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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）乾燥地における統合的資源管理のための人材育成 

 

（英文）Capacity Building for Integrated Resource Management in Drylands 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

国立大学法人 鳥取大学 

      (英文)  

Tottori University 

 

大学長氏名       能勢 隆之 

 

 

 

【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 鳥取大学 

 

  

（英文）  

Tottori University 

 

  

専攻等名（和文）  

国際戦略企画推進本部 

 

 

(英文)  

Headquarters for Planning and Promoting International Strategies of Tottori University 

 

 

【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）  

連合農学研究科、乾燥地研究センター 

 

 

(英文)  

The United Graduate School of Agricultural Sciences, Arid Land Research Center 

 

 

【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)  

 

 

 

機関名 （和文） 国際連合大学（カナダ） 

中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国） 

乾燥地域研究所（チュニジア） 

チュニジア国立農業研究所（チュニジア） 

国際乾燥地農業研究センター（シリア） 

 

（英文） 
United Nations University (Canada) 
Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, CAS (China) 

Institute of Arid Regions (Tunisia) 
the National Agricultural Research Institute of Tunisia (Tunisia) 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Syria) 
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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 

 

本事業「乾燥地における統合的資源管理のための人材育成」の目標は、本学で最も実績のある乾燥地

研究分野において国際的通用性のある若手研究者、すなわち海外の大学あるいは国連機関、国際機関等、

世界の大学や研究機関で職責にふさわしいミッションを十分にこなすなど、国際的に活躍する人材を養

成することである。 

このため、国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的

管理に関する共同修士号プログラム」(Joint Master’s Degree Programme in Integrated Management 
in Drylands 略称：MS プログラム)を本事業に活用して、このプログラムをより発展・拡充させ、修士

課程学生を含む若手研究者を育成することを目標とする。 

そのため、次の３つの個別の目標を掲げ、その達成を図るものとする。 

(1)英語教育の充実、研究計画および論文作成の指導体制の整備等、若手研究者に対する教育活動を充

実させること。 

(2)本事業の円滑な実施を図るため、学内の関係部局との連携・調整を図り、国際的通用性のある若手

研究者の育成を戦略的に実施すること。 

(3)本学と海外パートナー機関との間で、教育研究環境面ならびに派遣受け入れ事務運営面での適切な

協力体制を構築すること。 

 
上記の本事業の目標を達成するために、事業３年度目にあたる平成２２年度は以下の事業目標を設定した。 

目標① 国際連合大学ほか５機関の共同による国際修士号プログラムである「乾燥地における統合的管

理に関する共同修士号プログラム」に若手研究者を参加させること。 

目標② 学内の関係部局と連携・調整し、国際的通用性のある若手研究者の育成を戦略的に実施する体

制を引き続き維持し、本事業の円滑な実施を図ること。 

目標③ 本学と海外パートナー機関との間で、教育研究環境面ならびに派遣受け入れ事務運営面での適

切な協力体制を推進すること。 

目標④ 学生および教職員派遣に関する安全対策を充実させること。 

これらの事業目標に対する達成状況は以下のとおりであり、計画に沿って成果を上げながら事業を実施した。 

・目標①については、平成２１年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）３名を引き続き共同修士号

プログラムに参加、研究対象地（シリア、中国）に滞在させ、研究計画に基づいてフィールドリサー

チに取り組ませた。また、平成２２年度から新たにプログラムに参加する若手研究者を学内から公募

し、４名の修士課程学生を選抜し、共同修士号プログラムの国際選考を経て、当該プログラムに参加

させた。参加者は中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国）において行われたコースワークを受講

し（平成２２年９～１０月）、平成２２年１０月以降は、国際乾燥地農業研究センター（シリア）、乾

燥地域研究所(チュニジア)の２研究機関にわかれて、海外パートナー機関における指導教員らの指導

の下、現地調査・観測、実験、英語論文作成等を行っている。また、派遣前集中型語学研修を約２ヶ

月半にわたり実施し、英語教育の充実を図った。 

・目標②については、学内の関係部局間の良好な連携と調整を図るために「若手研究者 ITP推進会議」

を運営し、これが事業推進母体としての機能を果たしている。 

・目標③については、海外のパートナー機関との協議・調整を行うため、平成２２年７月（乾燥地域研

究所（チュニジア））、平成２３年 1 月（中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国））、計２回の「MS

プログラム委員会」を開催し、関係機関との協力体制を強化した。 

・目標④については、全学の国際交流危機管理マニュアルに則るほか、本プログラムの「危機管理マニ 

ュアル（教職員用）」および「海外派遣に関する安全対策の手引き（派遣若手研究者用）」を引き続き

運用、改訂するなどして、安全対策強化に努めた。 
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３．平成２２年度 年度事業実施概要 

 

平成２２年度においては、共同修士号プログラムに若手研究者（修士課程学生）を引き続き参加させ

るとともに教職員を派遣し、実施体制の強化に努めた。 

① 平成２２年４月～平成２２年１１月：２１年度から派遣されている修士課程学生３名は海外パート

ナー機関である、国際乾燥地農業研究センター(シリア)、中国科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)

において、各自の研究テーマに沿ってフィールドワークの実施並びに修士論文の作成を進めた。ま

た、研究指導、パートナー機関担当者との打合せ等のため、担当教員を派遣した。 

② 平成２２年度から新たにプログラムに参加する学生（修士課程学生）４名を学内から選抜し、共同

修士号プログラムの国際選考を経て、当該プログラムに参加させた。実施概要は③及び④のとおり。 

③ 平成２２年９月～平成２２年１０月：海外パートナー機関である中国科学院寒区旱区環境工学研究
所(中国)においてコースワークに取り組んだ。修士課程学生４名（コースワーク履修）、教員１名（准
教授、コースワークにおいて指導）を派遣した。 
コースワークは、講義、セミナー、実験及びフィールド調査の組み合わせから成り、乾燥地に関す
る広範な充実した内容が扱われた。 

④ 平成２２年１０月～平成２３年３月末：上記コースワークが終了した後は、学生は、国際乾燥地農

業研究センター(シリア)、乾燥地域研究所(チュニジア)において、各自の研究テーマに沿ってフィ

ールドワークの実施並びに修士論文の作成を進めた。また、研究指導、パートナー機関担当者との

打合せ等のため、担当教職員を派遣した。 

⑤ 乾燥地域研究所(チュニジア)に派遣した２名(修士課程学生)については、平成２３年１月、政変に

よる治安状況悪化を受けて緊急帰国措置をとった。 

⑥ 学内においては「若手研究者 ITP 推進会議」を引き続き活用し、本プログラムの計画・実行・調整

を行った。 

⑦ 海外パートナー機関担当者と「ＭＳプログラム委員会」を開催し、参加学生の選考、事業実施方法

等について協議・決定し、事業の基盤を構築した。(平成２２年７月：乾燥地域研究所(チュニジア)、

平成２３年１月：中国科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)) 

⑧ 新たに派遣が決定した学生に対し、約２ヶ月半の集中型語学研修を実施し、語学力の研鑽に努めた。 

⑨ 平成２１年度からの派遣学生３名は、研究成果を取りまとめて論文を作成、平成２３年１月に中国

科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)で行われたＭＳプログラム論文発表・審査会で研究成果を英

語により発表し、審査の結果、全員が合格した。 

⑩ 平成２１年度に派遣した学生３名が各研究対象地から帰国、ＭＳプログラム論文発表・審査会での

発表を終えた後には、学内で成果報告会を開催するなどし、事業の活動内容、成果等について広く

公表した。また、事業の取り組み内容について、広く一般の方々に知ってもらうため、平成２２年

１月～７月、日本海新聞にて計７回の連載「乾燥地を拓く－鳥取大学 ITP だより」を行った。 

⑪ 平成２０年度派遣学生５名に対し、２２年夏、国連大学よりＭＳプログラム修了証が授与された。 

⑫ 派遣学生の海外での安全確保のため、下記のように危機管理についての対策を講じた。 

(1) 若手研究者 ITP推進会議において作成された、若手研究者 ITP プログラムの「危機管理マニュア

ル（教職員用）」および「海外派遣に関する安全対策の手引き（派遣若手研究者用）」を活用し、

派遣若手研究者、教職員に対する安全対策指導を行った。 

(2) 派遣若手研究者に対して派遣事前説明会を実施し、安全対策に関するガイダンス、メディカル／

メンタルケア等を行った。 

(3) 派遣先に教職員が渡航した際には現地治安状況、安全面の確認を行い、協力機関担当者や現地在

住邦人から情報収集を行い、協力依頼を行うなどして派遣学生の安全対策を徹底した。 

  特に在外公館領事担当、現地 JICA事務所に学生と共に訪問、非常時の協力と常日頃からの情報提

供を依頼し、現地でのネットワーク構築に努めた。 

(3)チュニジア派遣学生の緊急帰国に際しては、在外公館領事担当、現地 JICA 事務所等と連絡を取り

合いながら、学内では全学の危機対策室会議の決定に従い迅速かつ的確に緊急対応を実施した。 

(4) 臨床外科医が随時健康相談に応じる体制を継続して確立している。 
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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 

 

本学は、「国際戦略」の主題を「持続性ある生存環境社会の構築に向けて」と定め、乾燥地、半乾燥地

において、国際的な教育、研究を戦略的に展開してきた。 

 この「国際戦略」に則り、全学的に企画・立案を実施する国際戦略企画推進本部を中心に学部学生か

ら修士、博士、ポスドク等若手研究者までの一貫した、国際人養成プログラムを次のとおり確立した。 

 ○学部学生：国際乾燥地農学実習（H13～）、メキシコ海外実践教育カリキュラム（H17～） 

 ○修士学生：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（H20～） 

 ○博士学生、ポスドク等：グローバル COE プログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」（H19～） 

  組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「乾燥地科学拠点における国際人材養成」（H21～） 

 本事業についても、国際戦略企画推進本部が中心となり全学的体制の下で実施された。パートナー機

関からの研究者受入、共同企画開催に係る派遣旅費等、ITP 事業からは直接の支出が困難な必要経費の

一部については、大学本部からの学内支援を与えた。また部局をまたがる担当教職員で構成される「若

手研究者 ITP 推進会議」を設置し、学生の募集・選考、学生・教職員の派遣スケジュール等を含めた事

業計画の策定・実行を行った。 

 危機管理面での支援体制としては、本事業独自に「若手研究者 ITP 危機管理対策会議」を設置し、教

職員用危機管理マニュアル、学生用安全の手引きを作成（平成２２年３月作成、平成２３年３月改訂）

するなど、派遣若手研究者の安全確保に努めた。この成果は大学全体の危機管理体制の整備に還元され、

全学の危機管理に活用されている。 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

１．協定 

・５つの海外パートナー機関［国連大学（UNU）、中国科学院寒区旱区環境工学研究所（CAREERI）、乾

燥地域研究所（IRA）、チュニジア国立農業研究所（INAT）、国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）］

と鳥取大学の間では、平成１９年１月に「統合的乾燥地利用に関する共同修士号プログラム（MS プ

ログラム）に関する協定」が締結されている。平成２２年６月には、この協定を ITP 事業終了後の平

成２５年５月まで延長することとし、協定延長の手続きを行った。 

 

２．海外パートナー機関への派遣 

・平成２１年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）３名、平成２２年度から新たにプログラムに参

加する若手研究者（修士課程学生）４名を本プログラムに参加させ、海外パートナー機関へ派遣した。 

 共同企画、複数回派遣を含めて延べ１５名を派遣した。 

・研究指導、パートナー機関担当者との打合せ等のため、担当教職員を延べ１６名派遣した。 

・平成２１年度に採択された、日本学術振興会の組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「乾燥地科

学拠点における国際人材養成」の海外連携機関として ICARDA 及び CAREERI を、またグローバルＣ

ＯＥプログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」の連携機関として ICARDA を含めることにより、両機

関への若手研究者派遣を実施した。 

 

３．海外パートナー機関との協議 

・海外パートナー機関担当者と「MSプログラム委員会」を開催し、参加学生の選考、事業実施方法等に

ついて協議・決定し、事業の基盤を構築した。(平成２２年７月：乾燥地域研究所(チュニジア)、平成

２３年１月：中国科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)) 

 

４．共同企画 

・MSプログラム参加学生に対して英語による研究発表の機会を設け、英語による研究発表能力及びモチ

ベーションの向上を目指すことを目的に平成２３年１月に中国科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)

で論文審査発表会を実施した。 
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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。） 

 

(１)国際会議等における発表 

派遣経験者（下中香代子）が米国の学会にて ITPの研究成果発表（ポスター発表）を行った。 

○学会名：American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science 
Society of America  

○場 所：アメリカーカルフォルニア（ロングビーチ） 

○学会期間：10月 31日～ 11月 3日 

 

(２)MSプログラム委員会に提出した修士論文 

 ・Mr. Bunei Itoga: Impact analysis of water price reform in Zhangye, China 
  ・Ms. Kayoko Shimonaka: Effect of tillage management on soil chemical indicators of carbon 

sequestration under Mediterranean conditions   
・Ms. Shiyo Kawaguchi: Management to reduce the impact of cereal cystnematodes on crop  

production in Syria  
  
 

４－４．今後の課題・問題点 

 

本事業は、平成２２年度中間評価により「３．概ね成果をあげており、現行の努力を続けて事業を継 

続させるべき」との総合的評価を受けたが、特に以下の３点について改善が求められている。 

 

① 学生の派遣実績が少々計画を下回っていることから、派遣者の募集、確保について一層の努力が 

必要である。 

② 派遣学生は修士学生であることから、研究者としての将来性についての検証が必要である。 

③ 人材育成は、５年間の本事業期間で成し遂げられるものとは考え難く、５年後を見据えた資金獲

得やプログラム改善を鋭意図る必要がある 

 

この３点について、今後の２年間で以下のように対応を図る。 

 

① 学部学生から修士、博士、ポスドク等若手研究者までの一貫した国際人養成プログラムが確立さ

れたことから、学部生の段階から本事業を含む一貫のプログラムを周知し、学部生対象のプログ

ラムとの連動性、連携を更に深める。また、ホームページの充実、学内広報の充実を図る。 

② 派遣者の応募・選考の段階から、学生の将来展望について確認すると共に、博士課程以降のグロ

ーバル COE プログラム、組織的若手研究者等派遣プログラムへの参加機会を明示すること等によ

り、国際的視野に富む研究者としての将来展望を見据えさせる。また、成果報告会、学会、学術

雑誌等での研究成果の発表機会を付与し、モチベーションの向上を図る。 

③ 参加機関の拡大、コースワーク・フィールドリサーチの充実、複数学位（修士号）の検討を行う

等の改善を図るとともに、本事業期間終了後を見据えて新たな外部資金の獲得、マッチングファ

ンドの獲得に加え、大学からの自助努力による支援も加えることにより、本取り組みを継続的・

発展的に実施することをめざす。 

 

また、本事業は約１年間、若手研究者を海外に派遣しており、さまざまなリスクが存在すると認識し

ている。特に２２年度は派遣機関の所在するチュニジアにおいて民主化を求めるデモ等を契機とした政

変が起こり２名の学生を緊急帰国させた。 

本事業の派遣国はシリア、チュニジア、中国の３カ国であり、これら３カ国への渡航については、 

事前に現地の安全状況を十分に調査・確認し、日本学術振興会の担当課とも協議しつつ渡航の可否を判 

断することとし、現地滞在中に危険度が上がった場合には、緊急帰国等必要な措置を講じるとともに、 

参加機関の拡大による現在の３カ国以外への派遣についても検討を進める。 
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５．若手研究者の遣実績（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 

中国科学院 寒区旱区環
境工学研究所 
（中国・蘭州） 

平成２２年 １月 ６日～ 

平成２２年 ９月１４日 

（２５２日） 

鳥取大学大学院工学研究科 
博士前期課程学生(２年) 

国際乾燥地農業研究セン
ター（シリア・アレッポ） 

平成２１年１０月２９日～ 

平成２２年 ６月１４日 

（２２９日） 

鳥取大学大学院農学研究科 
修士課程学生(２年) 

国際乾燥地農業研究セン
ター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１０月２９日～ 

平成２２年 ９月１４日 

（３２１日） 

鳥取大学大学院農学研究科 
修士課程学生(２年) 

国際乾燥地農業研究セン
ター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年 ８月 １日～ 

平成２２年１１月１５日 

（１０７日） 

鳥取大学大学院農学研究科 
修士課程学生(２年) 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州）  

平成２２年 ９月１０日～ 

平成２２年１０月１４日 

（３５日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

国際乾燥地農業研究セン
ター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１０月２４日～ 

平成２３年 ９月１５日 

（３２７日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州）  

平成２２年 ９月１０日～ 

平成２２年１０月１４日 

（３５日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

国際乾燥地農業研究セン
ター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１０月２４日～ 

平成２３年 ９月１５日 

（３２７日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州）  

平成２２年 ９月１０日～ 

平成２２年１０月１４日 

（３５日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２２年１０月２４日～ 

平成２３年 １月２０日 

（８９日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

中国科学院寒区旱区環境

工学研究所 

（中国・蘭州）  

平成２２年 ９月１０日～ 

平成２２年１０月１４日 

（３５日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生１年) 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２２年１０月２４日～ 

平成２３年 １月２０日 

（８９日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(１年) 

中国科学院寒区旱区環境

工学研究所 

（中国・蘭州） 

平成２３年 １月１８日 

平成２３年 １月２３日 

（６日） 

鳥取大学大学院工学研究科 

博士前期課程学生(２年) 
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中国科学院寒区旱区環境

工学研究所 

（中国・蘭州） 

平成２３年 １月１８日 

平成２３年 １月２３日 

（６日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(２年) 

中国科学院寒区旱区環境

工学研究所 

（中国・蘭州） 

平成２３年 １月１８日 

平成２３年 １月２３日 

（６日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生(２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 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州） 

平成２２年１０月 ５日～ 

平成２２年１０月 ９日 

（５日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年 ６月２６日～ 

平成２２年 ７月 １日 

（６日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年 ４月１７日～ 

平成２２年 ４月２８日 

（１２日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年 ６月１８日～ 

平成２２年 ７月 １日 

（１４日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年 ６月２６日～ 

平成２２年 ７月 １日 

（６日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州） 

平成２２年 ９月 ４日～ 

平成２２年 ９月 ６日 

（３日） 

鳥取大学大学院 

工学研究科・ 

准教授 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２２年 ７月１１日～ 

平成２２年 ７月１６日 

（６日） 

鳥取大学 

乾燥地研究センター・教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１０月３０日～ 

平成２２年１１月 ３日 

（５日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１０月２８日～ 

平成２２年１１月 ３日 

（７日） 

鳥取大学 

乾燥地研究センター・教授 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２２年１１月 ７日～ 

平成２２年１１月１３日 

（７日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１１月１３日～ 

平成２２年１１月１８日 

（６日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

国際乾燥地農業研究 
センター 
（シリア・アレッポ） 

平成２２年１２月 ５日～ 

平成２２年１２月１１日 

（７日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

准教授 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２２年１１月 ７日～ 

平成２２年１１月１３日 

（７日） 

鳥取大学 

乾燥地研究センター・教授 
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中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州） 

平成２３年 １月１８日～ 

平成２３年 １月２３日 

（６日） 

鳥取大学農学部・事務職員 

中国科学院寒区旱区環境
工学研究所 
（中国・蘭州） 

平成２３年 １月１８日～ 

平成２３年 １月２３日 

（６日） 

鳥取大学大学院 

連合農学研究科・ 

教授 

中国科学院寒区旱区環境

工学研究所 

（中国・蘭州） 

平成２３年１月１９日～ 

平成２３年１月２３日 

（５日） 

鳥取大学 

乾燥地研究センター・教授 

 

７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 論文審査発表会 

開 催 期 間 平成２３年 １月２０日 ～ 平成２３年１月２０日（１ 日間） 

開 催 地 蘭州市(中華人民共和国) 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 恒川 篤史 

所属機関・職名 鳥取大学乾燥地研究センター・センター長 (教授) 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Wang Tao 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, 
Chinese Academy of Sciences・Director (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） 

MS プログラム参加学生に対して英語による研究発表の機会を設け、英語による研究発表能力及びモ

チベーションの向上を目指すことを目的に開催した。 

 鳥取大学からは３名の学生が参加し、本事業派遣を通じて得られた研究成果を論文にまとめ発表し

た。担当教員２名が審査会の運営及び論文審査（副座長）のため出席し、事務職員が審査会の開催補助

のため出席した。 

 鳥取大学の学生の他、ＭＳプログラムに参加している中国人学生２名も論文発表を行った。 

 また、海外パートナー機関からも担当者が論文審査のため出席した。 

 

【成果】 

論文発表、質疑応答は英語により実施され、学生は厳しい審査を無事に通過した。その後、審査会で

の指摘事項等を踏まえて最終的な論文を２３年３月中に作成した。これらの論文は、国連大学に提出さ

れ、一連の手続きの後、国連大学よりＭＳプログラムの修了証が授与される見込みである。 

 

 

＊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 

 


