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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）国際ネットワークによる若手バイオ物質科学研究者のステップアップ教育プログラム 

 

（英文）Step-up Educational Program for Young Bio-Material Scientists  

On an International Training Network  

 

【申請大学】 

大学名（和文） 奈良先端科学技術大学院大学 

      (英文)  

Nara Institute of Science and Technology 
 

大学長氏名 

小笠原 直毅 

 

【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）  

奈良先端科学技術大学院大学 

 

  

（英文）  

Nara Institute of Science and Technology 
 

  

専攻等名（和文）  

物質創成科学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Materials 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）  

 

 

 

(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）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文）  

工学部・高分子科学技術センター 

  

(英文)  

The Macromolecular Science and Engineering Center College of Engineering 

 

 

機関名 （和文）                           

カリフォルニア大学デービス校 

 

（英文） 

 

University of California, Davis  

機関名 （和文）                           

ポールサバチエ大学  

 

（英文） 

 

Universite de Paul Sabatier   

機関名 （和文）                           

エコール ポリテクニック   

 

（英文） 

 

Ecole Polytechnique    

機関名 （和文）                           

アーヘン工科大学   

 

（英文） 

 

RWTH Aachen University    

機関名 （和文）                           

ミシガン大学 

 

（英文） 

 

University of Michigan    
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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２５年度の事業目標達成状況 

 

事業の目標 

バイオ物質科学は様々な生命現象における分子物質の役割の解明やバイオ技術の発展の基盤となる物

質・材料の開発に関する基盤学術領域である。また同時に、バイオ物質科学は化学、半導体デバイス、

ナノテクノロジー、環境科学など物質科学の最先端領域のシーズを基盤に、生命科学関連分野における

課題解決を通じて新たな学術領域の創成を目指す学際融合領域でもある。 

 

バイオ物質科学においては生命現象の基盤となる、生物学、生化学、分子科学などの基盤学問に加え

て、最先端の物質科学に関する深い知識に基づく、発想力、構想力さらには、豊かな着想を基盤に研究

計画を立案する研究企画能力が極めて重要である。また、必然的に学際分野の研究者や技術者との協調

が必要であることから、分野をまたいだディスカッション能力が求められる。さらには、激化する関連

分野の国際的な競争を生き抜くためには、自ら海外に打って出る国際性が必要不可欠と考えられる。 

 

近未来のバイオ関連科学技術の発展を支える重要な基盤学術領域として、その発展とともに国際的に

活躍する若手の人材育成に期待が寄せられる背景のもと、本事業では、バイオ物質科学を開拓し、将来

の発展を担う国際的な先端研究者の育成を目的に、異分野間および国際協定校間の連携教育体制を確立

し、持続的かつ組織的な国際トレーニングネットワークを構築することを目標とする。 

 

本事業においては、従来、個別に進めてきた４カ国、５機関の教育連携体制を基盤に、持続的かつ組

織的に発展させ教育体制を充実させるため、５機関の相互交流ネットワークの構築を進める。また、本

学においては本学大学院生の海外拠点への研究派遣、国際スーパーバイザーの招聘、語学強化および国

際感覚を養うための英語研修派遣、海外研究室での研究留学、海外研究者との交流、およびこれらの単

位認定制度を骨格として、国際化教育の実質化を図る。 

 

平成２５年度の事業目標達成状況 

◆語学強化および国際感覚を養うための海外研修（科学英語研修） 

博士後期課程 1 年次生１８名(内９名は学内予算)を平成２６年１月５日～２月１日の期間米国 UC 

Davis へ科学英語研修受講のため派遣し、学生の英語能力を高め、国際感覚を養うことができた。 

 

◆海外研究室での研究留学 

海外英語研修を受けた学生に対し、研修終了の後、４名を UC Davis（平成２６年２月～３月）の異な

る研究室にそれぞれ滞在させ、研究活動を行った。また、１名が Ecole Polytechnique （平成２６年２

月～３月）、１名が Paul Sabatier 大学（平成２６年２月～３月）、１名が Michigan 大学（平成２６年２

月～３月）、２名が Aachen 工科大学（平成２６年２月～３月）の異なる研究室に滞在し研究活動を行っ

た。さらに、学内予算で派遣した学生のうち、数名については、海外研修後、他のパートナー機関にて

研究活動を行った。 

 

◆単位認定制度 

上記の海外研修を受けた１８名の学生は｢物質科学英語研修｣の２単位を、そのうち引き続き海外研究

室での研究留学を行った学生は｢国際インターンシップ｣の２単位を取得した。 

 

◆学生交流 

海外学術協定校より下記学生の受け入れを実施し、積極的な学生交流を図り学生の国際感覚とコミ

ュニケーション能力を養うことができた。 

インターンシップ１４名（１１日から３ヶ月間/他経費） 

ワークショップ  ２２名（１週間/他経費）、 

国際共同研究     ２名（１ヶ月/他経費） 

 

◆国際連携 ITP セミナーと国際スーパーバイザーの招聘 

平成２５年１１月１２日～１４日に兵庫県淡路市にて、国際連携 ITP セミナーを開催した。本セミナ

ーでは、本事業の推進と関連して、パートナー機関である Ecole Polytechnique、Paul Sabatier 大学、
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Aachen 工科大学から、バイオ物質科学に関わる物性系、デバイス系、化学系、バイオ系の異なる分野の

５名の研究者を国際スーパーバイザーとして招聘し、特別講演を行っていただくとともに、参加した大

学院生がそれぞれの研究を英語で口頭発表とポスター発表を行うことにより、海外研究者との英語での

ディスカッション能力を養うことができた。 

 

◆本教員および職員の海外パートナー大学への派遣 

平成２６年１月２７日～２月２日に UC Davis へ教員６名（内５名は学内予算等）を派遣し、「NAIST/UC 

Davis 国際ミニシンポジウム」を開催して海外研修中の学生の成果発表を行うとともに、UC Davis 教員

と面談して今後本事業をさらに推進していくことを確認した。教員のうち３名は、Michigan大学を訪問

し、研究科教員、学生受け入れ研究室の教員との意見交換会を行った。また、平成２６年２月２６日～

３月４日の期間、教員６名、職員３名（内教員５名と職員は学内予算等）を Ecole Polytechnique、Paul 

Sabatier 大学、Aachen 工科大学に派遣し、研究留学生の受け入れ研究室を訪問するとともに、事業の実

施について打ち合わせを行い、学生の効果的な研究室滞在を円滑に実施することができた。 
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３．平成２５年度 年度事業実施概要 

 

◆海外研修（科学英語研修） 

派遣学生：博士後期課程１年次生１８名（うち９名は学内予算負担） 

派遣先：米国 UC Davis 

期間：平成２６年１月５日～２月１日 

内容： 

1) 異文化間の研究プロジェクト：各学生が個別にアメリカ文化に関連するテーマを選び、情報を収集

し、パワーポイントなどにより他の学生の前で発表した。 

2) 英語での思考力および分析力強化：科学・工学分野の最新話題の文献精読、講演聴講、オーディオ

プログラム視聴などを通して、英語での思考力および分析力を高めた。   

3) 発音とリスニング：アクセント、イントネーション、リダクション、リンキング、リズム、ピッチ

など発音に関する総合的指導を受けた。また、口述、書き取りなどにより、リスニング能力を高め

た。さらに、一週間に一度、アメリカ人学生とともに小グループ会話に参加し、英会話を練習した。 

4) 研究論文執筆訓練：科学および技術英語の執筆を訓練した。参考論文をもとに、形式など論文の書

き方を学び、各自の研究に基づいて３から５ページ程度の研究アブストラクトを書いた。  

5) 物質科学プレゼンテーション：各自の研究内容に基づいた口頭発表の練習を行った。英語での有効

な発表方法を学び、声のトーン、ペース、ジェスチャーなどの技術を習得した。 

 

◆学生交流 

1) UC Davis にて海外研修を受けた１８名の学生に対し、４週間の英語研修の後、内４名は引き続き UC 

Davisの College of Engineering と College of Letters and Science の異なる研究室にそれぞれ滞

在させ、平成２６年２月～３月の２ヶ月間の研究留学を行った。他に、１名は英語研修後 Ecole 

Polytechnique に移動、２名は Aachen 工科大学に移動し、平成２６年２月～３月の２ヶ月間、各グ

ループに滞在して研究活動を行った。他の１名は英語研修後、Paul Sabatier 大学に移動し、平成２

６年２月～３月の２ヶ月間の研究活動、また、１名は Michigan 大学にて、研究活動を実施した。 

2) 下記の海外学術協定校から１４名の大学院生をインターンシップ生として受入れた（他経費）。 

遼寧大学（中国）１名（４０日間）、カセサート大学（タイ）４名（５３日間）、インドネシア大学

（インドネシア）1名（２ヶ月間）、ラインマイン大学（ドイツ）３名（１１日間）、天津理工大学（中

国）１名（１ヶ月間）、アテネオデマニラ大学（フィリピン）３名（１４日間）、ユストゥス・リー

ビッヒ大学ギーセン（ドイツ）１名（1 ヶ月間）。 

3) ワークショップ開催の折には、台湾国立交通大学から１２名、光州科学技術院から１０名の学生の

来学を受け、１週間にわたる、シンポジウムおよびラボステイを通しての交流を実施した（他経費 

4) 国際共同研究については、下記２名の受入を実施した。UC Davis（アメリカ）１名（１ヶ月間）、カ

リアリ大学（イタリア）１名（１ヶ月間）。 

 

◆国際連携 ITP セミナー 

平成２５年１１月１２日～１４日の日程で、兵庫県淡路夢舞台国際会議場にて、国際連携 ITP セミナ

ーを開催した。本セミナーは、本研究科大学院生の中間審査報告会と合同で行ったもので、参加した博

士大学院生は、口頭発表とポスター発表を全て英語で行うことを義務付け、学生が座長も担当し英語で

進行を行った。本セミナーでは事業の効果的な推進をはかるため、パートナー機関である UC Davis、Ecole 

Polytechnique、Paul Sabatier 大学、Aachen 工科大学から各分野の研究者を国際スーパーバイザーとし

て招聘し、大学院生の発表に対して質疑応答を英語で行うとともに、ポスター発表においてより深いデ

ィスカッションを行い、海外研究者との英語でのコミュニケーション能力を養わせた。また、５名の国

際スーパーバイザーにはそれぞれの分野の研究に関する特別講演を行っていただき、学生がネイティブ

な英語講演に接する機会をもち、質問を英語で行わせることにより、国際会議における英語での実践能

力を養わせた。 

 

◆本教員および職員の海外パートナー大学への派遣 

1) 海外研修（科学英語研修）およびの視察 

平成２６年１月２７日～１月３０日に教員６名（内５名は学内予算等）を学生が英語研修を行っ

ている UC Davis へ派遣し、研修の進捗状況を視察した。この間に、「NAIST/UC Davis 国際ミニシン

ポジウム」を開催し、学生が研究発表を英語で行い、海外研修の成果を評価した。 
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2) 受け入れ研究室への訪問 

・平成２６年１月３１日～２月２日に教員４名（内３名は学内予算等）を Michigan 大学へ派遣し、

学生受け入れ予定研究室を訪問し、受け入れ態勢、研究指導につき、確認、打ち合わせを行った。 

・平成２６年２月２６日～３月４日に教教員６名、職員３名（内教員５名と職員は学内予算等）が

Ecole Polytechnique、Paul Sabatier 大学、Aachen 工科大学の学生受け入れ研究室を訪問し、滞

在している本研究科学生の研究留学について打ち合わせを行うとともに、本事業の推進について

協議した。 

 

 



    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２５年度 実施報告書 

（平成２５年度） 

7 

４．平成２５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 

海外研修、学生交流、国際連携 ITP セミナーなどを通して、組織的にバイオ物質科学の若手研究者の

育成に努めた。 

 

◆海外研修（科学英語研修） 

博士後期課程を対象に UC Davis での英語研修参加者を募集し、１年次生１８名の応募者全員を平成２

６年１月５日～２月１日の期間に米国 UC Davis Extension が実施している４週間の科学英語プログラム

に参加させた。なお、派遣前には本研究科の外国人英語講師による６コマの準備講義を開講し、参加者

全員に聴講を義務付け、英語研修の効果が高まるよう準備した。 

 

◆学生交流 

海外研修（科学英語研修）の募集と同時に、英語研修に続いて海外パートナー機関での研究留学の希

望者を募集し、上記１８名中、応募した９名を各研究機関の研究室に滞在させた。９名中４名は UC Davis

の異なる研究室に滞在して研究活動を行った。９名中２名は Aachen 工科大学に滞在し、平成２６年２月

～３月の間、研究活動を行った。そのほかの各１名ずつが、Ecole Polytechnique、Paul Sabatier 大学、

Michigan 大学のそれぞれ異なる研究室に平成２６年２月３月の２ヶ月間滞在して研究活動を行った。 

また、海外学術協定校より下記学生の受け入れを実施し、積極的な学生交流を図り学生の国際感覚と

コミュニケーション能力を養うことができた。 

インターンシップ１４名（１１日から３ヶ月間/他経費） 

ワークショップ  ２２名（１週間/他経費）、 

国際共同研究     ２名（１ヶ月/他経費）◆単位認定 

海外研修（科学英語研修）を受けた１８名の学生には｢物質科学英語研修｣の２単位を、引き続き海外

研究室で研究留学を行った学生には｢国際インターンシップ｣の２単位を、成果報告書に基づく成果発表

会や TOEICD-IP の受験を終えた後に、本事業のプログラムを教育カリキュラムの一環として認定する予

定となっている。 

 

◆国際連携 ITP セミナー 

平成２５年１１月１２～１４日兵庫県淡路市にて、本研究科大学院生に対する中間審査会と併行して、

国際連携 ITP セミナーを開催した。本セミナーでは、海外パートナー機関の UC Davis、Ecole 

Polytechnique、Paul Sabatier 大学、Aachen 工科大学から招聘した５名の研究者に、それぞれバイオ物

質科学に関わる物性系、デバイス系、化学系、バイオ系分野の国際スーパーバイザーとして博士後期課

程学生、および後期課程に進学を予定している前期課程学生の研究報告を審査していただいた。対象の

学生は発表ならびに質疑応答をすべて英語で行い、英語でのディスカッション能力の向上に努めた。 

 

◆本教員および職員の海外パートナー大学への派遣 

本事業の実施状況の確認と今後の進め方を協議するため、５つの海外パートナー機関に教職員を派遣

した。UC Davis へは平成２６年１月２７日～１月３０日に教員６名（内５名は学内予算等）を派遣し、

「NAIST/UC Davis 国際ミニシンポジウム」を開催して派遣学生の英語研修中の成果を現地で評価し、研

修が効果的に行われていることを確認した。さらに UC Davis 教員と面談して今後本事業をさらに推進し

ていくことについて協議を行った。平成２６年１月３１日～２月２日に Michigan 大学へ、教員４名（内

３名は学内予算等）を派遣し受入体制の確認、研究指導等につき討論を実施した。Ecole Polytechnique、

Paul Sabatier 大学および Aachen 工科大学へは平成２６年２月２６日～３月４日に教教員６名、職員３

名（内教員５名と職員は学内予算等）を派遣し、滞在している学生の受け入れ研究室を訪問するととも

に、研究留学が効果的に行われる環境であることを確認した。 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 海外パートナー大学へ本教員および職員を計 3回派遣し、国際トレーニングネットワークを強化した。 

1) UC Davis 

平成２６年１月２７日～１月３０日に教員６名（内５名は学内予算等） 
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派遣学生が海外研修（科学英語研修）を行っている UC Davisを訪問し、研修の状況やその成果を調

査するとともに、UC Davis Extension のスタッフおよび海外研修後に滞在する研究室の教員と面談

しその進め方について協議した。海外研修で開催された「NAIST/UC Davis 国際ミニシンポジウム」

では、派遣した教員が参加して研究紹介を行うとともに、各学生チューターとともに海外研修中の

学生の発表を聴講し、研修の成果を確認した。UC Davis Extension のスタッフとの面談では、プロ

グラムが順調に進捗しており、今後本事業をさらに推進していくことで合意した。また、学生の受

け入れ予定あるいは受入れた研究室の教員やこれまでに本学で開催した国際連携 ITP セミナーに参

加した教員を訪問し、学生の研究室滞在の効率的な実施に向けて打合せを行うとともに、お互いの

研究交換を行い、今後も交流を深めていくこととした。海外研修中の学生とも面談し、科学英語研

修およびホームステイの現状について意見を聞き、いずれの学生も海外生活にも慣れ、特に問題も

なく研修に意欲的に取り組んでいる様子が確認された。 

 

2) Michigan 大学 

平成２６年１月３１日～２月２日に教員４名（内３名は学内予算等） 

海外パートナー機関であるミシガン大学を訪問し、両大学の国際的な取り組みや教育・研究活動

の理解を深めることで、本学との交換留学制度を含む国際関係のさらなる質の向上を図った。派遣

学生を受け入れ予定の研究室を訪問して研究活動の現場を視察するとともに、本学の研究を紹介し

て新たな受け入れ研究室の発掘と本学への理解の向上を図った。 

 

3) Paul Sabatier 大学、Ecole Polytechnique、Aachen 工科大学 

平成２６年２月２６日～３月４日に教員６名、職員３名（内教員５名と職員３名は学内予算等） 

海外パートナー機関であるフランスの Paul Sabatier 大学、Ecole Polytechnique、Aachen 工科大学

を訪問し、両大学の国際的な取り組みや教育・研究活動の理解を深めることで、本学との交換留学

制度を含む国際関係のさらなる質の向上を図った。派遣学生を受け入れ予定の研究室を訪問して研

究活動の現場を視察するとともに、本学の研究を紹介して新たな受け入れ研究室の発掘と本学への

理解の向上を図った。これには、本学より学生課職員も同席し、担当者による意見交換など、今後

の導入に向けての協議を実施した。 

 

 

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。） 

 

1) 平成２５年５月２０日 平成２５年度 若手研究支援・海外派遣研究成果報告会 

平成２５年度若手研究支援・海外派遣研究成果報告書、奈良先端科学技術大学院大学物質創成科

学研究科 

 

2) 平成２６年３月３０日 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)「国際ネ

ットワークによる若手バイオ物質科学研究者のステップアップ教育プログラム」平成２５年度報告

書 

 

3) 「国際ネットワークによる若手バイオ物質科学研究者のステップアップ教育プログラム」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) のホームページに、プログラム概要、活

動計画・状況、海外研修の参加者レポート等を掲載 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

1) 派遣研究者の選抜について 

これまで、海外研修と研究室滞在への派遣は、博士後期課程の学生に限られていた。最終年度も

同様になる可能性があるものの、本プログラム終了後は、大学の重点戦略経費と研究科長裁量経費

で同様プログラムを継続する予定となっている。その際には、博士後期課程学生に加えて、後期課

程に進学を予定している前期課程学生やポスドク、助教にも参加の募集を広げることを検討する。

さらに、明確な審査基準を設けて、参加者の選考についても検討を行い、選考基準に満たない場合



    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２５年度 実施報告書 

（平成２５年度） 

9 

は、学内での英語トレーニング等を経た後、再応募をさせるプロセスを構築する。 

 

2) 派遣学生のフォローアップについて 

本事業をより有効に進めるためには、学生の海外研修の成果を確認できることが望ましい。今年

度も海外研修中に行った国際ミニシンポジウムは、学生の研修状況を現地で調査でき、非常に良か

った。さらに研修後の成果を把握するため、年２回の TOEIC 受験を義務付け得点の推移の調査や、

中間審査会や成果報告会での発表評価の推移も調査し、本プログラムの検証を行う必要がある。さ

らに、派遣学生が、英語講師による Self-Access and Writing Center に積極的に参加する仕組みな

ど、フォローアップ体制の構築を考える必要がある。 

 

3) 海外パートナー機関との連携について 

現在、５つのパートナー機関の研究室へ学生を派遣しているが、必ずしもバイオ物質科学の研究

内容との整合性が十分取れていない学生もいる。後期課程学生の博士論文研究の期間も考慮すれば、

派遣時期を前倒しあるいは後倒しして、当該学生の博士論文研究に関連したバイオ物質科学研究室

への滞在が望ましいので、今後滞在研究室を開拓する必要がある。 

 

4) ダブルディグリーの実施について 

海外研修と研究室滞在の成果を学生の学位取得に反映させるため、海外パートナー機関との間で

ダブルディグリーの実施を検討する。すでに Paul Sabatier 大学とは協議に入っており、本プログ

ラムの終了までには、ダブルディグリー制度を確立することが課題となっている。また、他の大学

ともダブルディグリーについての調査と協議を始めることが必要となっている。 
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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 

（名称・所在地） 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

アーヘン工科大学 
（ドイツ・アーヘン市） 

平成 25年 1月 6日～ 

5月 4日 

（119日）※1 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 2年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

ミシガン大学 

（アメリカ合衆国・アナーバー市） 

平成 25年 1月 6日～ 

5月 31日 

（146日）※2 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 2年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

ミシガン大学 

（アメリカ合衆国・アナーバー市） 

平成 25年 1月 6日～ 

6月 29日 

（175日）※3 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 2年 

 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

 

平成 25年 1月 4日～ 

6月 30日 

（178日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 2年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

ミシガン大学 

（アメリカ合衆国・アナーバー市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 31日 

（86日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

アーヘン工科大学 
（ドイツ・アーヘン市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 31日 

（86日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

エコールポリテクニック 

（フランス） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

アーヘン工科大学 
（ドイツ・アーヘン市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 

カリフォルニア大学 

デービス校 
（アメリカ合衆国・デービス市） 

ポールサバチエ大学 

（フランス） 

平成 26年 1月 5日～ 

3月 28日 

（83日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

博士後期課程 1年 
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※その他学内予算負担により９名を派遣 

※1 平成２６年１月５日～平成２６年２月１日まではカリフォルニア大学デービス校に派遣（移動日含

む）
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６．担当教職員の出張実績 

 

出張先機関 

（名称・所在地） 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

カリフォルニア大学 

デービス校 

（アメリカ合衆国・デービ

ス市） 

平成 26年 1月 27日～ 

1月 29日 

（3日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

教授（研究科長） 

ミシガン大学 

（アメリカ合衆国 

・アナーバー市） 

平成 26年 1月 30日～ 

2月 3日 

（5日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

教授（研究科長） 

アーヘン工科大学アーヘン

（ドイツ・アーヘン市） 

平成 26年 2月 25日～ 

2月 27日 

（3日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

教授 

ポールサバチエ大学 

（フランス・トゥールーズ） 

平成 26年 2月 28日～ 

3月 2日 

（3日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

教授 

エコール ポリテクニック 

（フランス・パレゾー） 

平成 26年 3月 3日～ 

3月 5日 

（3日） 

奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科物質創成科学専攻 

教授 

 

※その他、学内予算負担によりカリフォルニア大学デービス校に５名、ミシガン大学へ２名を派遣。 

ポールサバチエ大学エコール、ポリテクニック、アーヘン工科大学へ、８名を派遣。 

 

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 

物質創成科学研究科 
平成２５年１１月１１日

～１１月１５日 

（５日） 

Professor 

University of California, Davis 

物質創成科学研究科 
平成２５年１１月１１日

～１１月１８日 

（８日） 

Professor, 

University of California, Davis 

物質創成科学研究科 
平成２５年１１月１１日

～１１月１６日 

（６日） 

Professor, 

Universite Paul Sabatier 

物質創成科学研究科 
平成２５年１１月１１日

～１１月１６日 

（６日） 

Professor, 

Ecole Polytechnique 

物質創成科学研究科 
平成２５年１１月１１日

～１１月１５日 

（５日） 

Professor 

RWTH Aachen University 
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８．共同企画実施状況 

企 画 名 国際連携 ITPセミナー 

開 催 期 間 平成 25年 11月 12 日 ～ 平成 25年 11月 14日（ 3日間） 

開 催 地 兵庫県淡路市 淡路夢舞台国際会議場 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 藤木 道也 

所属機関・職名 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 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 ） 
 



    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２５年度 実施報告書 

（平成２５年度） 

14 

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） 

 

バイオ物質科学は様々な生命現象における分子物質の役割の解明やバイオ技術の発展の基盤となる

物質・材料の開発に関する基盤学術領域である。また同時に、バイオ物質科学は、化学・半導体デバイ

ス・ナノテクノロジー・環境科学など物質科学の最先端領域のシーズを基盤に、生命科学関連分野にお

ける課題解決を通じて新たな学術領域の創成を目指す学際融合領域でもある。このため、生物学、生化

学、分子科学などの基盤学問の専門を超えた幅広い情報や意見の交換がその発展に必要不可欠となる。

本セミナーでは、バイオ物質科学に関する最先端研究の話題を中心に物質科学全般のわたる幅広い研究

の進捗を俯瞰し、将来の学術領域の深化と発展の可能性を展望するとともに、関連領域の次代を担う学

際分野の若手研究者の育成を目的とした。 

 

11月 12 日（火） 

12：30-12：45  Opening Remarks              

12：45-14：00  Oral Presentation Session 

14：15-15：30  Oral Presentation Session 

15：45-17：100 Oral Presentation Session 

17：10-17：50  Special Lecture 【Prof. Pere Roca i Cabarrocas】 

17：55-18：35  Special Lecture 【Prof. Jun Okuda】 

19：45-21：45  Poster Presentation Session and free discussion 

 

 

11月 13 日（水） 

 

08：30-10：00  Oral Presentation Session 

10：15-11：45  Oral Presentation Session 

12：50-13：30  Special Lecture 【Prof. Ahmet Palazoglu】    

13：45-15：15  Oral Presentation Session 

15：30-17：00  Oral Presentation Session 

17：15-18：45  Oral Presentation Session 

18：50-19：10  Introduction to the University of the Philippines, Diliman 

19：10-19：30  Introduction to International Christian University, Tokyo 

 

 

11月 14 日(木） 

 

08：45-10：45  Poster Presentation Session and free discussion 

10：50-11：30  Special Lecture 【Prof. Gwénaël Rapenne】    

11：35-12：15  Special Lecture 【Prof. Enrique J. Lavernia】    

13：15-13：45  Awards and Closing Remarks 

 
【成果】 

 本研究科の中間審査報告会と合同で、平成２５年１１月１２日（火）～１４日（木）に兵庫県淡路夢

舞台国際会議場にて開催した。学生の口頭発表は全て英語で行い、座長も学生が担当して英語で行った。

さらに、国際スーパーバイザーとの質疑応答は英語で行ったことはもちろんのこと、学生間の質疑応答

も可能な限り英語で行った。ポスターも博士後期課程の学生は英語で作成した。その結果、期待以上に

活発で密度の高い質疑が、講座や研究分野の枠を超え展開され、学生の英語プレゼン能力を強化すると

ともに、海外の研究者との英語でのディスカッション能力を養うことができた。バイオ物質科学に関す

る最先端研究の話題を中心に物質科学全般のわたる幅広い研究の進捗を俯瞰し将来の学術領域の深化

と発展の可能性を展望するとともに、関連領域の次代を担う学際分野の若手研究者の育成をする目的達

成の一助となった。 
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企 画 名 NAIST/UC Davis国際ミニシンポジウム 

開 催 期 間 平成 ２６年 １月 ２８日 

開 催 地 
カリフォルニア大学デービス校（UC Davis） 

カリフォルニア州 デービス市（米国） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 片岡 幹雄 

所属機関・職名 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Ahmet Palazoglu 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

Department Chair, Department of Chemical Engineering and Materials 

Scienceat the University of California, Davis 

概要及び成果 

【概要】 

本年で４回目となる NAIST-UC Davis ミニシンポジウムを１月２８日に開催した。このミニシンポジ

ウムは、１ヶ月の語学研修の集大成として参加学生が自らの研究内容を国際会議形式にて発表するも

のである。AhmetPalazoglu 教授の挨拶で始まり、語学研修に参加している１８名の学生が順次英語で

の口頭発表を行った。発表後は UC Davis の Roland Faller 教授や、NAIST の石河泰明准教授による弘

ンが行われた。質疑応答では、活発な意見交換が行われ、英語力、プレゼンテーションスキルの改善が

みられた。参加学生にとっても緊張感のある有意義なシンポジウムが無事終了した。物質創成科学研究

科の派遣学生および UC Davis Extension の教職員のほか、UC Davisの教員・大学院生および海外英語

研修時の UC Davis 側のチューターも参加し、盛況であった。  

＊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 

 


