
                                     【公表】 

事業名 健康植物科学コンソーシアムによる若手研究者育成プログラム 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
千葉大学・園芸学研究科環境園芸学専攻 

主担当教員 

所属・職・氏名 
園芸学研究科・教授・三位正洋 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

「健康植物科学」は、現代社会が持つ様々な問題点について、「植物」が果たしうる役割を明確

化し、これらの利活用方法を開発拡大することにより解決し、「人」が健康で健全な生活を維持で

きる「持続可能な生活空間」を構築しようとする新領域の研究分野である。本計画は、「健康植物

科学」の共同学位システムを中心とした、国際連携研究者育成プログラムの確立とカリキュラム

の開発を実現するために、「心身の健康維持」に関する複層的コンソーシアムを形成する。コンソ

ーシアム内の協定機関に博士前後期学生を派遣し、それぞれの教育研究機関が持つ、「身体の健康

維持」あるいは「こころの健康維持」に関わる研究分野の共同研究を主体的に推進することで、

若手研究者を育成し、相互交流を推進する。 

具体的な研究課題としては、健康を維持できる機能性植物の食資源としての利用・育成技術、

安定した供給のための繁殖技術、生活環境内の植物の環境改善効果の検証、緑地空間・癒し空間

の創造、などが挙げられる。 

 国際連携体制としては、テーマ１「身体の健康維持」では、タイ・マヒドン大学理学部（細胞

工学・薬用植物学・熱帯植物学）、中国・清華大学浙江清華長三角研究院（環境調節・薬用植物学）、

米国・アリゾナ大学（施設栽培・環境調節）との、テーマ２「こころの健康維持」では、中国・

清華大学建築学院（環境造園・都市計画関連）、インドネシア・ボゴール農科大学（環境造園学、

熱帯植物資源学）、米国・ワシントン大学（都市計画学）とのコンソーシアムをそれぞれ形成する。 

コンソーシアムにおいて若手研究者育成を共同して行うことにより、千葉大学が目指す「持続

可能な人類の生活を実現する環境調和型社会の創造」の基盤となる、広義の「健康植物科学」の

国際教育・研究の推進を図る 

 
（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 

若手研究者のコンソーシアム機関への派遣実績、受入れ実績、共同教育の実施などすべての面で当

初目標を達成できた。 

国際ネットワークが当初の目標以上に拡大し、ヨーロッパの大学を含めたコンソーシアムが充実し

た。また、インドネシア・ボゴール農科大学とはダブルディグリーの覚書を締結することが出来た。 

毎年、関連する分野での国際シンポジウムや学生の交流セミナーを実施出来た。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

 千葉大学では、グローバル COE プログラム、若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラ

ム等、文部科学省、経済産業省、JSPS、JST 等が支援を行う数多くのプロジェクトを全学的取組

みとして推進している。海外協定機関との国際交流に関わる教育研究プロジェクトについては、

副学長が統括し全学からの委員で構成する、学術推進企画室及び国際展開企画室がプロジェクト

の選考段階より関与し、海外派遣・受入れにおける危機管理、プロジェクトの進捗確認、事業評

価等を行い、全学的に国際交流を推進する仕組みが確立されている。また、学内予算においても

各種国際交流プロジェクトへの支援を行い、国際交流の萌芽的取組みの推進を図っている。また、

中長期的な国際プロジェクトへの全学的な体制整備のために、平成 23年度より、国際戦略担当副

学長のもとにチームが結成された。 

 海外協定機関に派遣される教員には国際企画課が、大学院生には国際教育センターが、それ

ぞれ事前に協定機関、派遣国についてのガイダンスを実施する体制を取っている。併せて、千葉

大学の海外拠点整備を年次計画で進めており、これまでの中国・北京オフィスに加えて、中国・

浙江大学、上海交通大学、タイ・マヒドン大学パヤタイキャンパス内、インドネシア・インドネ

シア大学内、フィンランド・セイナヨキ大学内に開設し、担当職員を配置して、それぞれの国・

地域に派遣された教員・学生の支援体制の整備を図って来た。 

研究科では ITP 委員会を国際教育プログラム小委員会内に位置付け、担当教職員を配置して、

パートナー機関との連絡調整、派遣若手研究者の募集・選考、受け入れ教員とのマッチング、派

遣前教育、派遣手続き、派遣中の支援、帰国後の報告書作成、合同報告会の実施、に対応してい

る。 
 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

植物健康科学の分野では、当初のマヒドン大学理学部、清華大学建築学院に加えて、ボゴール

農科大学との間で共同学位の仕組みを構築できた。これらの機関からは、継続的にほぼ毎年 1 名

の大学院生の受入れを行ってきている。それ以外のパートナー機関との間においても、共同学位

や連携教育、共同研究の計画が進んでいる。 

ITPでの共同企画は、千葉大学とパートナー機関の大学院生や若手研究者が研究成果の紹介や、

施設見学を行うことで、若手研究者のネットワークの醸成に大きく貢献している。特に、環境造

園に関わる取り組みでは、都市域の緑地に関する共同制作・ワークショップの共同企画を積極的

に展開し、各種のコンペに参加している。今年度は、これまでの 2 年に渡る派遣での企画に加え

て、若手研究者を招聘して千葉大学で清華大学・ソウル国立大学の大学院生とのワークショップ

開催を企画し、11月中に実施予定である。 

また、毎年、この分野に関連する国際シンポジウムを千葉大学で開催し、海外パートナー機関

に加えて関連協定機関から研究者を招聘し、お互いの研究紹介と併せて、教育研究環境や支援体

制の紹介を実施している。22年度には、ソウル国立大学において、看護学研究科も参加して環境

健康分野での国際シンポジウムが開催された。23 年度以降には、「植物看護」の内容も盛り込ん

だ共同企画等のプログラムを実施する計画である。 

若手研究者の受け入れは、アジアパートナー機関を中心として、1 年間までの受入れを継続的

に実施しており、ネットワークの重層化が実現してきている段階である。また、他の国際交流プ

ログラムや取り組みと連携させていくことで、ITP の成果をより効果的に活かすことが可能とな

っている。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

 千葉大学では ITPの HPを設け、ITPの事業紹介、派遣実績のほか、派遣学生個人の ITP報告書を本

人の了解を得て掲載するなど、情報発信を行っている。HPから閲覧できる ITP派遣報告書は、将来の

派遣候補者に対しても、重要な情報源となっている。また、千葉大学の ITP プログラムを紹介するリ

ーフレットを製作し、広報活動に活用している。 

 さらに海外に対しては、海外協定機関訪問時や来訪時の大学紹介などで、本事業の取り組み成果を

紹介してきた。海外パートナー機関に訪問した際には、大学本部関係者に若手研究者派遣の取り組み

を紹介し、派遣中の若手研究者の活動に対して、全面的な協力をお願いする様にしている。海外協定

機関訪問時の紹介や広報の結果、パートナー機関として受け入れに協力を約束され、新たなパートナ

ー機関に、ヨーロッパ 2大学、韓国・ソウル国立大学が加わることになっている。 

  

 研究成果の発表機会としては、千葉大学と清華大学の若手研究者の合同チームが ITP 共同企画を利

用して日本造園学会主催の国際コンペに参加し佳作を受賞した。これは、2 カ国の大学の共同チーム

による参加が他にない中での難しい試みであったが、ITP で清華大学に長期派遣された学生が両校の

橋渡しとなり、両校が共同作業を通じて互いの特長を生かす新たな可能性を示したため、今後とも継

続していきたい。 

 

 これまで、全体として研究成果の積極的な発信が少なかったため、23年度以降は研究成果の学会発

表などを義務付けて、本事業の取り組み成果の情報発信を拡大していきたい。 
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 

平成 21年 7月 31日～平成

21年 10月 3日(65日) 

大学院医学薬学府 

総合薬品科学専攻・ 

修士課程１年 

2 マヒドン大学 

（タイ・バンコク市） 
平成 21年 10月 1日～平成

22年 1月 5日(97日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士後期課程１年 

3 アリゾナ大学 

（米国・アリゾナ州） 

平成 21年 8月 17日～平成

21年 10月 19日(64日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 

4 ワシントン大学 

（米国・ワシントン州） 

平成 21年 9月 23日～平成

21年 12月 15日(84日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 

5 清華大学建築学院 

（中国・北京市） 

平成 22 年 2 月 1 日～平成

22年 3月 31日(59日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士後期課程 2年 

6 清華大学建築学院 

（中国・北京市） 

平成 22年 2月 26日～平成

22年 3月 31日(34日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士前期課程１年 

7 計 6名   

8    

9    

10    

 

②平成 22 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ボゴール農科大学 

（インドネシア・ボゴ

ール市） 

平成 22 年 9 月 21 日  ～11 月

24 日（65日） 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

2 ボゴール農科大学 

（インドネシア・ボゴ

ール市） 

平成 22 年 9 月 23 日 ～11 月

29 日（68日） 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

3 清華大学建築学院 

（中国北京市） 

平成 22 年 10月 19日～ 

23 年 1 月 19日（93 日） 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

4 清華大学建築学院 

（中国北京市） 

平成 22 年 4月 1 日～23 年 2月

19 日 (325日) 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

5 清華大学建築学院 

（中国北京市） 

平成 23 年 3月 11日 ～平成 23

年 3 月 31日（21日） 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

6 ワシントン大学 

建築都市計画学部 

（米国シアトル市） 

平成 22 年 9 月 28 日 ～12 月

16 日（80日） 
園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

7 ベルン応用科学大学 

建築・木材・建設学部 

（スイスベルン市） 

平成 22年 8月 22日   ～平成

23 年 1 月 31日 

（163 日） 

園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 
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8 清華大学建築学院 

（中国・北京市） 

平成 22 年 4 月 1 日～平

成 22年 4月 2日(2日) 
園芸学研究科 

環境園芸学専攻・ 

博士後期課程 2年 

8 清華大学建築学院 

（中国北京市） 

平成 23年 2月 19日～平成 23

年 3 月 31日 

（41日） 

園芸学研究科環境園芸

学専攻・博士前期課程１

年 

9 計 8 名(前年度継続 2

名) 

  

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 21年度 6 ／ 11 

平成 22年度 8 ／ 25 

平成 23年度 9 ／ 17 

 

②募集・選考方法 

 各研究科において学務委員会の下にパートナー大学との窓口教員を中心とした ITP 委員会を設

置し、派遣希望学生の公募、ガイダンス、選考を実施した。 

 学生の募集は、ポスターの掲示、研究室へのリーフレット配布、教員に指導学生への広報を依

頼することなどにより実施した。派遣希望者への募集ガイダンスでは、プログラムの目的、各パ

ートナー校における派遣後の研究領域、必要な語学力、支援の内容などにつき説明を行った。21

年度派遣については 5月に研究科学生を対象としたガイダンスを、22年度派遣については通常の

5 月ガイダンスに加え、学部 4 年生も対象にした派遣前年度ガイダンスを 1 月に実施し、学生が

長期的なキャリアプランにもとづき自らの研究課題と派遣先を決定できるよう配慮している。 

 

 応募にあたって学生は、現在の大学院における研究課題と概要、派遣後の研究機関における研

究計画、およびプログラムに参加する意義を記載した申請書を作成し、英語能力の証明書（TOEIC

など）を添付したうえで、指導教員からの推薦所見を付して研究科長あてに提出。この申請書に

より ITP委員会が、第一次選考を行う。 

 第一次選考合格者は、パートナー大学との窓口教員の指導のもと、先方大学の受入れ担当教員

とのあいだで派遣中の研究内容や英語面接を含めたマッチングを行い、先方の受入れ了承を得た

のちに再度委員会に諮られ最終合格が決定される。 

 

 博士前期課程学生の派遣希望先として、ワシントン大学、アリゾナ大学など米国大学への派遣

を望む学生が多い一方で、アジア圏の大学については、特に博士前期課程では応募者が集まりに

くい傾向が見られる。他方、アジア圏の大学への派遣は、共同研究を推進する研究室から比較的

研究経験の長く目的意識の高い博士後期課程や助教レベルの研究者が派遣を希望する傾向が高い

ことから、これらの大学に関しては共同研究を推進する研究室を中心とした募集に今後も力を入

れていく予定である。 

 

 なお、派遣されることが決定した学生全員に、事前準備として国際化対応科目（English 

Presentation）の受講、自習を義務づけている。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果

などがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 22年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

①  機関名（国名）：マヒドン大学（タイ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

マヒドン大学と千葉大学は、相互看板交換方式でのオフィス開設を 2010 年 3 月に行っ

ており、若手研究者の相互交流の基盤が整った。 

 マヒドン大学理学部との間では、博士後期学生を１名派遣するとともにマヒドン大学からダブルディ

グリー学生を 2 名受入れ、「バイオテクノロジーを利用した薬用植物の品種改良」に関する共同研究

を実施（共同研究成果は国際ジャーナルに３稿掲載）。 また平成 21年および 22年に当研究科が主

催した国際シンポジウムにマヒドン大学の研究者２名が参加しパネル討論を行った。 

 マヒドン大学薬学部とには博士後期学生１名を派遣し、製剤工学分野における共同研究を実施。  

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 21年に理学部に派遣された會田氏は「ウラルカンゾウGlycyrrhiza uralensisにおける組織培養によ

る植物体再生系と Agrobacterium による遺伝子導入系の確立」に関する研究を行い、形質転換カル

スの作成までは成功しており、不定芽分化条件の検討を行っている段階で、病気のため帰国。 

薬学部に派遣された小池氏は、医薬品の溶解性や安定性を改善するために、マヒドン大学の当

分野の専門家である教授から指導を受け、各種固体複合体の調製を行った。その成果は今年度日

本薬学会において発表されたほか、その後の研究成果を含め現在論文に取り纏め中である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   2 人、延べ派遣日数：  162 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   5 人、延べ派遣日数：  20  日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   5 人、延べ受入日数：  564 日）  

② 機関名（国名）：ボゴール農科大学（インドネシア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 ボゴール農科大学との間では、博士前期学生２名を派遣するとともに、ボゴール農科大学から研

究者を受け入れ、大学院における国際ランドスケープ学に関する講義を実施したほか、研究科主催

のシンポジウムにおける講演・パネル討論を行った。 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

博士前期課程の学生２名が派遣され、植物資源の宝庫であり多様な鳥類の生息するボゴール

植物園において鳥類の分布と植生の関係性についての調査を実施。鳥類の個体数の減少と緑地

の構成との関係性を明らかにし保全すべき緑地環境を提案するための研究を行った。現在その

成果をもとに修士論文研究を行っている。 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   2人、延べ派遣日数：   133日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   6 人、延べ派遣日数：   26日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   5 人、延べ受入日数：  568 日）  
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③ 機関名（国名）：清華大学建築学院 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

清華大学建築学院との間では、2009年 10 月に共同学位プログラムが開始され、ダブル

ディグリー制度での学生受け入れが始まった。千葉大学の学生派遣は 2010 年 2 月から開

始した。 

これまで博士前期課程学生を毎年１名、合計２名をダブルディグリーにより派遣し、先方からも同

様に博士前期学生を計２名受け入れ、本年 10月より 3人目が来日中である。また、毎年 3月に千葉

大学の教員および大学院生グループが共同企画として清華大学を訪問し、講演とワークショップを

実施している。昨年度の共同企画では、両大学学生の合同チーム(混成 2 チーム)が日本造園学会

の主催する国際デザインコンペに参加し、佳作を受賞した。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 建築学院で行われているデザインスタジオ（設計演習）は高度かつ実践的であり、学生のレベルも

高く、派遣学生のデザイン技術の向上に大きな刺激を与えている。 

 園芸学研究科から初めて清華大学に初めて派遣された東氏は、中国語と英語をマスターしながら

清華大学のデザインスタジオ、国際デザインワークショップ、指導教官のデザイン事務所におけるイ

ンターンシップなどの形で実践的で密度の高い実習を経験し、今年度千葉大学と清華大学から日本

人学生としては初めて共同学位(ダブルディグリー)を取得する見込みである。 

 中原氏は東氏同様にハイレベルな実習をこなしつつ、「歴史的都市における持続的な街空間の保

存と活用」について研究を進めている。清華大学と千葉大学の合同チームによるコンペ参加におい

ては、両大学学生の調整役を担い、短期間で質の高い提案を完成させることに貢献した。 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    7人、延べ派遣日数：   575日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：   10日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2人、延べ受入日数：   730日） 
④ 機関名（国名）：ワシントン大学（米国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 ワシントン大学環境学部との間では学生の派遣を通じて指導教員同士の交流も深まり、昨年 9 月

には派遣学生を受入れたKarn Eｗing教授が園芸学研究科を来訪し、再生生態学に関する講演を行

った。また、今年 3 月にはワシントン大学において共同研究体制構築のための交流会を実施するな

ど、共同研究を視野に入れた環境が整いつつある。 

 建築都市計画学部との間では木下勇教授と派遣学生の先方受入れ窓口である Jeffrey Hou 教授

との間で活発な共同研究が実施されているほか、Hou 教授は園芸学研究科の客員教員として発令

されており、来日時には国際ランドスケープ学に関する特別講義を行った。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

21 年度派遣の栗林氏はワシントン大学において再生事業実施地の土壌の発達について研究を行っ

た。また 22 年度派遣の山本氏は堆肥施用による硝酸の吸収効果についての研究を実施した。現在

その研究成果を修士論文にとりまとめている。 

 両名ともに、ワシントン大学の再生生態ネットワーク総合演習に参加し、ワシントン大学の学生とと

もに共同事業を実施した。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   2 人、延べ派遣日数：   164日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   1 人、延べ派遣日数：   3 日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   2 人、延べ受入日数：   14 日）  
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⑤ 機関名（国名）：アリゾナ大学（米国） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

アリゾナ大学農業生命科学部には 21年度に博士前期学生 1名を派遣したほか、今年度 2名の学生

を派遣中である。農業生命科学部では、千葉大学園芸学研究科出身の教員である久保田教授を中

心として、若手研究者の受け入れ体制、研究交流体制が整いつつある。昨年度は久保田教授を含

む 2 名の研究者を受け入れ、研究科主催の国際シンポジウムでパネル討論を行ったほか、招聘教

員による特別講義を実施した。 

アリゾナ大学薬学部、がんセンターとの間では、生命科学をつかさどる基礎研究を中心とする研究

室の大学院生交流を深める目的でセミナーが実施されるなど、研究交流の基盤が構築されつつあ

る。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

アメリカ人の慢性的野菜不足に対して、有効成分の含有量が高い野菜を摂取することで健康促進に

寄与すべく、植物資源の研究に取り組んできたアリゾナ大学環境調節農業センターは、研究施設も

整い、派遣学生にとって植物資源の利用方法に対する視点を広げる好機を与えている。21 年度派

遣の早雲氏はこのセンターで「光環境が果菜類の光合成および果実生産に及ぼす影響」についての

研究手法を学び、季節ごと、ステージ毎の受光量、光合成量の推定、光合成産物の果実転流の寄

与の生理的解析を行った。日本にない半乾燥地域での研究手法を学んだことは、研究手法の着眼

点を広げることにつながっている。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：   64 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：   15 日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2人、延べ受入日数：   44 日）  

⑥ 機関名（国名）：ベルン応用科学大学 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ベルン応用科学大学・建築・設計・木材料学学部は高度職業人養成を行っている機関であり、本学

の木下勇教授が都市緑化計画等で、共同研究を実施してきた。緑を生かした都市計画などに関して

の実践的な教育研究には定評があり、世界中からの留学生を受け入れている。現在までに学生の

受入れは実施されていないが、Hans Binder 教授が数回に渡り来訪しており、ITP での派遣学生に

対しては、宿舎、授業や演習の参加に対して、充実した支援体制を取ってもらっている。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

昨年度派遣された間氏は、欧州における持続可能な都市再開発の優良事例であるスイスのヴィンタ

ートゥールとチューリッヒで現地調査を実施したほか、世界各地からの学生が参加する設計演習に

参加し、設計の対象地域住民に対しても発表を行いアイデアを提供するなど、専門性と国際感覚を

鍛える貴重な経験をしたといえる。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   1 人、延べ派遣日数：  163 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   1 人、延べ派遣日数：  60 日） 
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：   1 人、延べ受入日数：  15 日）  
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⑦ 機関名（国名）： タイ科学技術振興機構・生物工学研究所（タイ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 BIOTECとは園芸学研究科との部局間協定が締結されており、これまでも大学院生の研究インター

ンシップを実施してきた。 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 22年度は 23年度の大学院生派遣の事前準備として、マヒドン大学と連携して、若手研究者の研究

交流セミナーを実施した。薬用植物、健康植物科学に関わる分野での発表を双方で実施し、意見交

換等を行った。23 年度後期には大学院生 1 名が 2 か月の渡航、共同研究実施予定であったが、バ

ンコク周辺の洪水被害で日程の延期を余儀なくされている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     人、延べ派遣日数：     日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     10人、延べ受入日数：  50日）  

 

○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 

健康植物科学の中で、薬用植物の大量増殖や成分に関わる分野では、タイ・マヒドン大学との

研究交流を通じて、同じバンコクの協定機関でありマヒドン大学の大学院生の研究指導を担当し

ているタイ科学技術振興機構・生物工学研究所（BIOTEC）とも連携することで、より幅広い薬用

植物に関連した研究の取り組みが可能になること、22年度に 3機関で実施した共同研究セミナー

が好評であったこと、BIOTECの研究設備・学生受け入れ・支援体制が整備されていることなどか

ら、パートナー機関に加えることになった。 

健康植物科学の中で、都市緑化、環境造園に関わる分野では、先進的な研究がおこなわれてい

るヨーロッパとの連携を模索して、これまでに共同研究の実績があり、緑を生かした都市計画で

実践的なプログラムを実施しているベルン応用科学大学と協定を結び、22年度前半に教員が長期

滞在して、学院生の派遣を開始できる状況や支援体制が整ったことが確認できたことから、パー

トナー機関に加えることになった。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 博士前期課程のダブルディグリープログラム構築のための共同セミナー 

開催場所 ボゴール農科大学農学

部（インドネシア・ボ

ゴール市） 

開催期間 平成２２年 ３月 １日 ～  

平成２２年 ３月 ６日（ ６日間） 

海外パートナ

ー機関 

ボゴール農科大学農学部（インドネシア・ボゴール市） 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

【概要】 

・千葉大学、IPBの教員による研究教育活動の報告会 

・千葉大学、IPBの教員・大学院生による研究・作成紹介 

     施設園芸分野、環境造園分野のセッションに分かれての開催 

・千葉大学、IPBの大学院生チームによる共同制作、フィールド調査の実施 

       施設園芸分野：フィールド調査を行うことでインドネシアにおける施設園

芸の問題点把握と、解決法の提案を行った。（学生 5名、教員 1名） 

       環境造園分野：ボゴール市サンプー広場を対象地として共同デザインワー

クショップ、現地調査を実施した。（学生 7名、教員 2名） 

② 共同企画名 千葉大学園芸学部・清華大学建築学院 教員・学生による研究交流会 

開催場所 清華大学建築学院

（中国・北京市） 
開催期間 平成２２年 ３月２５日 ～  

平成２２年 ３月２７日（ ３日間） 

海外パートナ

ー機関 

清華大学建築学院（中国・北京市） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

・千葉大学、清華大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学の大学院生チームによる日本造園学会主催の「日中韓コ

ンペティション」へのコンペ参加の打ち合わせ 

③ 共同企画名 共同教育を見据えた学生による研究発表会 

開催場所 マヒドン大学理学

部・薬学部（タイ・

バンコク市） 

開催期間 平成 22年 3月 9日 ～  

平成 22年 3月 10日（2日間） 

海外パートナ

ー機関 

マヒドン大学理学部・薬学部（タイ・バンコク市） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

【概要】 

 マヒドン大学理学部と千葉大学園芸学研究科の発表会 

 ・千葉大学教員 2名による最先端バイオテクノロジーの研究発表 

 ・双方の大学院生（計 13名）による研究発表 

 ・マヒドン大大学院生の案内による現地の大規模マーケットの視察 

 マヒドン大学薬学部と千葉大学薬学研究院の発表会 

 ・双方の教員・大学院生（計 14名）による研究発表 

④ 共同企画名 基礎研究および臨床現場におけるアリゾナ大学・千葉大学大学院生共同企画 

開催場所 アリゾナ大学薬学部（米国

アリゾナ州ツーソン） 
開催期間 平成２３年３月１３日 ～  

平成２３年３月２０日（８日間） 

海外パートナ

ー機関 

アリゾナ大学薬学部（米国アリゾナ州ツーソン） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

アリゾナ大学において、薬学部や癌センターなど生命科学をつかさどる基礎研

究を中心とする研アリゾナ大学と千葉大学の大学院生による研究成果発表セミナ

ーの開催 

究室の大学院生交流を深める目的で共同企画を実施した。 

アリゾナ大学と千葉大学の大学院生による研究成果発表セミナーの開催 

臨床現場であるアリゾナ大学病院見学 

アリゾナ大学若手研究者によるレクチャー 

 1．米国における薬学基礎研究について 
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2．米国における薬剤師教育および実践について 

⑤ 共同企画名 千葉大学園芸学部・清華大学建築学院 教員・学生による研究交流会 

開催場所 清華大学建築学院

（中国・北京市） 
開催期間 平成 23 年 3 月 16 日 ～ 3 月 20 日

（5日間） 

海外パートナ

ー機関 

清華大学建築学院（中国・北京市） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の研究者による講演会 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生による研究・作成紹介 

・千葉大学、清華大学、北京林業大学の大学院生チームによるコンペ参加の打ち

合わせ: 昨年に引き続き、千葉大学と清華大学に、今年度は北京林業大学を加え

た 3 大学の大学院生チーム 2 チームが日本造園学会主催の「日中韓コンペティシ

ョン」に参加することで、チーム編成、それぞれの役割分担、帰国後の共同制作

の手法や日程調整の打合せを実施 

 

⑥ 共同企画名 REN（再生生態ネットワーク）による共同研究体制構築のための交流会 

開催場所 ワシントン大学環境学

部都市園芸センター 
開催期間 平成２３年３月１４日 ～３月１６日

（３日間） 

海外パートナ

ー機関 

ワシントン大学環境学部都市園芸センター 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

・ワシントン大学若手研究者（B４,M2,D2）による CUHでの研究プロジェクト紹介 

・ワシントン大学における部局横断型研究の紹介と意見交換 

・世界的な再生生態学の分野の研究者である CUH, Professorの Dr. Kern Ewing, 

School of Forest Resource, Professor の Dr. Darlene Zabowski, Assistant 

Professorの Dr. L.Monika Moskalによるレクチャー、意見交換 

・都市域および国立公園における緑地管理・再生手法のアメリカの事例観察 

 

 

⑦ 共同企画名 千葉大学とマヒドン大学・ＢＩＯＴＥＣの共同研究発表会 

開催場所 マヒドン大学理学

部、タイ・バイテク

研究所（BIOTEC） 

開催期間 平成２３年３月７日 ～３月８日 

（２日間） 

海外パートナ

ー機関 

マヒドン大学理学部、タイ・バイテク研究所（BIOTEC） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

今後の研究交流や若手研究者の共同研究のシーズを把握するために、1 日目に

は、マヒドン大学理学部において意見交換会と施設見学を行い、2日目にはセミナ

ーと研究発表会を実施した。 

＊マヒドン大学理学部と千葉大学園芸学研究科・薬学研究院・環境健康フィール

ド科学センターの意見交換会 

 ・千葉大学教員による健康植物科学に関する研究概要の紹介 

 ・マヒドン大学理学部教員による植物科学に関する研究概要及び施設の紹介 

＊BIOTEC と千葉大学園芸学研究科・薬学研究院・環境健康フィールド科学センタ

ーの若手研究者の研究発表会 

 ・千葉大学教員による健康植物科学に関する研究概要の紹介 

 ・双方の若手研究者（計 16名）による研究発表会 

 ・施設見学 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 小池 隆太、東 顕二郎、 Limwikrant Waree、森部 久仁一、山本 恵司 

題 名 
Sulfathiazole/oxalic acid cocrystal結晶多形

の物性及び製剤特性評価 
掲載誌名 

日本薬学会第 131年会(静

岡) 2011.3 講演要旨集

4 p.41 29W-pm05 

発行所 日本や苦学会 巻号 ４ 頁 41 発行年 2011年 査読 有・無 

2 

著者名 Ruofei GAO(高若飛), Xin GENG and Junhua ZHANG 

題 名 

A study on the Spatial Composition of 

Pavilions and landform-water in the Changde 

Summer Resort 

掲載誌名 

china:Papers on 

Environmental 

Information Science 

発行所  巻号 No.24 頁 291～296 発行年 2010 年 査読 有・無 

3 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

4 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

5 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

6 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

7 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

8 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

9 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

10 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

11 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

12 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 
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②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表

時期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 
松本宏海、山岡由貴、鷹野遥、楊希(千葉大学) 蒙宇婧、倪小漪、龙璇、杨曦、梁大庆、

汪丹青（清華大学） 

題 名 Satoyama Pulse –Forest fingers is born- 口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名 

日本造園学会主催 12th JCK 

International Conference of 

Landscape Architecture（日中韓合

同コンペティション）（佳作） 

場所 日本 ２３年 ４月 

2 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

3 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

4 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

5 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

6 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

7 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

8 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

9 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

10 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

11 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 

12 

発表者名  

題 名  口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名  場所    年  月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

 本事業の開始当初は対象を「健康植物科学」として非常に広い分野を想定していたが、これ

までの実績や、学内外、社会の変化に対応させて、「都市域において安全安心な生活空間を植物の

能力を活用して創生する」という分野に特化していくことを計画している。この分野には、都市

の緑化、薬用植物の評価と大量増殖、植物工場による安全な野菜栽培、快適な空間の創造と評価

法の確立などが含まれ、これまでに千葉大学において、多くの研究成果が出されてきたものであ

り、パートナー機関との連携も行われてきたものであることから、将来的なネットワークの拡大・

充実に ITPの成果がより目に見える形で活かされると考えている。 

 今後、特化しようとしている分野の中で、これまでの派遣・受け入れのバランスでは、人の

健康に貢献する分野である、薬用植物に関連するものが少なかったことや、植物工場に関わるも

のが無かったことから、事業後半ではこの分野での取り組みを強化する予定である。受け入れに

関しては、22年度中に園芸学研究科及び環境健康フィールド科学センターに整備された、植物工

場に関わる施設群を活用して、研究インターンシップ、高度職業人育成プログラムと連動させ、

薬用植物の大量増殖、都市内で展開できる植物工場の提案、植物セラピーなどの教育研究を、海

外パートナー機関との間で推進する予定である。また、学内ではこれまでの薬学研究院に加えて

看護学研究科や工学研究科とも連携して、事業展開を行う計画になっている。 

 都市緑化の分野では、派遣・受け入れともに、アジア・欧米との取り組みが順調に進んでい

るが、欧米からの受入れが少ないことから、国際研究集会や研究インターンシップなどで、積極

的に欧米の若手研究者を招聘し、パートナー機関からの招聘若手研究者も含めたネットワークの

構築を進める予定である。 

 これまでの実績では、学内での成果報告会以外で、目に見える研究成果の公表が少ないこと

から、派遣前教育で、千葉大学及びパートナー機関での指導教員との打ち合わせを密接に行い、

派遣中に実施する研究については、学会発表を行うなど、帰国後の成果発表を義務付ける様に指

導していきたい。 

 また、分野間の交流が少ないことから、異分野の連携や交流を図る必要があると考えている。

「植物工場」や「快適性の評価」などをキーワードとする共同企画や研究は、両分野に関わる若

手研究者が参加できる内容を企画することが可能となる。23年度以降には、この内容での共同企

画を千葉大学において実施予定であり、異なった専門分野の若手研究者が交流できる環境を提供

することで、研究ネットワークの拡大が期待される。 

 事業実施機関終了後には、若手研究者の派遣や招聘は、学内外の派遣資金を確保し、共同学

位システムや単位互換システムを活用して、継続的な実施を予定している。また、企業との共同

研究やインターンシップとの連携を図っていくことで、派遣・招聘や共同企画に関わる資金確保

を行う計画を立てている。また、学内及び海外パートナー機関（清華大学建築学院、マヒドン大

学）において、現在整備中の TV会議システムを活用して、研究者同士が情報交換や共同セミナー

を実施したり、遠隔講義を行ったりする計画である。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 23年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
アリゾナ大学・農業生命科学部・教授・Chieri Kubota      博士前後期課程 1年生（2人）        65日間 

    同上                        教授(1人)              10日間 

アリゾナ大学・薬学部                  準教授(1人)                          10日間 

ワシントン大学・建築・都市計画学部・准教授・J. Hou     博士前期課程 1年生(1人)       65日間           
同上                             博士後期課程 1年生(1人)       67日間 

ワシントン大学・環境学部・教授・Kern Ewing           博士前期課程 2年生(1人)              65日間 

  同上                        教授(1人)              10日間 
ベルン応用科学大学・木材建築工学部・教授・Hans Binder  博士前期課程 2年生(1人)             63日間 

ボゴール農科大学農学部・准教授･Bambang Sulistyantara    助教(1人)                           60日間 

マヒドン大学理学部・准教授・Kanyaratt Supaibulwatana  助教(1人)                           65日間 

タイ科学技術振興機構・生物工学研究所(BIOTEC)      博士後期課程 2年生(1人)             60日間 

清華大学・建築学院・教授・Rui Yang                 博士前期課程 2年生(2人)      414日間 

スウェーデン農業科学大学                教授(1人)                           10日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参４加者数（見込み） 

日中韓環境造園共同セミナー     23年 11月   千葉（日本）      25名 

植物環境デザイニングワークショップ 23年 11月   千葉（日本）      20名 

日中環境造園共同セミナー      24年 2月    北京（中国）      20 名 
健康植物科学共同セミナー      24年 2月    ソウル（韓国）     15名 

 

（計画の目的及び概要） 

23 年度も 22 年度と同様に、各パートナー機関に 1～2 名の派遣を実施するほか、23 年度から新たなパートナー

機関となったタイ科学技術振興機構・生物工学研究所（BIOTEC）にも１名の学生を派遣する。 

共同企画においてはパートナー機関の研究者を招いて環境造園分野で都市緑化に関する日中韓若手研究者

の合同ワークショップを行うほか、22 年度中に園芸学研究科及び環境健康フィールド科学センターに整備された、

植物工場に関わる施設群を活用して薬用植物の評価と大量増殖、植物工場による安全な野菜栽培に関するセミナ

ーおよびワークショップを開催し、パートナー機関とのネットワーク構築を推進する。 

 

 

②平成 24年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
アリゾナ大学・農業生命科学部・教授・Chieri Kubota      博士前後期課程 1年生（2人）        65日間 

    同上                        教授(1人)              10日間 

アリゾナ大学・薬学部                  準教授(1人)                          10日間 

ワシントン大学・建築・都市計画学部・准教授・J. Hou     博士前期課程 1年生(1人)       65日間           
同上                             博士後期課程 1年生(1人)       67日間 

ワシントン大学・環境学部・教授・Kern Ewing           博士前期課程 2年生(1人)              65日間 

  同上                        教授(1人)              10日間 
ベルン応用科学大学・木材建築工学部・教授・Hans Binder  博士前期課程 2年生(1人)             65日間 

ボゴール農科大学農学部・准教授･Bambang Sulistyantara    博士後期課程 1年生(1人)       65日間 

マヒドン大学理学部・准教授・Kanyaratt Supaibulwatana  博士後期課程 1年生(1人)       65日間 

タイ科学技術振興機構・生物工学研究所(BIOTEC)      博士後期課程 2年生(1人)             60日間 

清華大学・建築学院・教授・Rui Yang                 博士前期課程 2年生(2人)      150日間 

スウェーデン農業科学大学                博士前期課程 1年生(1人)       65日間  

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

日中韓環境造園共同セミナー     24年 11月   千葉（日本）      25名 

植物環境デザイニングワークショップ 24年 11月   千葉（日本）      20名 
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日中環境造園共同セミナー      25年 2月    北京（中国）      20 名 
健康植物科学共同セミナー      25年 2月    ソウル（韓国）     15名 

健康植物科学共同セミナー      25年 3月   バンコク（タイ）     20名 

 

（計画の目的及び概要） 

24 年度も 23年度と同様に各パートナー機関に 1～2 名の派遣を実施するほか、前期中に共同学位プログラムに

参加希望の学生に、web も利用した集中セミナー、実習・演習を共同で行い、それぞれのプログラム参加者 1 名を

夏休み前に決定して、後期から 10 ヶ月の派遣を実施する。将来的な共同教育プログラムの基盤づくりのために、ア

リゾナ大学とワシントン大学には、「国際インターンシップ」受講生として、それぞれ１名の学生を派遣する。 

園芸学研究科及び環境健康フィールド科学センターに整備された、植物工場に関わる施設群を活用しての薬用

植物の評価と大量増殖、植物工場による安全な野菜栽培に関するセミナーおよびワークショップを継続し、パート

ナー機関から若手研究者を受け入れてネットワーク構築を推進する。 

都市緑化の分野では、欧米との連携を強化し、ワシントン大学、スウェーデン農業大学、ベルン応用化学大学に

1 名づつ派遣するほか、国際研究集会や研究インターンシップなどで、積極的に欧米の若手研究者を招聘し、パ

ートナー機関からの招聘若手研究者も含めたネットワークの構築を進める予定である。 

 

③平成 25年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

 
アリゾナ大学・農業生命科学部・教授・Chieri Kubota      博士前後期課程 1年生（2人）        65日間 

 同上                         職員(1人)              10日間 

同上                         準教授(1人)                          10日間 

アリゾナ大学・薬学部                  準教授(1人)                          10日間 

ワシントン大学・建築・都市計画学部・准教授・J. Hou     博士前期課程 1年生(1人)       65日間           
同上                             博士後期課程 1年生(1人)       67日間 

ワシントン大学・環境学部・教授・Kern Ewing           博士前期課程 2年生(1人)              65日間 

 同上                         職員(1人)              10日間 

同上                         準教授(1人)                          10日間 

ベルン応用科学大学・木材建築工学部・教授・Hans Binder  博士前期課程 2年生(1人)             65日間 

  同上                        職員(1人)               10日間 

ボゴール農科大学農学部・准教授･Bambang Sulistyantara    博士後期課程 1年生(1人)       65日間 

  同上                        職員(1人)               10日間 

マヒドン大学理学部・准教授・Kanyaratt Supaibulwatana  博士後期課程 1年生(1人)       65日間 

  同上                        職員(1人)               10日間 

タイ科学技術振興機構・生物工学研究所(BIOTEC)      博士後期課程 2年生(1人)             60日間 

清華大学・建築学院・教授・Rui Yang                 博士前期課程 2年生(2人)      150日間 

  同上                        職員(1人)               10日間 

同上                         教授(1人)                          10日間 

スウェーデン農業科学大学                博士前期課程 1年生(1人)       65日間 

同上                         職員(1人)                          10日間 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

日中韓環境造園共同セミナー     25年 11月   千葉（日本）      25名 

植物環境デザイニングワークショップ 25年 11月   千葉（日本）      20名 

日中環境造園共同セミナー      26年 2月    北京（中国）      20 名 
健康植物科学共同セミナー      26年 2月    ソウル（韓国）     15名 

健康植物科学共同セミナー      26年 3月   バンコク（タイ）     20名 

 

（計画の目的及び概要） 
25年度は最終年度であるため、各大学に事務職員を派遣し、検証や改善点を明らかにする。25年度も24年度と

同様に各パートナー機関に 1～2 名の派遣を実施するほか、マヒドン大学、清華大学建築学院、には共同学位プロ

グラムの学生を派遣する。植物工場に関わる施設群を活用してのセミナーおよびワークショップを継続する。将来的

な共同教育プログラムの基盤づくりのために、アリゾナ大学とワシントン大学には、「国際インターンシップ」受講生と

して、それぞれ１～２名の学生を派遣する。 

前期中に、第四期派遣学生の研究状況に関する会議をマヒドン大学、清華大学において実施する。後期には、

共同学位プログラムの成果に関するシンポジウムをバンコクにおいて、JSPS バンコク支部との共催で実施する。この
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シンポジウムには、今回の取り組みに参加した学生の成果発表、取り組み参加機関の担当者等の報告などを盛り

込む。 
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