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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）  

大学院連合農学研究科、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。） 

 

機関名 （和文）  

国際連合大学（カナダ） 

バーリ地中海農学研究所（イタリア） 

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） 
国連砂漠化対処条約地球機構（イタリア） 

 

 

   （英文） 

 

 

United Nations University (Canada) 

Mediterranean Agronomic Institute-Bari (Italy) 

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) 

The Global Mechanism (GM) of the United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD)(Italy) 
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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２４年度の事業目標達成状況 

 

事業実施期間全体を通じた事業の目標 

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７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。 

 

平成２４年度の事業目標達成状況 

上記の本事業の目標を達成するために、事業最終年度にあたる平成２４年度は以下の事業目標を設定した。 

(1) 国際連合大学ほか７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」に若手研究者を引き続き参加させること。 

(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。 

(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。 

(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２３年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）４名を引き続き共同修士号

プログラムに参加、研究対象地（中国、チュニジア、イタリア）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２４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、１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。参加者は乾燥地研究所（チュニジア）において行われたコースワークを受講

し（平成２４年１０～１１月）、平成２４年１２月以降は、同研究所に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た。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た。本事業終了後のプログラムの継続性につい

ても鳥取大学側とも協議し、平成２５年度は大学からの予算措置を受け、全学的な修士レベルでの新

規の大学教育プログラムの開発と併せて検討しながら、MSプログラムを活用した人材育成を推進する

こととした。 

・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２４年１０月、平成２５

年 1月の計２回、中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国）において「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

運用し、安全対策強化に努めた。 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 平成２４年度においては、平成２２、２３年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）を引き続き MS

プログラムに参加させるとともに、新たな学生の公募・選考、派遣を開始し、プログラムの発展を図っ

た。 

① 平成２２、２３年度に選抜した若手研究者（修士課程学生）４名（農学研究科３名，工学研究科１

名を継続して海外パートナー機関のある研究対象地（イタリア・バーリ地中海農学研究所１名（平

成２４年４月～９月）、チュニジア・乾燥地域研究所２名（平成２４年４月～６月、平成２４年４月

～９月）、中国・中国科学院寒区旱区環境工学研究所１名（平成２４年４月～５月））に滞在させ、

派遣学生は各自の研究計画に基づいてフィールドリサーチおよび修士論文作成に取り組んだ。 

② 派遣学生のフォローアップとして担当教員をイタリア（１名１回）、チュニジア（２名各２回，１名

１回）へ派遣し、学生の研究指導を行うほか、海外パートナー機関における指導教員と打ち合わせ

をおこなった。 

③ 平成２５年 1月、海外パートナー機関から成る組織により、中国・中国科学院寒区旱区環境工学研

究所において、MS プログラム参加学生の論文審査発表会を実施した。本学から平成２２、２３年度

に選抜した４名の修士課程学生が参加し、論文審査を受け、審査の結果全員が合格し、国連大学か

ら修了証を得た。 

④ 平成２４年度から新たに MSプログラムに参加する若手研究者（修士課程学生）を学内から公募・選

考の結果、地域学研究科の修士課程学生１名を選抜し、MS プログラムの国際選考を経て、MS プログ

ラムに派遣した。実施概要は⑤のとおり。これは、地域学研究科からの初めての派遣であり、本事

業の取組を全学的に拡大することができた。 

⑤ 平成２４年度派遣学生（④）は、派遣前の約２ヶ月半の集中型語学研修による語学力の強化対策後、

平成２４年１０～１１月の１ヶ月間、チュニジアの乾燥地域研究所においてコースワーク（乾燥地

に関する広範かつ充実した内容の講義、セミナー、実験及びフィールド調査）に取り組むとともに、

研究計画の作成を進めた。また、コースワークの講義実施および研究指導のため、教員２名を派遣

した。引き続き、平成２４年１２月～同所において、フィールドワークを開始し、修士論文研究に

取り組んだ。当初は，２月１８日までの滞在予定であったが，チュニジア国内の情勢の不安定化に

より、２月１０日に緊急帰国した。 

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、事業内容の拡充と安全・効果的な事業推進を図った。(平成２４年１０月、

平成２５年 1月の計２回、中国科学院寒区旱区環境工学研究所（中国）) 

⑧ 平成２５年３月、北京（中国）において、CAREERI（中国）他海外パートナー機関と共催し、第１１

回乾燥地開発国際会議を開催し、MSプログラム参加学生５名を含む１７名の若手研究者が研究成果

の発表を行ったほか、海外パートナー機関と本学若手研究者の情報交換、研究交流の場となった。

⑨ 本事業終了後のプログラムの継続性についても協議し、平成２５年度は本学からの予算措置を受け、

グローバル人材育成推進室の所掌プログラムとして位置づけて、全学的な修士レベルでの新規の大

学教育プログラムの開発も併せて検討しながら、MSプログラムを活用した人材育成を推進すること

とした。 

⑩ 平成２５年２月、本事業の成果報告として本学図書館において成果パネル展示を２週間開催すると

ともに、同月、学内にて事業成果報告会を開催し、本事業の成果を広く学内に知らしめた。 
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４．平成２４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～） 

 ○修士学生、ポスドク等：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～） 

○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～） 

   

 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、

平成２３年４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２

５年５月まで延長する手続きを行い、さらに、国連砂漠化対処条約地球機構（GM）及びバーリ地中海

農学研究所（MAI-Bari）の２機関が本協定に新規加入し、平成２３年１２月１５日付けで変更契約が

締結された。本事業終了後の MSプログラム継続実施のため、協定の延長を予定している。 

 

２．海外パートナー機関への派遣 

・平成２２年度に選抜した修士課程学生２名（チュニジアの政変で緊急帰国した学生の再派遣）、平成２

３年度選抜の修士課程学生２名、および，平成２４年度に新たに選抜した修士課程学生１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１４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６名派遣した。 

 

３．海外パートナー機関からの受け入れ 

・MS プログラムの枠組みの中で、CAREERI から若手研究者２名を受け入れた（経費は学内経費にて措置）。

 

４．海外パートナー機関との協議 

・事業内容拡充、安全・効果的な事業推進を図るため、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、協議・調整を行った(平成２５年１月：中国科学院寒区旱区環境工学研究所(中国)）。

その他にも、乾燥地域研究所（チュニジア）の担当者とは、同研究所で開催されたコースワーク（平

成２５年１０月）の機会を利用して協議を行った。また第 11 回乾燥地開発国際会議の期間中にはパー

トナー機関であるバーリ地中海農学研究所（イタリア）、中国科学院 寒区旱区環境工学研究所（中国）、

国際乾燥地農業研究センター（シリア）の担当者との協議を行った（平成２５年３月：中国科学院寒

区旱区環境工学研究所(中国))。 
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５．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２５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。 

・鳥取大学が国際乾燥地開発委員会と共催で開催する第 11回乾燥地開発国際会議を行い、ITP 参加学生

５名が研究発表を行った（３名が口頭発表、２名がポスター発表）。また口頭発表およびポスター発表

を行ったものについては、後日、この会議のプロシーディングにそれぞれ約１０ページの英文論文と

して発表される（現在、編集中）。 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

(１)国際会議等における発表 

１）第１１回乾燥地開発国際会議（平成２５年３月１８～２０日、中国・北京） 

修士，博士課程の若手研究者１７名（内 MS プログラム参加・修了学生５名）が標記国際会議に参加し

研究成果の発表（口頭発表１２件，ポスター発表５件）を行った．ITP による MS プログラム参加およ

び修了学生は，以下のとおり，３名が口頭発表，２名がポスター発表を行った。 

高津 光（口頭） 

OralAssessment of the Agricultural Productivity of a Traditional Agricultural System in Tunisia

新田 佳菜子（口頭） 

OralEvaluation of water status indicators in olive trees under different water regimes 

藤岡龍 馬（口頭） 

OralEconomic Evaluation of Supply Cut in Hei River Water and Ground Water in Zhangye, China

北川 麻（ポスター） 

PosterA study on the stomatal conductance modeling of durum wheat (Triticum durum) in dryland 

by field experiment 

佐藤 敏雄（ポスター） 

Poster Global Need for Data on Wastewater Generation, Treatment, and Reuse 

 

２）２０１２年度 土壌物理学会大会（平成２４年１１月２日、とかちプラザ、北海道帯広市） 

平成２３年度からの派遣学生（新田佳菜子）が標記学会にて ITP の研究成果発表（ポスター発表）を

行った。 

発表題目：地中海式気候におけるオリーブの水分状態指標に対する灌漑の影響 

    
(２)MS プログラム委員会に提出した修士論文 

新田 佳菜子（農学研究科，研究サイト：MAI-Bari，CIHEAM，イタリア） 

Irrigation effects on water status indicators of olive trees under the Mediterranean conditions

藤岡 龍馬（工学研究科，研究サイト：CAREERI，中国） 

Economic evaluation of regional water supply policy in Zhangye, China 

高津 光（農学研究科，研究サイト：IRA，チュニジア） 

Assessment of agricultural productivity of a traditional agricultural system in Tunisia 

岡崎 正泰（農学研究科，研究サイト：IRA，チュニジア） 

Yield and water use efficiency of barley under different irrigation scheduling methods in 

southern Tunisia 

 

４－４．今後の課題・問題点 

（１）事業の継続実施 

本事業の支援により，若手研究者の海外での研究･教育を実施する組織体制とプログラム構築され，そ

れを活用して高い専門性と国際通用性を兼ね備えた人材を養成することができた．平成２５年度は、本事

業の高い人材育成の効果・成果を踏まえ，学内経費を充当して事業を継続的かつ発展的に実施することに

しているが，学内経費は競争的である上に，年々圧迫されてきているため，今後の継続実施が課題として

あげられる。 
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（２）不安定化する海外の政情に対する危機管理対応 

中東，北アフリカの政情悪化が本事業の推進に大きく影響した．当初の計画よりも派遣人数が少なくな

った大きな要因でもあり，今後，安全な学生派遣先の確保および本学の危機管理対応をより強化すること

が課題としてあげられる。 
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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 

乾燥地域研究所 

（チュニジア・メデニン） 

平成２３年 ９月２９日～

平成２４年 ６月２７日 

（２７３日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生２年 

乾燥地域研究所 
（チュニジア・メデニン） 

平成２３年 ９月２９日～

平成２４年 ９月２０日 

（３５８日） 

鳥取大学大学院農学研究科 

修士課程学生２年 

バーリ地中海農学研究所 
（イタリア・バーリ） 

平成２３年１１月２９日～

平成２４年 ９月２１日 

（２９８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２４年 ３月４日～ 

平成２４年 ５月２１日 

（７９日） 

鳥取大学大学院工学研究科 

修士課程学生２年 

乾燥地域研究所 
（チュニジア・メデニン） 

平成２４年１０月３１日～

平成２５年 ２月８日 

（１０１日） 

鳥取大学大学院地域学研究科 

修士課程学生１年 
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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 

乾燥地地域研究所 
（チュニジア・メデニン） 

平成２４年 ５月１４日～

平成２４年 ５月２７日 

（１０日） 

（5/14～5/17までは 

別用務） 

鳥取大学乾燥地研究センター 

准教授 

バーリ地中海農学研究所 

（イタリア・バーリ） 

平成２４年 ７月 ４日～

平成２４年 ７月１５日 

（１１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２４年１１月 １日～

平成２４年１１月８日 

（８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２４年１０月３１日～

平成２４年１１月７日 

（８日） 

鳥取大学地域学部 

准教授 

乾燥地域研究所 
（チュニジア・メデニン） 

平成２４年１１月１９日～

平成２４年１１月２４日 

（６日） 

鳥取大学乾燥地研究センター 

准教授 

乾燥地域研究所 
（チュニジア・メデニン） 

平成２４年１１月１９日～

平成２４年１１月２４日 

（６日） 

鳥取大学地域学部 

准教授 

 

 

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 

 鳥取大学 

乾燥地研究センター 

平成２５年 １月２９日～

平成２５年 ３月１７日 

（４８日） 

中国科学院寒区旱区環境工学研究所 

修士課程学生２年 

 鳥取大学 

乾燥地研究センター 

平成２５年 １月２９日～

平成２５年 ３月１７日 

（４８日） 

中国科学院寒区旱区環境工学研究所 

修士課程学生２年 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 論文審査発表会 

開 催 期 間 平成２５年１月１０日 ～ 平成２５年１月１０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 ） 
President of Lanzhou Branch of Chinese Academyof Sciences 

概要及び成果 

【概要】 

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４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２５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 
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企 画 名 第 11回乾燥地開発国際会議 

開 催 期 間 平成２５年３月１８日 ～ 平成２５年３月２１日（４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 ） 
President of Lanzhou Branch of Chinese Academyof Sciences 

概要及び成果 

【概要】 

本国際会議に、ITP により海外派遣された学生および本事業の担当教員を参加させた。学生は ITP を

通してまとめた研究成果の発表を行った。この国際会議には、ITP での派遣先機関である中国科学院寒

区旱区環境工学研究所、国際乾燥地農業研究センターなどから多数の参加者があった。また現地での指

導教員も参加されたことから、日本側指導教員（本事業担当教員）と研究のフォローアップを行った。

 またパートナー機関と本事業の母体である MS プログラムの今後について討議し、本事業終了後も、

本事業で行ってきた海外派遣の枠組みと活動を継続できるよう協力を依頼した。 

 

【成果】 

修士，博士課程の若手研究者１７名（内 MS プログラム参加・修了学生５名）が本国際会議に参加し

研究成果の発表（口頭発表１２件，ポスター発表５件）を行った． 

ITP による MS プログラム参加および修了学生は，以下のとおり，３名が口頭発表，２名がポスター

発表を行った。 

 

高津 光（口頭） 

Oral  Assessment of the Agricultural Productivity of a Traditional Agricultural System  

in Tunisia 

新田 佳菜子（口頭） 

Oral  Evaluation of water status indicators in olive trees under different water regimes

藤岡 龍馬（口頭） 

Oral Economic Evaluation of Supply Cut in Hei River Water and Ground Water in Zhangye, China

北川 麻（ポスター） 

Poster  A study on the stomatal conductance modeling of durum wheat (Triticum durum) in dryland 

by field experiment 

佐藤 敏雄（ポスター） 

Poster  Global Need for Data on Wastewater Generation, Treatment, and Reuse 

 

本国際会議では派遣した学生の英語による研究発表能力の向上が見られたともに、学生に世界の乾燥

地研究に携わる研究者との研究交流を経験させる有意義な機会となった。 

 

 

＊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。 


