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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）特異点・トポロジー・数理解析を基盤とする北大モデル数学若手研究者国際派遣事業  

 

（英文）The international sending-elevating project for young mathematicians based on singularity, 
topology and mathematical analysis: Hokudai model 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

北海道大学 

      (英文)  

 

Hokkaido University 
大学長氏名 

 

佐伯 浩  

 

【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）  

 

北海道大学 

  

（英文）  

 

Hokkaido University 

  

専攻等名（和文）  

 

大学院理学研究院数学部門 

 

(英文)  

 

Department of Mathematics, Faculty of 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）  

 

大学院理学院数学専攻 

 

(英文)  

 

Department of Mathematics, Graduate School of Science 
  

  

【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）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学部  

  

(英文)  

 

School of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

機関名 （和文）  

                           

復旦大学 

 

（英文） 

 

 

Fudan University 

機関名 （和文）  

                           

ソウル国立大学 

 

（英文） 

 

 

Seoul National University 

機関名 （和文）  

                           

韓国高等研究所 

 

（英文） 

 

 

Korea Institute for Advanced Study 

機関名 （和文）  

                           

台湾国立大学  

 

（英文） 

 

 

National Taiwan University 
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専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Division of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学部  

  

(英文)  

 

College of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

フーリエ研究所  

  

(英文)  

 

Fourier Institute 
 

機関名 （和文）  

                           

シンガポール国立大学 

 

（英文） 

 

 

National University of Singapore 

機関名 （和文）  

                           

南洋理工大学 

 

（英文） 

 

 

Nanyang Technological University 

機関名 （和文）  

                           

バレンシア大学 

 

（英文） 

 

 

University of Valencia 

機関名 （和文）  

                           

グルノーブル大学 

 

（英文） 

 

 

University of Grenoble I    
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専攻等名（和文）  

 

数学情報センター  

  

(英文)  

 

Centre of Mathematics and Informatics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学情報科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematics and Informatics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学研究所  

  

(英文)  

 

Institute of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

機関名 （和文）  

                           

プロバンス大学 

 

（英文） 

 

 

University of Provence 

機関名 （和文）  

                           

トリエステ大学  

 

（英文） 

 

 

University of Trieste 

機関名 （和文）  

                           

ポーランド科学アカデミー 

 

（英文） 

 

 

Polish Academy of Sciences 

機関名 （和文）  

                           

ダーラム大学  

 

（英文） 

 

 

University of Durham 
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専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学及び計算科学研究所 

  

(英文)  

 

Institute of Mathematics and Computer Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科・純粋応用数学研究所  

  

(英文)  

 

Institute for Pure and Applied Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学研究所   

  

(英文)  

 

Mathematical Sciences Research Institute 
 

機関名 （和文）  

                           

リバプール大学 

 

（英文） 

 

 

University of Liverpool 

機関名 （和文）  

                           

サンパウロ大学 

 

（英文） 

 

 

University of São Paulo 

機関名 （和文）  

                           

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 

 

（英文） 

 

 

University of California, Los Angeles 

機関名 （和文）  

                           

カリフォルニア大学バークレー校   

 

（英文） 

 

 

University of California, Berkeley    
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専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

クーラン数理科学研究所 

  

(英文)  

 

Courant Institute of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

 

 

機関名 （和文）  

                           

ミシガン大学     

 

（英文） 

 

 

University of Michigan 

機関名 （和文）  

                           

ニューヨーク大学     

 

（英文） 

 

 

New York University 

機関名 （和文）  

                           

ペンシルバニア州立大学    

 

（英文） 

 

 

Pennsylvania State University 
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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 

 

事業実施期間を通じた事業の目標 
 
● 学術分野「数学」の特性に基づき、特異点・トポロジー・数理解析という、数学を起点とする諸科学

への進展について大きな力となる基盤的、普遍的な言語・方 法に基づいた若手研究者の派遣事業を行う。

アジア・ヨーロッパ・アメリカにおける数学研究の促進と若手研究者養成のための人的ネットワークを、

個人ベースの交流、少人数による共同研究・国際交流から次第に ITP 事業を通じて発展させていく。そ

のための仕組みを北海道大学の包括的な国際戦略、数学部門の将来計画、科研費等に基づく事業と有機

的に連携しながら、組織的に構築する。今後の若手研究者の海外派遣の１つの標準的なモデル（仮に「北

大モデル」とよぶ）を確立することが、本プロジェクトの目標である。 
● 具体的な派遣目的としては、パートナー機関とのプロジェクト型共同研究による教育、６ヶ月以上１

年までの長期滞在型単位取得を目的とした教育、海外の special semester や special year に若手研究者

を派遣して研修させる教育、等を設定する。  
● 海外派遣の具体的なシステムとして、派遣若手研究者を筆記・面接試験等の客観的基準で行う選考で

選ぶ。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判定する。派

遣先は若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人ベースの

共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように対応し、

また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応する。また、派遣研究者を ITP
事業による企画研究集会等の運営にも部分的に参画させ、他の ITP 海外派遣者、後輩などに情報提供す

ることなどによって派遣事業に関われるような循環・還元システムを作る。一方では、海外派遣による

若手研究者の成果を的確に検証し、奨励する仕組みを作り、その結果を目に見える形に公開していく。

以上の方法によって、若手研究者がより多くの視点を得る機会を持ち、将来にわたる海外の研究上の友

を作り、国際性の高い研究者として成長するようサポートする。その結果として、国際的リーダーを育

成する仕組みを構築する。さらに、ITP 事業により、専攻における数学教育研究活動と北海道大学にお

ける国際交流活動を、さらに活発化させていく。以上のように、事業を円滑に推進していく。 
 
平成２１年度の事業目標達成状況 
 
平成２０年度に引き続き、北大モデル（数学分野において理想的な派遣方式の一つの提案）を試行的に

行い、順調に成果を挙げた。具体的には、派遣者部門・専攻内での公募を行い、長期派遣希望若手研究

者に面接を実施した。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否

を判定した。パートナー機関との交渉が不十分な場合には、次年度以降の再応募を指導した。派遣先は

若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人ベースの共同研

究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように対応し、また、

派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応した。長期派遣者には ITP 認定証を授

与し壮行した。派遣若手研究者は派遣先において充実した研究生活を送り、成果を上げ、国際性を身に

つけて帰国した。派遣者若手研究者全員が英語での「帰国報告書」を書き、また長期派遣者は「帰国報

告会」において英語による成果発表を行った。このように国際性の獲得についての検証を行った。また、

共同企画を１件実施し、北大の若手研究者と海外パートナー機関の若手研究者の交流を促した。一方で

は、ITP 派遣者が、海外滞在中の様子を知らせることにより、後続の派遣者への情報提供する活動も引

き続き行った。 パートナー機関との大学間協定の締結に関しても進展している。 
また、２０年度に作成した北大数学 ITP のホームページ  
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja  
において、上に述べた活動を報告・情報提供している。 
平成２０年度と同様に、平成２１年度においても、ITP 派遣者に関して、教育上の配慮から旅費につい

ては実費を支払うこととし、実効的な派遣の実施につとめている。海外パートナー機関との交流を深め、

派遣者の滞在が円滑かつ有意義なものになるように、長期派遣者の派遣先との連絡をより一層密にする

活動を行った。具体的に、交流を兼ねて、受け入れ研究者および当該数学教室主任等に受け入れ体制の

要請文を送付し、派遣若手研究者のケアを行った。また、平成２２年度の公募に向けて、ITP 事業の広

報のためのポスター作成も行い、若手研究者の海外派遣への意欲を高める環境作りに努めた。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

平成２１年度は、作年度確定した公募要領に基づき、北海道大学部門専攻内公募により選考を行った結

果、２０年度は、具体的に別紙項目の通りに派遣事業を実施した。 
 
【実施概要】 
２０年度末に、２１年度派遣に関する部門・専攻内での派遣者公募結果に基づき、長期派遣希望若手研

究者に面接を実施した。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可

否を判定した。 
その結果に基づき、若手研究者長期派遣を５件、若手研究者短期派遣を８件（共同企画参加・発表）、担

当教員派遣を３件実施した。海外派遣期間については、基本的に２ヶ月以上１年未満としているが、派

遣者の研究計画と受け入れ先の都合等に従って柔軟に定めており、また実施に際しては、軽微な日程の

変更を行った。海外パートナー機関との共同企画シンポジウムの開催については、ポーランド科学アカ

デミーとの共同企画シンポジウムを実施し、若手研究者（修士課程学生を含む全員）が英語による講演

を行い、同時に参加した海外パートナー機関の若手研究者と交流を深めることができた。 
昆万佑子は、シンガポール国立大学数学科において、活発な研究活動、講演、国際交流を行った。 

加世堂公希は、バレンシア大学数学部（スペイン）において活発な研究活動、講演、国際交流を行った。

永井隆之は、ダーラム大学数理科学科（英国）において、活発な研究活動、講演、国際交流を行った。

廣瀬大輔は、ミシガン大学数学科（アメリカ）において、活発な研究活動、講演、国際交流を行い、現

在も滞在中であり、２２年度も引き続き派遣予定である。 

吉川功剛は、プロバンス大学数学情報センター（フランス）において、活発な研究活動、講演、国際交

流を行った。 

共同企画について、特に、博士前期課程の学生の共同企画について、入門的講義を開講するなどの企画

の充実を行うと同時に、事前の準備指導を行った結果、全員が、海外からの参加研究者の前で英語によ

る講演およびその後の質疑応答も英語によって行い貴重なトレーニングの機会を得た。（ホームページ

の掲載されている「帰国報告書」参照）。その結果、ITP 派遣された修士学生の一部は、それを契機とし

て、博士後期課程の進学を決めた。 
若手研究者（博士課程学生を含む）の長期派遣に関して、担当教員が事前・派遣期間中・事後に派遣先

に視察に訪れ、派遣者のケアをし、受け入れ状況の確認・改善の要請、併せてパートナー機関との交流

を行った（計３件）。 
「ITP ボランティア」としての役割については，北大数学の ITP ホームページ 
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja 
上に，滞在レポートを英語で掲載することにより，ITP 派遣を希望している後続の若手研究者に有益な

情報を積極的に提供した。所属研究機関が変わっても，引き続き ITP ボランティアとしての役割を積極

的に果たしている。このことは，他の ITP 派遣された若手研究者の所属機関が将来的に変わるケースに

おいても同様である。 
実際、２１年度に派遣された若手研究者は、ITP 海外派遣による成果を含めた国際性・研究能力を認め

られ、他研究機関（広島大学、信州大学等）へ転出する運びとなった。「数学」という基礎的な学術分野

では、若手研究者のアカデミックポストへの就職は引き続き困難な状況であるが、ITP 派遣によって、

その国際性・研究能力が高められた証左であると考えられる。 
 
【２１年度事業実施に向けた準備活動】 
２２年度事業実施に向けた準備活動をすでに２１年度中に行った。 
北海道大学部門専攻内公募により書類選考と口頭試問により選考を行った結果、２２年度事業計画書策

定した。部門・専攻内での派遣者公募結果に基づき、長期派遣希望若手研究者に面接を実施した。博士

課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判定した。（２２年度 ITP 計画書参

照）。 
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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 

２０年度から継続して、ITP 担当教員会議を組織し、北海道大学数学部門・数学専攻内での公募を行い、

長期派遣希望若手研究者に面接を実施した。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も

尊重して派遣の可否を判定した。パートナー機関との交渉が不十分な場合には、次年度以降の再応募を指

導した。派遣先は若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人

ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように

対応し、また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応した。長期派遣者には

ITP 認定証を授与し壮行した。派遣若手研究者は派遣先において充実した研究生活を送り、成果を上げ、

国際性を身につけて帰国した。滞在中の様子は下記 Web ページに掲載してある。派遣者若手研究者全員

に英語での「帰国報告書」の提出、また長期派遣者には「帰国報告会」において英語による成果発表を義

務づけ、国際性の獲得についての検証を行っている。また、共同企画を１件実施、北大の若手研究者と海

外パートナー機関の若手研究者の交流を促した。一方では、ITP 派遣者が、海外滞在中の様子を知らせる

ことにより、後続の派遣者への情報提供する活動も行った。  
また、作成済みの北大 ITP のホームページ  
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja  
のコンテンツをより充実させて、上に述べた活動を報告する機能と共に、今後海外派遣を希望する若手研

究者（大学院生、学部学生を含む）への情報提供をすることができている。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

● 大学間協定・部局間協定（マクロ）： 
サンパウロ大学については、平成 21 年度に理学研究院が責任部局となり大学間交流協定を締結した。バ

レンシア大学については引き続き大学間協定に向けた協議を行っている。さらに、マルセイユ大学との部

局間協定にむけた協議を行っている。このように ITP 事業を通して、海外パートナー機関との組織的な

協力体制の構築を進めている。 
● 数学教室（部門）レベルでの協力体制（ミクロ）： 
長期派遣者の受け入れ機関の研究者に連絡をとり，宿舎等の手配や数学教室でのオフィスの使用、計算機

ネットワーク環境使用、図書館使用についての受け入れ体制を確認した。昨年度までは、その際、個人ベ

ースでの協力に留まっているケースもあったが、今年度からは、より組織的な協力体制を強めるための活

動方針を決め、実行した。 

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。） 

● 口頭発表 
Jiro Adachi, Engel geometry from a flexible viewpoint, Polish-Japanese singularity theory working 

days, Kazimierz Dolny, Poland, 2009 年 7月 18 日 

Mikuri Asayama, Slant geometry on de Sitter n-space, Polish-Japanese singularity theory working 

days, Kazimierz Dolny, Poland, 2009 年 7月 18 日 

Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds of codimension at least three in de Sitter space, 

Polish-Japanese singularity theory working days, Kazimierz Dolny, Poland, 2009 年 7月 15 日 

 

Masaki Kasedou, Spacelike hypersurfaces and submanifolds in de Sitter space, 可微分写像の特異

点論とそれに関連する幾何学, 日本大学, 2009 年 12 月 10 日  

 

Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds and spacelike canal surfaces in de Sitter space, 接触

構造、特異点、微分方程式及びその周辺, 北海道洞爺湖町洞爺湖文化センター, 2009 年 1月 27 日 

 

Masaki Kasedou, de Sitter 空間上の空間的部分多様体と管状曲面の光的 Gauss 像に現れる特異点につ
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いて, 第 4回福岡・札幌幾何学セミナー, 九州大学西新プラザ, 2010 年 2月 19 日 

 

Masaki Kasedou, de Sitter 空間内の空間的部分多様体と空間的管状曲面の光的 Gauss 像の特異点, 日

本数学会, 慶応大矢上キャンパス, 2010 年 3月 24 日 

Mayuko Kon, On the Ricci tensor and the generalized Tanaka-Webster connection of real hypersurfaces 

in a complex space form，The 44-th Symposium on Finsler Geometry，東海大学札幌キャンパス，2009

年 9月 9日. 

 

Mayuko Kon, On the Ricci tensor and the generalized Tanaka-Webster connection of real hypersurfaces 

in a complex space form，第２回大阪市立大学数学研究所-慶北国立大学 GRG 共催 微分幾何学ワークシ

ョップ，部分多様体幾何学とリー群論，大阪市立大学，2009 年 10 月 31 日. 

 

Mayuko Kon, Real hypersurfaces in complex space forms and the generalized Tanaka-Webster 

connection，the 13 th International Workshop on Differential Geometry and Related Fields，Kyungpook 

National University，2009 年 11 月 6日. 

 

Mayuko Kon, Real hypersurfaces in a complex space form and the generalized Tanaka-Webster 

connection，The 5th Geometry Conference for Friendship of Japan and China，OIST (沖縄科学技術

研究基盤整備機構) Seaside House，2010 年 2月 1日. 

 

Mayuko Kon, Real hypersurfaces in a complex space form and the generalized Tanaka-Webster 

connection，第４回福岡札幌幾何学セミナー，九州大学，2010 年 2 月 21 日. 

 

Takayuki Nagai, The evolute of a hypersurface in Euclidean n-sphere and Lagrangian singularity, 

Polish-Japanese singularity theory working days, Kazimierz Dolny, Poland, 2009 年 7月 18 日 

 

Takayuki Nagai, Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere to great hyperspheres, 研

究集会「接触構造，特異点、微分方程式及びその周辺」, 洞爺湖文化センター, 2010 年 1月 26 日 

 

Takayuki Nagai, Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere to great hyperspheres, 第

４回福岡・札幌幾何学セミナー, 九州大学西新プラザ, 2010 年 2月 19 日 

 

Kazuhiro Shibuya, On implicit second order PDE of a scalar function on a plane via differential 

systems, Polish-Japanese singularity theory working days, Kazimierz Dolny, Poland, 2009 年 7 月

15 日 

 

Aiko Tamaoki, Slant geometry on hyperbolic n-space, School on Generic Singularities in Geometry, 

Banach Center, Warsaw, 2009 年 7月 10 日 

 

Atsushi Yano, Darboux’s method for hyperbolic PDE, School on Generic Singularities in Geometry, 

Banach Center, Warsaw, 2009 年 7月 10 日 

 

Wataru Yukuno, The relation between Bass-Milnor-Wolf theorem on discrete nilpotent groups and

Mitchell's measure theorem in subriemannian geometry, School on Generic Singularities in Geometry, 

Banach Center, Warsaw, 2009 年 7月 10 日 

 

 

● ポスター発表 
Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds in de Sitter space from the viewpoint of singularity theory, 

第 6回数学総合若手研究集会, 北海道大学学術交流会館, 2010 年 2 月 16 日 
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● プレプリント（一部資料添付） 
Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds of codimension two in de Sitter space, Journal of 

Geometry and Physics 60, Issue 1 (2010), p31-42, doi:10.1016/j.geomphys.2009.08.005 （Preprint_1

参照） 

 

Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds of codimension at most two in de Sitter space, 

 to appear in Real and complex Singularities, Cambridge University Press. （Preprint_2 参照）

 

Masaki Kasedou, Spacelike submanifolds in de Sitter space,  to appear in Demonstratio 

Mathematica 43 Issue 2 (2010).  （Preprint_3 参照） 

M. Kon, Real hypersurfaces in complex space forms and the generalized Tanaka-Webster connection, 

Proceedings of The 13 th International Workshop on Differential Geometry and Related Fields, 2009

年 11 月，p145-159. （Preprint_4 参照） 

 

● 帰国報告会（一部資料添付、掲示ポスター等） 

岩田友紀子, Limit theorems for random dynamical systems, 2009 年 6月 11 日 （Kikoku_1 参照） 

昆万佑子, On the shape operator and the generalized Tanaka-Webster connection of real hypersurfaces 

in a complex space form, 2009 年 7月 3 日 （Kikoku_2 参照） 

加世堂公希, Spacelike submanifolds of higher codimension in de Sitter space, 2009 年 10 月 16 日

（Kikoku_3 参照） 

葛西香太, On the connection between PDEs and Game theory, 2009 年 11 月 9日 （Kikoku_4 参照） 

吉川功剛, Exact Controllability and Hilbert Uniqueness Method, 2010 年 3 月 12 日 （Kikoku_5 参

照） 

 

４－４．今後の課題・問題点 

● 宿舎の手配について： 
昨年度に引き続き、研究者の海外派遣に関して、常に問題となる宿舎の手配について、組織的かつきめ細

かな対応を行い、若手研究者が本来の研究生活に集中できる環境を提供することは、様々なケースがあり、

万能の解決策はない。特に派遣の出発時期や滞在期間の関係で割安で安全な宿舎に入居することが困難な

場合もある。しかし、本 ITP 事業を継続していくことにより、多くの対応例・実績を蓄積することは重

要であると考えている。 

● 海外パートナー機関との協力体制について： 
最終的には大学間協定あるいは部局間協定の締結を目指しているが、締結している場合でもまだ締結され

ていない場合でも、組織的にかつきめ細かな協力体制をとるために、数学教室間の連携を強める活動を来

年度以降引き続き実施していきたい。 

● 博士前期・後期課程学生の派遣基準について： 
博士前期・後期課程学生の海外派遣に関して、個別の対応ではなく、ITP 事業としての成果を保証するた

めの厳格な基準（必要条件）を２１年度において ITP 担当教員会議により確定した。それに従って、２

２年度から適用していく予定である。 
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● ウェッブページの充実について： 
ITP ホームページ 
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja 
を次年度以降もさらにより魅力あるものにしていきたい。 

● 緊急時の対応について： 
長期派遣者が海外でトラブルに見舞われたときの機関（北海道大学）部門（理学研究院）としての対応は、

引き続き今後の課題である。 
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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 

シンガポール国立大

学数学科（シンガポ

ール・シンガポール） 

平成 21 年 4月 5日

～6月 5日（62 日） 

北海道大学大学院理学研究院 

専門研究員 

バレンシア大学数学

部（スペイン・バレ

ンシア） 

平成 21年 4月 28日

～7月 2日（66 日） 

北海道大学大学院理学院数学専攻 

博士後期課程 2年 

ミシガン大学数学科

（アメリカ・アナー

バ） 

平成 21 年 9 月 1 日

～平成 22 年 8 月 31

日（365 日、内 21

年度 212 日） 

北海道大学大学院理学研究院 

専門研究員 

ダーラム大学数理科

学科（英国・ダーラ

ム） 

平成 21年 10月 1日

～12 月 2日（63 日） 

北海道大学大学院理学院数学専攻 

博士後期課程 2年 

プロバンス大学数学

情報センター（フラ

ンス・マルセイユ） 

平成 21 年 10 月 31

日～平成22年2月1

日（95 日） 

北海道大学大学院理学院数学専攻 

博士後期課程 1年 
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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 

バレンシア大学数学

部（スペイン・バレン

シア） 

平成 21年 3月 20日

～4月 11 日（23 日、

内 21 年度 11 日） 

北海道大学大学院理学研究院数学部門

教授 

ダーラム大学数理科

学科（英国・ダーラム） 

平成 21 年 10 月 15

日～10 月 26 日（12

日間） 

北海道大学大学院理学研究院数学部門

教授 

ミシガン大学数学科

（アメリカ・アナー

バ） 

平成 21 年 2月 7日

～2月 14 日（8日） 
北海道大学大学院理学研究院数学部門

准教授 
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