協力体制が

整ってきており、4 年間の派遣や連絡調整を継続してきた成果が出てきたと言える。長期受入

れは少なかったが、欧米の協定機関からの短期受入れでのワークショップも実施され、今後の

継続的な交流が可能となった。 

成果報告については、論文、口頭発表、ポスター発表での業績が出てきたことから、この事

業による派遣の成果が高くなってきており、派遣された若手研究者及び指導教員の意識が高ま

ってきていると言える。 



    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２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

4 

３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 

24 年度は、23 年度に行った、全体計画の見直し、派遣先機関との連絡調整、学生への派遣

前教育を含めた派遣システムの整備、派遣後の評価の検討のシステムを更に改善し、派遣が若

手研究者の研究成果により明確に結びつく様に体制・内容を調整した。また、最終年度に向け

て、本事業終了後の展開を視野に入れた、取り組みの拡大、見直しを含めて方針の再検討を行

った。 

 

年度内派遣の全体計画の設定は、7月までに概要を決定し、前年度から継続の派遣に加えて、

今年度の派遣を 9月から開始した。 

 

長期派遣の学生の選抜と派遣前教育は、3～4月に行ったガイダンス、説明会で学生に本取り

組みと参加条件（履修が必要な科目、先方での研究環境など）を周知し、希望者を募った。ま

た、実施委員会において英語能力と面接審査での選抜を行った。特にアリゾナ大学への派遣希

望学生には、先方の受け入れ教員とのネット面接を実施した。 

24 年度は、長期派遣としてソウル国立大学、ワシントン大学、アリゾナ大学、ボゴール農科

大学、ベルン応用科学大学、マヒドン大学、スウェーデン農業大学に計 12 名の若手研究者を 2

カ月間派遣し、派遣先機関との連絡調整、若手研究者への派遣前教育を含めた派遣システムの

構築を行った。特に、ヨーロッパの協定機関への派遣が増加できたことは、若手研究者の希望

と併せて考えると、今後の事業継続に大きな前進と思われる。 

加えて、清華大学建築学院には 23 年 2 月から 1 年間の予定で、ダブルディグリープログラ

ムに参加した日本人学生 1名の派遣を行っている。ダブルディグリープログラムへの参加は、

2名となり、双方向での派遣・受入れ体制が整備されてきたと言える。 

 

マヒドン大学、清華大学、ソウル国立大学との間では、今後の共同研究、共同教育を推進し

ていく基盤作りとして、前年度に継続して共同事業を実施した。マヒドン大学には、園芸学研

究科から 5名の学生が派遣され、先方の学生、若手研究者、教員との間で細胞工学・薬用植物

学に関連するテーマでの研究発表会を実施した。清華大学には DD での長期派遣から帰国した

学生も含めて 8名の学生と 4名の教員が派遣され、都市計画に関連する共同制作とデザインコ

ンペを実施した。ソウル国立大学には、園芸学研究科から 1名の教員と 5名の大学院生が派遣

され、都市緑化計画に関連する共同ワークショップを実施した。 

 

教員派遣では、24 年度及び 25 年度の学生の派遣のための事前調整として、スウェーデン農

業大学、アリゾナ大学薬学部に各 1 名を派遣し、2 か月の大学院生を複数名受け入れてもらう

了解を得た。この結果、スウェーデン農業大学には 24 年度に 2 名の大学院生が派遣され、ア

リゾナ大学薬学部には 25 年度に 2名の大学院生を派遣予定である。 

 

 前年度に比較して、若手研究者の専門領域が拡大したこと、ヨーロッパとの連携が拡大した

こと、ソウル国立大学との連携が強まったこと、健康植物科学に関連した分野での派遣が大学

院生以外の若手研究者に拡大したことは、コンソーシアムの形成と将来的な継続性にとって意

義があったと考えられる。 
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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 

国際企画課主導のもと、園芸学研究科、薬学研究院、環境健康フィールド科学センターから

の教員で構成される ITP 委員会で、今年度の派遣に関しては、2 カ月～3 カ月の派遣として、

園芸学研究科からソウル国立大学、ワシントン大学、アリゾナ大学、ボゴール農科大学、ベル

ン応用科学大学、マヒドン大学、スウェーデン農業大学に計 12 名の大学院生を派遣すること

で了解した。薬学研究院からの大学院生派遣は 24 年度は難しいことから、25 年度に複数名派

遣を予定することになった。 

 

それぞれの研究科において、派遣希望学生へのガイダンス、募集、選考、派遣前教育を行っ

た。ガイダンス、募集は環境園芸学エキスパートプログラム室と連携し、事前教育、派遣中の

報告体制なども含めて検討し実施した。 

 

共同企画の計画は、園芸学研究科では国際交流委員会、学務委員会と ITP 委員会が連携して

企画し、それぞれの責任者が事前調整を進めると同時に、派遣手続き、派遣前ガイダンスなど

は、研究科の国際交流担当事務と ITP 委員会が連携して実施した。 

 

年度末に 24 年度の ITP 報告会を実施し、事業概要の説明、派遣希望学生の開拓を行った。 

新たな派遣期間の開拓として、北欧のスウェーデン農業大学での受入れが可能となったこと

で、年度後半からの派遣が実現した。スウェーデン農業大学の担当教員を千葉大学に招聘して、

派遣受入れの体制や単位互換、今後の連携に関しての調整を行った。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

マヒドン大学の千葉大学オフィスは、23 年度末に整備が完了し、TV 会議システムが配備さ

れた。また、ITP 事業への積極的なサポートについて、学長、学部長レベルで合意しており、

組織的な対応の体制が整ったと言える。今年度実施した共同企画についても、渡航費以外は先

方で資金獲得されており、双方向での支援体制の基盤が出来たと考えられる。 

清華大学建築学院との間では、2009 年 10 月にダブルディグリー制度での学生受け入れが始

まり、2010 年 2 月から千葉大学の学生派遣が始まった。これに伴い、カリキュラム、受講科目、

単位互換など、細かい学務事項の調整が行われた。長期派遣以外にも共同企画での学生ワーク

ショップが継続して実施されており、共同教育の体制が整ったと言える。 

ソウル国立大学との間では、共同企画でのワークショップの継続に加えて、ダブルディグリ

ー制度の開始が具体的に検討されており、協力体制が整備されてきていると言える。 

ワシントン大学、アリゾナ大学とは、短期派遣の交流実施対象機関になっているが、ワシン

トン大学の卒業生が研究科に在籍している事、千葉大学の卒業生がアリゾナ大学の教授になっ

ていることから、より組織的な体制整備を進めている。 

新たなパートナー機関としてヨーロッパの大学を開拓し、継続的な学生交流を検討してい

る。24 年度には欧米の学生を招聘しての共同ワークショップを千葉大学で開催するなど、今後

の交流の拡大が期待されている。 

 より協力体制を盤石なものとするために、マヒドン大学理学部、BIOTEC、清華大学建築学院、

ワシントン大学、ソウル国立大学の受け入れ責任者を、園芸学研究科の客員教員として発令を

行っており、授業担当・研究指導がより主体的に行える様になっている。これにより、組織的

な共同教育体制は事業終了後に向けて、整備されてきていると言える。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

学術面の成果発表はまだ少ないが、23年度までに比べると成果が出てきたと言える。 

論文 

1) 兼子まや・塚越 覚・藤瀬 茜・池上文雄(2013)ロックウール耕における培養液濃度がミシマサイ

コ（Bupleurum falcatum L.）の生育，サイコサポニン濃度と無機成分濃度に及ぼす影響，植物環境

工学,25,（印刷中） 

2) F. Ikegami, Y. Wang, M. Kaneko, M. Sumino, S. Tsukagoshi.(2012) Human health sciences-From 

cultivation to utilization of medicinal plants, Open Journal of Preventive Medicine,2(2). 

214-224.  

口頭発表 

1) 藤瀬 茜・兼子まや・下村奈緒子・塚越 覚・池上文雄(2012)ミシマサイコの養液栽培技術の確立

に関する研究（第 4報）越年株の時期別養分吸収量と吸収濃度．園芸学会平成 24 年度秋季大会．園

芸学研究 11（別 2). 536．福井県立大学． 

2) MIZUUCHI Yusuke, FURUYA Katsunori, SON YongHoon (2013) :A Comparative Study on Landscape 

Evaluation Between Japan and Korea : JpGU Meeting 2013 Japan Geoscience Union Meeting, In 

Press 

3) 大竹翔, 藤野裕道, 吉田憲司, Regan JW, 村山俊彦: ヒト結腸癌 HCA7 細胞における低酸素誘導因

子-1α の役割の検討, 第 86 回日本薬理学会年会 (福岡, 2013 : 平成 25 年 3月 21～23 日) 

4) 藤野裕道, 吉田憲司, 大竹翔, 清良尚史, Regan JW, 村山俊彦: ヒト結腸癌 HCA-7 細胞において EP4 

受容体は Gαi タンパク質を介して cyclooxygenase-2 発現を亢進する, 日本薬学会第133年会 (横

浜, 2013 年 : 平成 25 年 3 月 27～30 日) 

ポスター発表  

1) ZHAO Ying (2013) Research on the Consciousness and Approaches to Collaboration for

Architect and Landscape Architect According to Different Types of Design Projects and 

Other Aspects- Through Case Studies on European Countries- Proceedings for International 

Symposium of Landscape 2013, Global Campus Chiba, Chiba University  
 
４－４．今後の課題・問題点 

今年度の派遣募集への応募状況から、以下のことが分かった。 

①清華大学とのダブルディグリーには少数ながら、高い研究能力をもった派遣希望者が継続

的に期待できる。派遣直後のサポート体制についても、千葉大学に受け入れているダブルディ

グリー参加学生が清華大学に戻りチューターとして活動する、千葉大学からの長期派遣学生が

次の派遣学生に事前ガイダンスを実施する、などの改善が行われている。事業終了後に向けて

共同企画の継続的な実施と、企画参加を長期派遣に繋げる工夫を進めたい。 

②マヒドン大学、BIOTEC への派遣は、先方の受け入れ体制が万全であるにも関わらず、長期

の派遣希望者があまり期待できない。共同企画をその後の長期派遣につなげる様な取り組みが

必要である。今年度は、大学院生の長期派遣が実現し、その大学院生が共同企画に参加したこ

とから、今後も共同企画と長期派遣の連携を一層図りたい。 

③アリゾナ大学、ワシントン大学への派遣希望者は多いが、英語能力は先方が要求するレベ

ルに達しているものが少なく、派遣期間中に研究と語学能力のアップを並行して行う必要があ

る。25 年度には事業終了後の継続性を持たせるために、大型の共同研究を開始する予定である。

④長期派遣が業績になかなか結びついていないことが大きな問題点である。24 年度は多少業

績の成果が出されたが、今後、研究の継続性や、派遣先での研究成果を学会や研究会などで発

表することを義務付ける等、派遣先での指導教員と千葉大学での指導教員の連携、研究成果の

チェック体制の整備が課題として挙げられる。 

 

 一方、共同企画事業は、双方の学生及び教員にとって国際感覚を養い、相互理解を深めると

同時に、双方の機関にとっても今後の交流継続体制の強化とネットワークの確立のために意義

が大きいことが再確認できた。今後の課題としては、より効果的な共同企画を立てていくこと

と、双方の機関の学生・教員の参加に対するモチベーション向上が挙げられる。 
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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 

清華大学建築学院 

（中国北京市） 

平成 24 年 3月 12 日

～9月 30 日 

（203 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程 2年 

BIOTEC 

（タイ王国バンコク特

別市） 

平成 24 年 2月 1日 

～平成 24年 4月 5日

（65 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士後期課程 2年 

ボゴール農科大学 

（インドネシアボゴー

ル市） 

平成 24 年 2月 29 日

～平成 24 年 4月 28

日（60 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

助教 

ソウル国立大学 

環境学研究科 

（韓国ソウル特別市） 

平成 24年 10月 16日

～平成 24 年 12 月 14

日（60 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ワシントン大学 

建築都市計画学部 

（米国シアトル市） 

平成 25 年 3月 20 日

～平成 25 年 5月 22

日（64 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ワシントン大学 

環境学部 

（米国シアトル市） 

平成 24年 10月 13日

～平成 24 年 12 月 16

日（65 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ワシントン大学 

環境学部 

（米国シアトル市） 

平成 24 年 12 月 3 日

～平成 25年 2月 7日

（67 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

アリゾナ大学 

農業生命科学部 

（米国ツーソン市） 

平成 24 年 9月 28 日

～平成 24 年 12 月 7

日（71 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ボゴール農科大学 

（インドネシアボゴー

ル市） 

平成 25 年 3月 28 日

～平成 25 年 5月 26

日（60 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ベルン応用科学大学 

建築・木材・建設学部 

（スイスベルン市） 

平成 24 年 9月 25 日

～平成 24 年 11 月 30

日（67 日） 

 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

マヒドン大学理学部 

（タイ王国バンコク特

別市） 

平成 24 年 9月 4日 

～平成 24 年 11 月 8

日（66 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

ソウル国立大学 

環境学研究科 

（韓国ソウル特別市） 

平成 24 年 12 月 2 日

～平成 25年 2月 7日

（68 日） 

千葉大学・環境健康フィールド科学セ

ンター・助教 
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ボゴール農科大学  

（インドネシアボゴー

ル市） 

平成 24 年 10 月 3 日

～平成 24 年 12 月 2

日（61 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

スウェーデン農業大学 

(スウェーデンマルメ

市) 

平成 24年 11月 15日

～平成 25 年 1月 22

日（69 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

スウェーデン農業大学 

(スウェーデンマルメ

市) 

平成 25 年 3月 31 日

～平成 25年 6月 1日

（63 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

環境園芸学専攻・博士前期課程学生 

 

 

 

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 

アリゾナ大学 

薬学部 

（米国ツーソン市） 

平成 24 年 12 月 3 日

～12 月 13 日 

（11 日） 

千葉大学・薬学研究院 

准教授 

スウェーデン農業大学 

景観計画・園芸・農業科

学部 

(スウェーデンマルメ

市) 

平成 24 年 4月 28 日

～5月 7日 

（10 日） 

千葉大学・園芸学研究科 

教授 

 

 

 

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 

園芸学研究科博士前

期課程 

（環境園芸学専攻） 

平成23年10月1日～

平成 24 年 9月 30 日 

(366 日) 

清華大学建築学院・ 

博士前期課程学生 

園芸学研究科博士前

期課程 

（環境園芸学専攻） 

平成24年10月1日～

平成 25 年 9月 30 日 

(365 日) 

清華大学建築学院・ 

博士前期課程学生 

園芸学研究科博士前

期課程 

（環境園芸学専攻） 

平成24年10月1日～

平成 25 年 9月 30 日 

(365 日) 

ボゴール農業大学 

博士前期課程学生 

園芸学研究科博士前

期課程 

（環境園芸学専攻） 

平成24年10月1日～

平成 25 年 9月 30 日 

(365 日) 

マヒドン大学理学部 

博士後期課程学生 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 マヒドン大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開 催 期 間 平成２５年 ３月１７日 ～ 平成２５年 ３月２５日（ ９日間） 

開 催 地 マヒドン大学パヤタイキャンパス 

日
本
側
責
任
者

氏 名 高垣 美智子 

所属機関・職名 千葉大学大学院園芸学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Dr. Kanyaratt Supaibulwatana 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

マヒドン大学理学部 准教授 

（Mahidol University, Faculty of Science, Assistant Professor） 

概要及び成果 

【概要】 

 マヒドン大学 Salaya キャンパスで実施されたマヒドン大学理学部の主催する”The 

Oversea Internship Course@MUSC-2013”に千葉大学大学院園芸学研究科若手研究者が参加し

て、共同セミナーおよび交流会、施設見学を実施した。 

 共同セミナーは、マヒドン大学、千葉大学に加えて、新潟大学と合同で実施された。

Agricultural Biotechnology、Bioscience and Biomedical を中心とした幅広い分野の若手研

究者による活発な質疑応答が行われた。千葉大学大学院園芸学研究科からは博士前期・後期

課程を中心に 5名の学生が研究発表を行った。 

セミナー以外では、マヒドン大学の施設見学のほか、3大学合同で農業施設見学、マングロ

ーブ植林活動視察、バンコク農産物市場見学などを実施した。コンソーシアムの一環として

交流を続けてきたマヒドン大学理学部との研究交流に加え、マヒドン大学を訪問中のインド

ネシア、東チモールの大学との交流会も行われ、国際色豊かな交流の場となった。 

【成果】 

共同セミナーでは、互いの研究報告と活発な質疑応答により情報交換を行い、相互に大き

な刺激を得ると同時に今後の交流の発展に向けて相互理解を深めることができた。日本人学

生の中には、英語を母国語としないタイ人若手研究者の英語コミュニケーション能力の高さ

に大きな刺激をうけた者も多く、参加者には国際舞台で研究成果を発信していくことへの意

欲が高まったと思われる。また、セミナーでは３大学間の参加者同士で会話ができる機会も

多く設けられており、互いの研究内容だけでなく研究環境や生活についての情報交換なども

でき、交流が深められた。共同企画をきっかけとして日本への留学を希望する学生もあらわ

れており、今後マヒドン大学理学部との学術交流がさらに深まることが期待される。 

 

(資料) The Oversea Internship Course@MUSC-2013 プログラム概要、セミナー発表資料 

 

＊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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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 清華大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開 催 期 間 平成２５年 ３月２０日 ～ 平成２５年 ３月２４日（ ５日間） 

開 催 地 中国・北京市 清華大学建築学院 

日
本
側
責
任
者

氏 名 章 俊華 

所属機関・職

名 
千葉大学大学院園芸学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
朱育帆（Yufan ZHU） 

所属機関・職

名 

（ 英 文 ） 

清華大学建築学院・教授 

（School of Architecture Tsinghua University, Professor） 

概要及び成果 

【概要】 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学の大学院生チームによる共同コンペ参加の打ち合わせ 

  

中国側は清華大学の建築学院の若手研究者と教員、および清華大学との共同企画を多く実施し

ている北京林業大学の若手研究者、教員も参加した 3機関での共同企画を実施した。 

【成果】 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会には、例年と同じく、各大学の大

学院生も出席した。活発な質疑応答が行われ、国を超えた多角的な内容に基づいた研究成果の発

表は、研究者のみならず大学院生にも大いに刺激となり、研究者としての視野を広げるとともに

今後学生自身の研究を深めていくうえで、大いに参考になるものとなった。 

・3 大学の大学院生同士で、研究紹介及び作品紹介を行ったことは日中双方にとって新しい知

見を得られるものであり、非常に有意義であった。清華大学から毎年ダブルディグリー学生を受

け入れ、日本人学生との交流を進めてきたことから、園芸学研究科の大学院生にも、中国屈指の

名門大学である清華大学に対する認知は進み関心が高まっている。清華大学を訪れ、北京林業大

学も含めた研究者・学生と様々な意見交換を行うことができたことで、自分たちの研究内容やデ

ザイン力について、内容を客観的に評価出来る様になったと共に、意見交換を通じて新しい視点・

発想での企画力を持つことが出来たことは大きな収穫である。 

・昨年に引き続き今年も、千葉大学と清華大学、２大学の大学院生チーム 2チームが日本造園

学会主催の「日本造園学会学生公開アイデアコンペ」に参加することとなり、今回の訪問でチー

ム編成、それぞれの役割分担、帰国後の共同制作の手法や日程調整の打合せを実施することが出

来た。今回の共同企画がその場限りではなく、継続的な研究交流に発展させることが出来たこと

は、今後の２大学の交流が多角的に拡大できる基盤作りとしての大きな役割を果たせたと言える。

 

(資料)参加者リスト 

 

＊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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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 ソウル国立大学と千葉大学の若手研究者による共同セミナー 

開 催 期 間 平成２５年 ３月２４日 ～ 平成２５年 ３月２７日（ ４日間） 

開 催 地 ソウル国立大学農業生命学部・看護学部 

日
本
側
責
任
者

氏 名 古谷勝則 

所属機関・職名 千葉大学大学院園芸学研究科・准教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Mack Joong CHOI 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

ソウル国立大学環境学研究科・研究科長 

(Graduate School of Environmental Studies, Seoul National University

Dean) 

概要及び成果 

【概要】ソウル国立大学にて千葉大学大学院園芸学研究科、兵庫大学およびソウル国立大学 環

境大学院 環境造園学科の教員・学生が、共同セミナーを開催し学術交流を深めた。また、ソウル

国立大学との間で昨年度より協議を開始したダブルディグリープログラムについて、カリキュラ

ム調整を含めた具体的協議を行った。 

【成果】 

・千葉大学大学院園芸学研究科、兵庫大学およびソウル国立大学の 3 大学の教員・大学院生に

よる日韓環境造園学セミナーは、活発な質疑応答が行われ、参加した教員、学生にとって今後の

研究に大きな刺激となった。 

・今回の共同セミナーではＩＴＰ若手研究者派遣でソウル国立大学に派遣された学生をはじめ

とする千葉大学大学院園芸学研究科学生のほか、コンソーシアム大学の一つであるインドネシア

のボゴール農業大学から千葉大学大学院園芸学研究科にダブルディグリープログラム学生として

来日中の博士前期課程学生も報告を行い活発な議論が行われた。ソウル国立大学の教員が千葉大

学においてボゴール農業大学ダブルディグリー学生の学位審査に外部審査員として加わることが

決まるなど、千葉大学とソウル国立大学の間の交流のみならず、千葉大学・ソウル国立大学・ボ

ゴール農業大学の 3大学の間の学生交流・研究交流ネットワークが構築されており、3大学間でよ

り多面的な交流が行われる可能性が広がった。 

・昨年度まで千葉大学大学院園芸学研究科の教員としてソウル国立大学をはじめとする海外パ

ートナー大学との学術交流を推進してきた孫鏞勲准教授が、今年度からはソウル国立大学 環境大

学院の教員として千葉大学との交流の推進役となったことにより、学術交流、学生交流体制は大

いに強化された。今回の訪問においてはソウル国立大学とのダブルディグリー協定の締結にむけ

た研究室交流、両研究科のカリキュラムに関する相互理解が進み、来年度以降の近い時期にダブ

ルディグリープログラムが実現する可能性が高まった。 

 

(資料)ソウル国立大学共同企画 The Korea-Japan Student Seminar on Landscape Planning 

Studies プログラム（ソウル国立大学製作、セミナー報告者リストを含む）、セミナー発表資料 

 

＊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 


