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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）校風をつなぐ女性科学者の育成 －第２のマリー・キュリーをめざせ－ 

 

（英文）Fostering of Advanced Female Scientists at Ochanomizu University   

- Be the Next Marie Curie! -  

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

国立大学法人お茶の水女子大学 

 
      (英文)  

Ochanomizu University 
 

大学長氏名 

学長  羽入 佐和子 

 

 

【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）  

国立大学法人お茶の水女子大学 
 

  

（英文）  

Ochanomizu University 
 

  

専攻等名（和文）  

大学院人間文化創成科学研究科 理学専攻 

 

 

(英文)  

Graduate School of Humanities and Sciences， 

Advanced 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） 量子化学研究所/ 遺伝学・分子細胞学研究所 

応用合成化学研究所 

化学科・物理学科 

流体力学研究所 

ナノ物質研究所 

物理学科 

情報基盤海洋データ部 

ソフトマター物理学 

ソフトマター物理学 

ソフトマター物理学/リオンス研究所 

超分子化学・ケミカルバイオロジー 

  

(英文) Laboratory of Quantum Chemistry/ Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology 

Institute of Applied Synthetic Chemistry 

Department of Chemistry, Department of Physics 

Hydrodynamics and Mechanics Laboratory 

Nanomaterials Laboratory 

Department of Physics 

Computing and Marine Data Department 

Soft Matter Physics 

Soft Matter Physics 

Soft Matter Physics/J.L. Lions Laboratory 

Supra Molecular Chemistry, Chemical Biology 

 

機関名 （和文） ストラスブール大学 

ウィーン工科大学 

バーギシェ・ブッパタール大学 

パリ市立工業物理化学高等専門大学(ESPCI) 

モンペリエ第 2大学 

ストラスクライド大学 

フランス国立海洋開発研究所 

キュリー研究所 

ジョセフ・ステファン研究所 

パリ第六大学(ピエール＆マリー・キュリー大学) 

ボルドー第一大学                           

 

（英文） 

Strasbourg University 

Vienna University of Technology 

Bergische University of Wuppertal 

The City of Paris Industrial Physics and Chemistry Higher Educational Institution 

Montpellier 2 University 

University of Strathclyde 

The French Research Institute for Exploration of the Sea 

Institute Curie 

Jozef Stefan Institute 

University of Paris VI（University Pierre and Marie Curie） 

The Bordeaux 1 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２２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＞ 

本事業計画では、これまで蛸壺化してきた若手研究者の育成のシステムのもとでは柔軟な発想力や広い視野に立

つコミュニケーション力が身に付かないという問題を打破するため、化学と物理という隣接分野の科目の履修と参

加学生同志の交流によって学生が学問的視野を拡げることのできる研修プログラ務を策定する。 

本事業では、国際的視野をもつ女性研究者を育成することによって、第 3 期科学技術基本計画において期待され

ている女性研究者の採用目標である自然科学系全体として 25パーセントに貢献するとともに、女性人材に限らない

「国際的視野をもつ人材育成プログラム」のモデルを学内外へ発信することを目的とする。 

 

本事業計画の特色は、 

１）物理・化学をそれぞれ専攻する学生たちが隣接分野の科目を共に履修することにより、科学的視野が拡がる

よう意図されていること。 

２）書類選考・面接・学長による審査を経て選考された派遣学生に対して入念な事前研修を行い、語学研修はも

ちろんのこと、プレゼンテーション研修、危機管理研修、異文化理解講座など、基本的な自己表現技術および国際

的な視野につながる基礎知識の習得を支援すること。 

３）(第 1段階=ホップ)博士前期課程学生対象の１セメスター（4ヶ月）の研修プログラム(単位認定)と（第 2段

階=ステップ）博士後期課程学生対象の研究留学プログラムの組み合わせにより、第 1段階で学生は、外国で学ぶこ

との経験を経て、国際的な視野をもつことに意識を持ち始め、この経験を踏まえて、さらに研鑽を積むことの重要

性に目覚めた博士後期課程学生を第 2 段階として研究留学に送り出し、この２つの段階を経た学生に博士論文指導

を行い、国際的な視野をもった実力ある女性人材を世に送り出す（第 3 段階=ジャンプ）。本学の事業においては、

国際的視野をもつ人材の育成プログラムとして、３つの段階を経て社会に羽ばたく、「ホップ・ステップ・ジャンプ

モデル」を構築する。 

さらに、本事業を進めることによりファカルティディベロプメント（FD）の効果をもたらす。欧州では、陸続き

の利点を生かして、国を越えた研究交流が盛んであり、大学院生を含む研究交流が行われている。若手研究者のみ

ならず、事業担当教員にとっても、日本とは異なる教育研究活動の方法を学ぶ貴重な機会でもある。これは、教員

の FDとして位置づけることができ、本学における今後の教育研究活動に活かして行くこととする。 

 

＜平成２２年度の事業目標達成状況＞ 

研修留学（＝ホップ）と研究留学（＝ステップ）の 2 本立ての計画が、相乗効果をもたらしている。研修留学に

は、初年度 9 名、2 年目に 7 名の学生が参加し、1 セメスターの留学によって単位を取得し、本学での単位認定

を行った。この成果が学生の意欲を高め、3 年目へと発展的につながり、17 名の派遣となった。研究留学も含

めた派遣者総数も、この 3 年間の推移として、12 名、15(2)名、26(4)名（括弧内：前年度からの継続者）と順調に

伸びている。また、初年度に 4 ヶ月の研修留学をした 7名のうち 2 名が、2年目に 1年間の研究留学に出発し、

平成 22 年度に帰国した。研究留学を経た学生が、博士後期課程の進学を決心した例や、アカデミックポジショ

ンへの進路をめざすことを決意した例（留学後国内研究機関のポスドクとして研究を継続）もある。研究留学に

出た学生の一人は、ジョイントディグリーの取得をめざして研究を行い、平成 23年 3月にパートナー機関と本学

との合同審査会を経て、両大学から学位を取得した。当該学生は、さらに JSPSの組織的若手研究者等派遣プ

ログラムで、ポスドクとして平成23年4月からの海外派遣が決定している。専攻全体として、国際的研究活動に

対する関心が高まり、学生たちの研究意欲の向上が顕著に見られた。 

研修留学では、学生の派遣数が、この 3 年間で、9 名、9 名（2 名）、18 名（1 名）（括弧内は研究留学生数で

内数）と伸びている。毎年、10月－2月上旬の 4ヶ月の研修期間中、3－4名の担当教員団による訪問を 2回行

っている。11 月上旬には、学生生活（講義や寮生活）の様子を視察し、学生指導を行う。授業を参観し、20－30

分程度の学生との個別面談を行い、留学生活に関する学生指導も行う。訪問中に、受入れ側の教員数名との

会合も行って、教員サイドの意見も聴取する。派遣学生の滞在最後の 1 月下旬の 2 回目の訪問では、共同企

画として、プログラムの評価会議を行う。両大学から 10 名程度の教員と外部評価委員（欧州の大学教授）が参

加して、学生の英語による研究プレゼンテーションを聞く。学生の成長ぶりを評価し、また、本プログラム自体の

評価、課題の確認、次年度以降の打ち合わせなどを行う。訪問の都度、国際交流担当責任者とも面談し、寮生

活の様子など学生に関する情報交換をしている。ＦＤ活動の一環と位置付け、本学の訪問教員団のメンバー

は、固定せずに半数程度入れ替えて、より多くの教員が外国の教育研究環境を学べるよう配慮している。 

平成 22年度も、例年通り、訪問した。特に、平成 22年度は担当職員も同行し、寮をはじめとする学生の生活

空間を視察し、先方の国際交流担当職員との打ち合わせを行った。11 月訪問時に、疾病により学生が入院す

るというケースがあったが、担当職員が保険会社との連絡を担当したことで、学生のケアがスムーズに進んだ。

その後当該学生は、研修留学を全うすることができた。 
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３．平成２２年度 年度事業実施概要 

 

 

平成 22年度の事業目標に沿って、事業を実施した。 

１．新たなパートナー機関の追加と研修・研究留学のさらなる充実 

・ ブレーメン応用科学大学における研修留学の開始に向けて準備を進める。来年度派遣に向けて研修プ

ログラムの詳細を決定するため、担当教員間で綿密な打ち合わせを進める。研修留学終了後は、プロ

グラムの評価を行い、次年度の実施に向けて活かしていく。 

・ バーギシェ・ブッパタール大学研修プログラムのさらなる充実を図り、派遣規模を拡大する。 

・ 新たな研究留学先としてパリ第六大学、ボルドー第一大学を海外パートナー機関に追加、活発な研究

交流関係を構築する。 

・ 既存のパートナー機関へも引き続き派遣学生を送り、連携強化に努める。 

 

２．派遣学生の選考過程及び選考基準の更なる明確化 

平成 22年度にて本事業は開始より 3年目を迎える。留学経験者からのフィードバック及び広報活動の成

果により、本プログラムの知名度が上がっており、多数の応募者が予想される。 

派遣者の能力を多面的に評価することを目的とし、学業成績や英語スコアのほかに、学生のコミュニケ

ーション能力を審査する。これまでの面接をより実りあるものにするために、以下のプレゼンテーショ

ンを課すこととする。 

・研修留学応募者に対しては、面接時、日本語によるプレゼンテーション（5分）を課する。 

・研究留学応募者に対しては、面接時、英語によるプレゼンテーション（7分）を課する。 

 

３．事前研修プログラムの実施 

・ 留学前後に英語試験を課し、留学の成果を測定・分析する。 

・ 平成 21 年度の研修プログラムでは、ネイティブ教員と日本人教員による連携による Discussion 講

座における成果が非常に大きかった。H22年度は、時間数を増やすと共に、インターネットを活用し

た自学習の支援を充実させ、より一層の英語力向上を目指す。 

 

４．評価会議を以下の大学において実施 

・ バーギシェ・ブッパタール大学 

 

上記の中で、事前英語研修における授業のネイティブ教員の委嘱を除き、すべて計画どおり実施した。 

 

 

 

（実施内容） 

(1) バーギシェ・ブッパタール大学において研修プログラムを実施した。 

平成 21年度同様、主として物理・化学を専攻する博士前期課程学生対象の研修を大学間交流協定校バ

ーギシェ・ブッパタール大学において実施した。派遣学生数は 17名である。学生は、「物理」「化学」「科

学におけるコンピュータシミュレーション」「数理科学」という４つのコースから専門科目群を選んで受

講した。ドイツの文化やドイツ語、さらに英語を学ぶコースも選択可能とした。研究セミナーへの参加、

英語による研究発表などの研修や、バーギシェ・ブッパタール大学の学生との研究交流を行った。 

(2)新たな研究留学先を海外パートナー機関に追加し、研究交流関係を構築することとした。 

本事業は、国際的な視野を持つ女性科学者を育成する事を目標としているので、学生の研究留学先に

ついては、学生の希望する研究分野が既存のパートナー機関にない場合、それを有する他の研究機関

を模索することがその目標を果たす上で重要である。但し、既存のパートナー機関との交流も重要で

あるので、その維持が可能な範囲で平成 22年度は、以下の大学・研究機関をパートナー機関に追加し

た。 

追加理由は以下の通りである。 

１．パリ第六大学(ピエール＆マリー・キュリー大学) 

当該大学は、フランスを代表するソフトマター物理学の女性研究者である Francoise Brochard 教

授 

（キュリー研究所の教員でもある。）の所属する大学である。当該研究者は昨年度、キュリー研究所に
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おいて本学若手 ITPの派遣学生を受け入れた経験があり、今後もキュリー研究所や新規パートナー機

関であるパリ第六大学に本学の派遣学生受け入れることにより、研究交流が強化されることを希望し

ていた。また当該大学では本学の研究室と共同研究を行っており、ポスドクや院生を本学に派遣する

ことにも意欲を示していた。当該大学とは、大学間交流協定の締結に向けて具体的に話が進んでおり

協定書の原案は既に作成済みである。 

２． ボルドー第一大学欧州化学・生物学研究所 

パートナーのボルドー第一大学欧州化学・生物学研究所は、超分子化学やケミカルバイオロジーと

いった多くの女性研究者が活躍している分野に力を入れた機関である。また、本学研究者との間にす

でに研究交流がスタートしており、本学との間での活発な交流が期待できる。 

いずれの大学・研究所ともすでに研究者レベルでの交流関係は構築されており、H21 年度から当該大

学・研究所とは今年度の派遣に向けて学生の受け入れ体制整備等について綿密な打ち合わせが行われ

ていた。平成 21 年度に研究留学に出発した 3名の派遣学生(オーストリア(1名)、フランス(2 名))に

加えて、H22 年度は、既にパートナー機関となっているフランスとスロベニアに各１名、さらに上述

の新規パートナー機関に 3名の学生を派遣した。 

(4)教員の派遣 

バーギシェ・ブッパタール大学へはそれまでと同様、派遣の約１か月後および評価会議時に教員を派

遣し、また新たな研究留学先であるジョセフ・ステファン研究所へは共同指導の打ち合わせのために、

指導教員を派遣した。 

(5)評価会議 

１月末に、バーギシェ・ブッパタール大学において、学外の評価委員を含む評価会議を行った。派遣

学生による英語での研究発表プレゼンテーションおよび、事業に関する評価のミーティングを開催し

た。 

 参加者は、外部評価委員を含む以下のメンバーである。 

(6)学位の共同指導と共同審査（共同学位の授与） 

 本プロジェクトで留学した学生の審査を、パートナー機関（ストラスブール大学）と本学と共同で、

本学にて行った。審査の結果、合格し、両大学から博士号が授与された。 
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４．平成２２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 

 本プログラムの実施母体は理学専攻であり、理学専攻教員による指導・支援体制をとっている。

理学専攻教員の中から物理・化学・情報科学を専門とする教員を担当教員として配置し、事業実施

に関する協議、派遣者の選考、事前研修のケアを行っている。専門教育の指導は、この理学専攻教

員が行うが、このほかに、理系の英語教育の経験豊富な生命情報学教育研究センターの特任准教授

と英語教授法を専門とするリーダーシップ養成教育研究センターの准教授を担当教員に加えて、理

系英語教育の派遣前指導にも力を入れた。春学期の 3ヶ月間に、英語教授法を専門とする准教授に

よる英語研修を行った後、留学出発前の 9月に、理学専攻担当教員や、理系英語教育の経験豊富な

特任准教授も加わって、英語プレゼンテーションの指導を行っている。語学以外の事前研修として、

異文化理解や安全管理教育に関しては、グローバル教育センターの国際教育部門の専任講師による

講座を受講させ、外国生活における安全面に関する教育も施した。 

事務サイドとしては、全学的な国際交流担当部署内に担当者を配置し、派遣者公募や学生派遣の

事務手続きの支援体制を整えている。外国滞在の保険について、事務担当者が手配しているが、メ

ンタルヘルスを包含する保険の契約と業者による安全管理講座も受講させるなど、事務サイドから

も学生の滞在の安全性に配慮をしている。学長、教員、事務職員を含む、大学としての緊急連絡網

を作成し、緊急時に備えている。平成 22 年度の研修学生の中で、疾病により病院に入院するとい

うケースが出たが、丁度 11 月の上旬で中間評価会議のために本学担当教職員が現地を訪れている

期間内であった。保険会社への連絡など、担当職員が迅速に対応したことで、学生のケアがスムー

ズに進んだ。その後当該学生は、研究を全うすることができた。 

 帰国後には、次期派遣説明会と連動させて、全学的な帰国報告会を開催している。 

 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

研修留学の派遣先バーギシェ・ブッパタール大学とは、密接な連携に基づいて本事業を実施して

いる。学生の派遣数が、この 3年間で、9名、9名（2名）、18名（1名）（括弧内は研究留学生数で

内数）と伸びており、また、すべての学生を学内に隣接する学生寮に受け入れてもらっている。年

2回、延べ 8名の教員が訪問しており、教員間の交流も盛んである。 

平成 22年 6月には、本学への留学に関する広報のため「Japan Day」と称する企画がバーギシェ・

ブッパタール大学で開催され、本学からの研究留学で滞在していた博士後期課程学生が本学を紹介

するプレゼンテーションを行った。さらに平成 23 年 5 月には、ブッパタールで開催される男女共

同参画シンポジウムで本学教員が招待講演を行う予定であり、交流の幅が拡がっている。 

研修留学の新規派遣先として、平成 21 年度から、ブレーメン応用科学大学に連絡をとり、メー

ルによる打ち合わせを進めてきた。直接的な相談のために、平成 22 年 1 月に担当教員 1 名が、さ

らに平成 22 年 11月には、担当教員 2名と担当職員 1名がブレーメン応用科学大学を訪問してミー

ティングを行い、平成 23年度秋の派遣の段取りを整えることができた。 

 研究留学に派遣している海外パートナー機関とは、共同研究を実施している教員を中心に研究室

レベルでの交流活動を展開している。学生派遣のために新たな協定を締結し、指導教員は、学生の

滞在中 1－2 回訪問して、共同研究の打ち合わせと学生の指導を行っている。 

 平成 22 年度には、研修留学派遣の準備としてブレーメン応用科学大学と、また研究留学のため

にボルドー第一大学と大学間交流協定を締結した。 
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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。） 

 

＜原著論文＞Yuka TAKEHARA, Sachika FUJIMOTO and Ko OKUMURA, High velocity drag friction 

in dense granular media, EPL (Europhys. Lett.), 92, 44003 (2010). 

＜国際研究集会＞Poster, Y. Aoyanagi and K. Okumura  

A simple model for the mechanics of spider webs, 

11th International Symposium on Biomimetic Materials Processing (BMMP-11) 

25 -- 28 January 2011, Nagoya, Japan 

 

＜国内学会＞ 

日本物理学会第６６回年次大会（2011年） 

新潟大学（五十嵐）2011/3/25 - 28  

口頭講演，曽根なおみ，奥村剛  28pGT-8 

「ポリマーシートの破壊の速度依存性」 

口頭講演，竹原由佳，奥村剛 28pGT-1 

「粉粒体媒質における高速引きずり抵抗Ⅱ」 

 

第 9回関東ソフトマター研究会 

お茶の水女子大学 2010/12/11 

曽根なおみ，奥村剛  

「ポリマーシートの破壊について」 

竹原由佳，奥村剛  

「粉粒体媒質における高速引きずり抵抗」 

 

日本物理学会 2010年秋季大会 

大阪府立大（中百舌鳥）2010/9/23-26 

口頭講演，青柳裕子，奥村剛  

「真珠層力学モデルにおける非線形効果」 

口頭講演，曽根なおみ，奥村剛   

「ポリマーシートの破壊について」23aTB-1 

口頭講演，竹原由佳，奥村剛  

「粉粒体媒質における高速引きずり抵抗」 

 

日本化学会第 91春季年会, 4D3-01, 横浜, 3月 29日 (2011) 

梅澤規子, 近藤敏啓 

「キノン系 SAM修飾 Au(111)電極によるアトラジン検出」 

 

電気化学第 78回大会, 1Q17, 横浜, 3月 29日 (2011) 

近藤敏啓, 佐藤香織, 景山瑞貴, 佐野祥子, 青木菜々, 梅澤規子 

「平面吸着型ポルフィリン自己組織化単分子層形成の追跡」 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

 平成 23 年度に、ブレーメン応用科学大学（ドイツ）への研修留学を開始する。延べ 4 名の教職員の派

遣によるミーティング、及びメールでの打ち合わせなど、事前の打ち合わせを念入りに行ってはいるもの

の、初めての派遣であるため、学生受入れ期間との連携を十分にとって、学生の留学支援を行う。 
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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 

ウィーン工科大学 

オーストリア・ウィーン 

平成 21年 10月 1日

～22年 9 月 20 日 

（348 日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士後期課程学生 

ストラスブール大学 

フランス・ストラスブール 

平成 21年 10月 4日

～22年 8 月 11 日 

（312 日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士後期課程学生 

フランス国立海洋開発研究所 

フランス・ブレスト 

平成 21年 11月 19日

～22年 11月 18日 

（357日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士後期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 

平成 22年 3月 25日

～23年 3 月 24 日 

（365 日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士後期課程学生 

ジョセフ・ステファン研究所 

スロベニア・リュブリャーナ 

平成 22 年 6月 6 日

～22年 8 月 7日 

（63日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 

平成 22年 10月 4日

～23年 2 月 12 日 

（132 日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 同上 
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 
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ドイツ・ブッパタール 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 
同上 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

パリ第六大学 

フランス・パリ 

平成 22年 10月 5日

～22年 12 月 6 日 

（63日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

パリ第六大学 

フランス・パリ 

平成 22年 10月 5日

～22年 12 月 6 日 

（63日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

パリ市立工業物理化学高等

専門大学(ESPCI) 

フランス・パリ 

平成 22年 11月 3日

～23年 1 月 28 日 

（87日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士前期課程学生 

ボルドー第一大学 

フランス・タランス 

平成 23年 3月 10日

～23年 8 月 18 日 

（162 日） 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科理学専攻博士後期課程学生 

 

 

 

 

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 

ジョセフ・ステファン研究所 

スロベニア・リュブリャーナ 

平成 22 年 6月 6 日 

～6 月 11 日 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成 

科学研究科理学専攻・教授 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 

平成 23年 1月 27日 

～1 月 30 日 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成 

科学研究科理学専攻・教授 

バーギシェ・ブッパタール

大学 

ドイツ・ブッパタール 

平成 23年 1月 27日 

～1 月 30 日 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成 

科学研究科理学専攻・准教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
①平成 22年度若手研究者 ITP中間評価会議 

②平成 22年度若手研究者 ITP評価会議 

開 催 期 間 
①平成 22年 11月 2日～平成 22年 11月 4日（3日間） 

②平成 23年 1月 28日～平成 23年 1月 28日（1日間） 

開 催 地 バーギシェ・ブッパタール大学(ドイツ) 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 鷹野 景子 

所属機関・職名 お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Per Jensen 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Bergische Universitaet Wuppertal, Professor 

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） 

 

①  

開催目的・意義： 

研修留学中の学生 17 名による研修進捗の報告及び現地大学教職員との会議を行うことで、残り 3 ヶ月

強の研修の充実を図る。一同に会して、情報交換することにより、関係者の交流をはかり、全体像を把

握する意義がある。 

実施概要： 

派遣から 1ヶ月たった現状の研修の状況を把握し、残りの研修の効果を高めるため、学生からの進捗報

告及び現地の教職員との会議により中間評価する。本学からは事業実施責任者である教員のほか、専門

分野を考慮して 3名の教員が同行する。また、現地国際課の事務職員と、派遣中の事務手続きや寮生活

全般について協議するため担当職員も同行する。パートナー機関の主責任者（大学間交流協定責任者）

を含む受け入れに関わる教職員 13 名が参加した。このほかに、訪問期間中には、派遣学生と本学教職

員との個別面談、授業参観、大学寮や大学施設の視察などを行った。 

運営組織概要： 

お茶の水女子大学の主担当教員が運営責任者として開催した。 

パートナー機関の大学間交流協定責任者がパートナー機関の主責任者として参加した。 

 

② 

開催の目的・意義： 

評価会議で指摘のあった改善点については、学内の事業運営担当教職員による若手ＩＴＰ事業委員会で

検討し、プログラムに反映させる 

実施概要： 

派遣学生による英語プレゼンテーションを評価委員が聞いて評価することとした。派遣前にも同様の英

語プレゼンテーションを実施し、いかに向上したかも評価の観点に入れる。プレゼンテーション終了後、

各派遣学生に対する個別評価をするとともに、本プログラムの成果と問題点を明らかにすると共に総合

的に評価した。さらに、将来に向けての改善点などを討論した。 

運営組織概要： 

お茶の水女子大学の主担当教員が、運営責任者として開催する。パートナー機関の大学間交流協定責任

者がパートナー機関の主責任者として参加する。専門分野を考慮して、本学とパートナー機関から、7

名（3 名＋4 名）が評価委員として出席した。パートナー機関以外の機関からの外部評価委員をアイル
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ランドから 1名招聘した。外部評価委員の旅費・滞在費は、パートナー機関が負担した。 

 

【成果】 

① 11月の中間評価会議では、研修留学学生の学習状況や生活状況の確認、相談を行うことによって、

留学を軌道に乗せる助けとなった。パートナー機関の教職員と対面で打ち合わせることにより、お

互いの信頼関係が深まった。研修留学生の入院に際しては、本学教職員が相談にのり、健康保険に

関しては、本学職員が保険会社に連絡を取って、当該学生をサポートした。その後、学生は無事退

院し、引き続き留学生活を続行し、全うすることができた。 

 

② 1月の評価会議では、派遣学生に英語による研究プレゼンテーションにより、学生の成長ぶりを評

価することができた。プレゼンテーションスキルの向上のほかに、質疑応答における力もついてい

る学生が多数見られた。パートナー機関の教員及び外部評価委員から、過去に比べて、全体的によ

くなっているという評価を得た。また、17名という多数の学生を派遣したが、パートナー機関は、

今後もこのプロジェクトでの受け入れに積極的な姿勢を見せた。平成 24年 4月に、2名のドイツ人

学生が留学を希望しており、受入れに関する打ち合わせも行った。 

また、この訪問期間中に、男女共同参画における交流に関する申し出を受け、バーギシェ・ブッ

パタール大学の 5月のジャパンデイに本学の男女共同参画担当教員が講演をすることになるなど、

学生派遣や研究交流以外の面での交流も進んだ。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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 

 

 


