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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 25 年  6 月  12 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  東京工業大学・資源化学研究所       

（ふりがな）             あきた むねたか 

職・氏 名  所長、教授・穐田宗隆       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オランダ ）とのセミナー（振興会対応機関： ＮＷＯ ） 

 

 

2． セミナー名  第 5 回ハラタマワークショップ   

 

3． 期   間  平成 25 年 5 月  29 日 ～ 平成 25 年 6 月 1 日（ 4  日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 東京都目黒区・東京工業大学蔵前会館   

 

5． 参加者数   日本側      89 名（うち、滞在費等本会負担  0 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    19 名（うち、滞在費等本会負担  0 名） 
 

その他の国  2  名 
 

参加者  計 110  名 

 



     

- 2 - 

6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

御園生 誠 

辰巳 敬 

相田 卓三 

高田 十志和 

藤田 誠 

八島 栄次 

山口 茂弘 

磯部 寛之 

原田 明 

湯浅 英哉 

深瀬 浩一 

村上 聡 

浦野 泰照 

伊藤 幸成 

菅 裕明 

山元 公寿 

三浦  雅博 

寺田 眞浩 

劒 隼人 

吉沢 道人 

梶谷 孝 

久野 信一 

藤田 大士 

宮島 大吾 

成毛 治朗 

荻原 仁志 

森本 樹 

菅原 勇貴 

後藤 佑樹 

原 怜 

田邊 真 

東京大学  名誉教授  

東京工業大学 理事・副学長 教授 

東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授 

東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 教授 

東京大学  大学院工学系研究科 応用化学専攻 教授 

名古屋大学 大学院工学研究科 物質制御工学専攻 教授 

名古屋大学 物質科学国際研究センター 教授 

東北大学  大学院理学研究科 化学専攻 教授 

大阪大学  大学院理学研究科 高分子科学専攻 教授 

東京工業大学 大学院生命理工学研究科 分子生命科学専攻 教授 

大阪大学  大学院理学研究科 教授 

東京工業大学 大学院生命理工学研究科 分子生命科学専攻 教授 

東京大学  大学院医学系研究科 教授 

理化学研究所 伊藤細胞制御化学研究室 主任研究員 

東京大学  大学院理学系研究科 化学専攻 教授 

東京工業大学 資源化学研究所 教授 

大阪大学  大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 

東北大学  大学院理学研究科 化学専攻 教授 

大阪大学  大学院基礎工学研究科 講師 

東京工業大学 資源化学研究所 准教授 

東京工業大学 資源化学研究所 講師 

東京工業大学 大学院生命理工学研究科 D2 

東京大学  大学院工学系研究科 助教 

東京大学 大学院工学系研究科 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 准教授 

東京工業大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻 助教 

東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 

東京大学  大学院理学研究科化学専攻 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 
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北野 政明 

榧木 啓人 

鎌田 慶吾 

山口 浩靖 

米谷 真人 

Wang Jing 

田代 亘 

木下 基 

土戸 良高 

萩原 啓太 

Jeremy K. Klosterman 

中畑  雅樹 

小林 裕一郎 

角田 貴洋 

赤江 要祐  

鈴木 咲子 

小川 真広 

大須賀 孝史 

竹澤 浩気 

Jiheong Kang 

渋谷 宜己 

北澤 啓和 

荻原 仁志 

上田 裕太郎 

山崎 康臣 

砂村 栄一郎 

Jiazhou, ZHOU 

角田 翔太郎 

岩根 由彦 

岩崎 孝紀  

福岡 明日香 

南創 二郎 

伊藤 将城 

安 祐輔 

東京工業大学 応用セラミックス研究所 准教授 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 

東京大学 大学院工学系研究科 応用化学専攻 助教 

大阪大学  大学院理学研究科 高分子科学専攻 教授 

東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 ポスドク 

東京工業大学 資源化学研究所 M2 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 D2 

東京工業大学 資源化学研究所 D2 

東京工業大学 資源化学研究所 ポスドク 

大阪大学  大学院理学研究科 高分子科学専攻 D2 

大阪大学  大学院理学研究科 高分子科学専攻 ポスドク 

大阪大学  大学院理学研究科 高分子科学専攻 D3 

東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 D1 

東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 D3 

東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 D2 

東京大学  大学院工学系研究科 応用化学専攻 D2 

東京大学  大学院工学系研究科 応用化学専攻 D2 

東京大学  大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 M1 

東京大学  大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 M2 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 

東京工業大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻 助教 

東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 D3 

東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 D1 

東京工業大学 資源化学研究所 ポスドク 

大阪大学  大学院理学研究科 D2 

東京大学  大学院理学研究科 化学専攻 M2 

東京大学  大学院理学研究科 化学専攻 M2 

大阪大学  大学院工学研究科 応用化学専攻 助教 

大阪大学  大学院工学研究科 応用化学専攻 M2 

大阪大学  大学院工学研究科 応用化学専攻 M2 

大阪大学  大学院工学研究科 応用化学専攻 M2 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 
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本倉 健 

中島 清隆 

新宅 泰 

山崎  弘史 

大友  亮一 

望月  大司 

稲垣  怜史 

窪田  好浩 

上野 篤史  

今 喜裕 

 

野島  晋 

今井 嵩 

羽石 直人 

笹木 亮 

兼賀 量一 

小坂田 耕太郎 

須崎 裕司 

山中 一郎 

竹内  大介 

石谷 治 

小池 隆司 

野村 淳子 

横井 俊之 

東京工業大学 大学院総合理工学研究科 講師 

東京工業大学 応用セラミックス研究所 助教 

東京工業大学 応用セラミックス研究所 D3 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 

東京工業大学 資源化学研究所 D3 

横浜国立大学 大学院工学研究院 機能の創生部門 准教授 

横浜国立大学 大学院工学研究院 機能の創生部門 教授 

東京工業大学 大学院理工学研究科 D3 

（独）産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 革新的酸化

チーム 主任研究員 

東京大学  大学院工学系研究科 応用化学専攻 D3 

東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 M2 

東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 M1 

東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 M1 

東京工業大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻 D2 

東京工業大学 資源化学研究所 教授 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 

東京工業大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻 教授 

東京工業大学 資源化学研究所 准教授 

東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻 教授 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 

東京工業大学 資源化学研究所 准教授 

東京工業大学 資源化学研究所 助教 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 フローニンゲン大学（University of Groningen）・教授・Ben L. Feringa 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Lucas  Brunsveld 

Jeroen  Codee 

Jan  van   Esch 

Andreas  Herrmann 

Wilhelmus Huck 

Stefan  H.A.M. Leenders 

Adriaan J  Minnaard 

Christian  Ottmann 

Bert  Poolman 

Joost N.H. Reek 

Gerard  Roelfes 

Alan E.  Rowan 

Rob  Stroeks 

Mario van der Stelt 

Louis B.J. Vertegaal 

Tom  Wennekes 

Arlette  WERNER 

Han  Zuilhof 

Eindhoven University of Technology   Prof.  

Leiden University   Dr. 

Delft University of Technology Prof.  

University of Groningen  Prof.  

Radboud University Nijmegen   Prof.  

University of Amsterdam   Prof.  

Universtity of Groningen   Prof.  

Eindhoven University of Technology   Prof.  

University of Groningen  Prof.  

University of Amsterdam  Prof.  

University of Groningen  Dr.  

Radboud University Nijmegen   Prof.  

Netherlands Embassy   Mr. 

Leiden University   Dr.  

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) Dr.

Wageningen University   Dr. 

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)   Dr. 

Wageningen University Prof. 

 

 

4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Ahmedova  Anife 

藤田 大士 

University of Sofia   教授 （ブルガリア） 

Pohang University of Science and Technology  助教 （韓国） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

本交流事業では日本—オランダの二国間セミナーとしての「第5回ハラタマワークショップ」

を開催した。 

本ワークショップの目標であった 

（１）21世紀の人類社会を持続可能にするために、化学、化学技術、バイオ技術がどのように貢献

ができるかという我々が直面している重要な課題を討論すること、ならびに 

（２）日本とオランダの大学および企業の化学、化学技術、バイオ技術において第一線で活躍する

研究者および若手研究者が相互に学術的成果を共有し、友好の輪を広げ、将来に向けてより一層の

協力関係を築くための礎を確立すること、は今回のシンポジウムの開催で果たせた。 

若手研究者養成への貢献も本ワークショップの重要な目標であった。本ワークショップでは特別講

演、招待講演に加え、主として若手研究者を対象とした口頭発表、ポスター発表を実施し、次世代を

担う若手研究者同士の交流と人的ネットワークの構築に貢献できたと考えている。 

また、本ワークショップを開催国を交互にしながら継続することも確認でき、次回は 2016 年にオラ

ンダで開催する予定である。 

 


