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はじめに

さくらサイエンスプラン｢一般公募コース」
について

科学技術振興機構（JST）特別顧問

中国総合研究センター（CRCC）
日本・アジア青少年サイエンス交流事業
（さくらサイエンスプラン）推進室長

沖村 憲樹

な反響を呼び、好評裡に終了することが出来た。修了者に
は全員、
「さくらサイエンスプラン修了書」を差し上げ、
「さ
くらサイエンスクラブ」に入会して頂き、末永く交流する
ことを目指して、フォロー体制を整備しつつある。
成果
○参加者のほぼ 100 パーセントが日本は素晴らしい、日本
人、日本社会、日本の科学技術は素晴らしいと日本を高
く評価し、好印象を持って帰国した。

日本・アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエ

○参加者のほぼ 100 パーセントが、留学、研究、就職等で

ンスプラン」
（SSP）は、科学技術先進国となった我が国が

再来日を希望しており、優秀な人材の確保に貢献する可

発展するアジアの優秀な青少年を招き、最先端の科学技術

能性がある。

に触れて貰い、アジアの科学技術の向上、経済社会の発展

○受入れ大学等では活発な国際交流が行われ、アジアの科

に貢献し、アジアとの交流・友好を深めようとする構想で

学技術人材の育成に貢献すると共に我が国の大学等のグ

ある。

ローバル化に貢献した。参加大学等が自主的な追加活動

本事業は、JST 中国総合研究交流センター長 有馬朗人
先生（元文部科学大臣、元東京大学総長）のご指導とご支
援の下に発足し、成功裡に実施することができた。
SSP は、アジア 14 カ国・地域から、40 歳以下の高校生、
大学生、大学院生、研究者、技術者を、原則 10 日間程度、
我が国の高校、大学、研究機関、企業等に招聘し、共同研究、

○アジア各国の参加者、政府関係者、メディア等は、SSP の
我が国のアジアに対する貢献姿勢を高く評価し、人民日
報、NHK を始め内外 113 のメディアが報道している。
所感
SSP を実施して判明したことは、10 日間程度の短期間の

研修、研究会等へ参加して貰おうとするものである。SSP

交流は、派遣側、受け入れ側、参加者にとって、気軽に利

は、協力関係にある機関や友人を「おもてなし」して、交

用できる制度として極めて評価が高かったことである。ア

流友好関係を拡大強化する「草の根活動」によることを原

ジアの青少年が気軽に来日して、我が国をよく理解するこ

則としている。急成長するアジア諸国との協力拠点が、全

とが更なる交流の糸口となり、本格的国際交流、グローバ

国に拡大し交流活動が活発になることを目指している。

ル化の促進に大きく貢献すると実感できた。

昨年４月公募を開始し、内外に大きな反響を呼び、数倍

アジアは強力な教育政策、科学技術政策を有し、大学は世

の応募があり、
「さくらサイエンス委員会」
（委員長：三木

界的なレベルに達しつつあり、学生は欧米一流大学を目指し

千寿 東京都市大学学長）で厳正に審査決定して頂いた。

ており極めて優秀である。SSPは我が国の大学等を刺激し、

高校生については、アジアの高校生に一流の科学者に
なって貰うことを目的とし、JST が、
「高校生特別コース」

我が国の大学等の向上に大きな貢献をすると思う。
アジアは、政治、経済、あらゆる面で発展が著しく、近い

を企画した。理研など最先端研究機関の見学、ノーベル賞

将来、世界の最重要地域になるであろう。アジア人は優秀で

受賞者等の講演、東大等一流大学のキャンパスの見学を盛

あり、アジアの青少年は、科学技術を始めあらゆる面でアジ

り込んだ。各国から、超難関高校の科学オリンピック金メ

アを中心に世界をリードすることとなろう。SSPを粘り強く

ダリストなど最優秀の生徒が参加し、
最終日、
将来リーダー

継続拡大することにより、アジアのリーダーとネットワーク

となる各国学生が、徹夜で語り合い、友情を育み帰国した。

を作ることは、我が国の大きなソフトパワーとなろう。

初年度は、予定の 2,000 人を上回る 2,945人の青少年を招

SSP は、下村文部科学大臣の適切なご指導により、成功

聘、活発に勉強し、討議し、友情を育み、涙ながらに帰国し

裡に実行することができた。文部科学省、国内各大学研究

ている。更に我が国の 140 の大学等が、アジア諸国の 488

機関等のご協力、中国科学技術部を始め各国関係機関、ご

の大学などと固い絆を結び、協力関係を確立強化した。

参加頂いた青少年の皆様のご協力の賜物であり、心から深

初年度だったが殆ど無事故で、大きな成果を挙げ、大き
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を行う等グローバル化を更に促進する効果が出つつある。

く感謝申し上げます。

平成 26 年度
日本･アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）

一般公募事業 実施状況概要

1. 概況

2. 予算

本事業は、アジアの青少年を我が国に短期間招へいし、

８億 1,000 万円［2,000 人を招へい─予算ベース］

日本の科学技術に触れてもらうことによって、科学技術に対
する夢を膨らませ、科学技術レベルの向上により、
アジアの
科学技術の発展に貢献する強固で継続的な草の根活動を支
援するため、平成 26 年度より開始した新規事業である。
初めて取り組む事業であり、実務的には平成 26 年より

3. 一般公募事業
① 一般公募事業の内容
（1）目的

ごく短期間に準備を整えながら、第一回公募（4 月 25 日〜

アジアは飛躍的に発展しつつある。科学技術は、これ

5 月 23 日）を手始めとし、計三回の「公募」を、限られた

からのアジアの未来を切り拓くものであり、未来を担う

人員で試行錯誤を重ねながら実行した。海外の政府関係機

アジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深める

関、大学、国内の大学、企業、自治体、高校、協会等に対

ことは、これからのアジアと日本の未来にとって、極め

して、限られた時間の中で可能な限り、協力要請と PR を

て重要なことである。このような認識の下、産学官の緊

行った。その結果、全ての対象国 ･ 地域から招へいするこ

密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に

とができ、招へい人数も当初の計画の 2,000 人を大きく上

訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の

回る、2,599 人を送出しの 14 の国 ･ 地域の 330 の機関から

分野で交流を深めることを目指す。
そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への

招へいすることができた。
日本側の受入れ機関は大学を中心に、研究機関、企業、

関心を高め、もって日本の大学 ･ 研究機関や企業が必要

地方公共団体、財団・社団法人、高校、高専等にわたり、

とする海外からの優秀な人材の育成に貢献することを目

分野も様々であり、地域も全国にまたがっている。招へい

的とする。

された青少年はそれぞれの国・地域の機関において選抜さ

（2）対象国 ･ 地域（アルファベット順）
ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、中華人

れた優秀な者であった。
また、招へい対象者の参加後の感想からも、プログラム

民共和国、インドネシア共和国、大韓民国、ラオス人民

の充実、最先端研究や研究環境への感銘、再来日しての留

民主共和国、マレーシア、モンゴル国、ミャンマー連邦

学・研究活動への希望、日本企業への関心、日本および日

共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、台湾、

本人の実際の姿への理解と好意、受入れ機関の細やかな対

タイ王国、ベトナム社会主義共和国、の 14 の国・地域。

応への感謝など、非常に高い評価と関心が示されており、 （3）招へい対象者
高校生、大学生、大学院生、ポストドクターなどで、

本事業の継続を望む声も多く寄せられている。本事業の目
的は基本的に達成してきていると考えられる。

原則として日本に初めて滞在することになる 40 歳以下
の青少年。
（4）交流計画コース
●

A コース「科学技術交流活動コース」:
日本の学校や企業などの受入れ機関のアレンジメント

により、その受入れ機関における特別講義の受講、研究
室訪問などの活動に参加するもので、滞在期間は 10 日
間を限度。招へい人数は、募集時期によって若干異なる
ものの概ね、１グループあたり 10 名を限度。
●

B コース「共同研究活動コース」:
日本の学校や企業等の受入れ機関のアレンジメントに

東海大学のプログラムでは５カ国 ･ 地域の６大学から 1 8 名が参加

より、その受入れ機関において日本の研究者と短期の共
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18 日目 共同研究成果報告、

同研究活動などを行うもので、滞在期間は３週間を限度。

今後の協力などの意見交換など

招へい人数は、募集時期によって若干異なるものの概ね、

19 日目 地元企業訪問など

１グループあたり 10 名を限度。
●

C コース「企画活動コース」:

20 日目 科学館訪問など

受入れ機関（地方公共団体、財団法人または社団法人

21 日目 帰国

であって、自らは教育や科学技術の研究開発活動を行な

１日目 入国、現地到着、日程説明など

れ機関が企画する大学や企業の研究室訪問、学校や科学

２日目 研究機関（大学、企業など）Ａ訪問など

館訪問、科学実験などのサイエンスイベントなどの交流

３日目 移動、研究機関Ｂ訪問など

活動に参加するもので、滞在期間は 10 日間を限度。招

４日目 移動、研究機関Ｃ訪問など

へい人数は、募集時期によって若干異なるものの概ね、

５日目 地元企業訪問など

１グループあたり 30 名を限度。

６日目 科学館訪問など

２日目 研究現状の紹介、特別講義受講など

② 実績
３回に分けて公募を行ったところ、全体で 574 件の申請

３日目 研究施設訪問など

があり、
「日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進委

４日目 若手研究者、学生との意見交換など

員会（さくらサイエンス委員会）
［委員長：三木千寿 東京

５日目 地元企業訪問など

都市大学学長］
」での審査を経て 283 件を採択した。

６日目 科学館訪問など

その結果、招へい対象者としては予定の 2,000 人を上回

７日目 帰国

り、我が国の 140 の受入れ機関がアジアの 14 の国・地域の

B コース「共同研究活動コース」

330 の送出し機関から、2,599 人※の青少年を招へいした。

１日目 入国、現地到着、日程説明など
２日目 研究現状の紹介、
共同研究実施手順の打合せなど
３日目〜 17 日目 共同研究の実施

参考：一般公募事業の概念図
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７日目 帰国

A コース「科学技術交流活動コース」
１日目 入国、現地到着、日程説明など

●

C コース「企画活動コース」

わない機関を対象）のアレンジメントにより、その受入

（5）モデルプラン
●

●

修了者には、「ＳＳＰ修了書」を発行し、「さくらサイエ
ンスクラブ」に入会してもらうことにより継続的にフォ
ローし、交流を保つことにしている。
※
「高校生特別コース」
等による招へいを含む平成 26年度の
招へい対象者総数は 2,9 4 5 人であった。

参考：一般公募事業実施全体フロー図

（1）第 1 〜 3 回の応募・採択状況
公募

4. 説明会活動

応募件数 採択件数 招へい対象者数 招へい対象者数

期間

第 1 回 4/25 〜 5/23
第 2 回 6/23 〜7/18

第 3 回 11/17〜12/4
計

（件）

（件）

316

155

211

（応募）
（人） （採択）
（人）

3,808

88

47

1,921

40

574

300

283

6,029

1,510

2 0 14 年 ４月 14 日（月）東京

2,599

４月 16 日（水）仙台

227

４月 15 日（火）大阪
４月 18 日（金）福岡
（2）関係機関への説明など（主なもの）

（2）招へい対象者数（国・地域別）

2 0 14 年 ４月 関西広域連合

モンゴル 4 2 名 2 ％
ラオス
2 9 名 1％

マレーシア
187名 7 ％
ベトナム
222名 9％

７月 静岡県留学生等交流推進協議会
９月 JICA、在京ミャンマー大使館
10 月 在京インド大使館、在京ラオス大使
館、在京ブルネイ大使館

ブルネイ
5 名 0.2 ％

11 月 スーパーグローバルユニバーシティ

中国
994名
38％

合計
2,5 9 9 名

フィリピン
97名 4％

校との意見交換
12 月 日本の複数大学との意見交換
（インドとの交流）

台湾 14 4 名 5 ％

2015 年 １月 新化学技術推進協会

タイ
312 名
12 ％

韓国
14 2 名 5 ％

インドネシア
2 31名 9 ％

シンガポール
44名 2％

カンボジア 52 名 2 ％

② 招へい対象の国・地域への説明、協力要請など
2 0 14 年 ３月 フィリピン（科学技術省）
マレーシア
（マラヤ大学、マレーシア学術会議等）

（3）招へい対象者数（属性別）

インドネシア
その他 8 0 名 3 ％

研究者
19 9 名 8 ％

ポスドク
18 名 1％

（1）説明会

862

( 平成 2 7年 3月31日現在）

ミャンマー 9 8 名 4％

① 国内

高校生
250名 9％

（インドネシア技術評価応用庁）
中国（大連理工大学等）
台湾（科学技術部等）
４月 韓国

教員
315 名
12 ％

（未来創造科学部、韓国研究財団等）
合計
2,5 9 9 名

大学生
875 名
3 4％

大学院生
8 62 名 3 3 ％

モンゴル
（教育・科学省、モンゴル国立大学等）
フィリピン（科学技術省等）
マレーシア（教育省等）
インドネシア（教育省、研究技術省等）
５月 ベトナム

（4）招へい対象国：14 の国と地域（平成 26 年度）

（科学技術省、教育訓練省、ベトナム
国家大学等）
カンボジア

モンゴル

（教育省、カンボジア工科大学）
韓国

中国

９月 中国（科学技術部等）
ミャンマー（科技部との MoC 締結）
10 月 中国（国際教育展等）

台湾

ミャンマー
ラオス
タイ

ベトナム
カンボジア

12 月 中国（科学院等）

フィリピン

ブルネイ
マレーシア
シンガポール
インドネシア
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5. 広報活動
アジアからの青少年（大学生、大学院生など）が日本の
大学、研究機関などと学術交流を行った実績を多くの人に
知ってもらうための広報（交流活動の紹介など）を積極的
に行った。

① 実績（平成 27 年 3 月 31 日現在）

（1）メディアによる掲載
国内

85 件（NHK、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、

日本経済新聞、東京新聞、中日新聞等の新聞、テレビ、雑誌など）
海外

28 件（中国、韓国、モンゴル、マレーシア等

の新聞、Web オンラインニュースなど）
（2）大学等の受入れ機関、送出し機関 Web サイト掲載
国内

252 件（大学、研究機関、企業などの Web サイト）

海外

13 件（大学、研究機関などの Web サイト）

（3）公式ホームページ

アクセス数 346,241PV

掲載本数：公募計画コース 210 本 / 高校生特別コース
34 本 / 特別寄稿 19 本 / 修了者 ･ 教員からの声 19 本
(4）ＳＮＳ フェイスブック応援サイト 見た人 77,743 人
掲載 338 本 / いいね 3,247 人 / シェア 103 件（外国も含む）

日本を代表する多くの科学者が
さくらサイエンスプランを応援しています。
応援メッセージ
私たちは、科学技術振興機構（JST）が進める「日本 ･ アジア青少年サイエンス交流事業」
（
「さ

くらサイエンスプラン」
）を応援します。

アジアは飛躍的に発展しつつあります。科学技術は、これからのアジアの未来を切り拓くもので

あり、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることは、アジアと日本の
未来にとって極めて重要です。

さくらサイエンスプラン（平成26年度開始）は、高校生、大学生、大学院生、ポストドクターなど、

アジアの幅広い青少年を日本に短期間招聘するプログラムで、日本の青少年と科学技術の分野で交
流を深めます。

私たちは、この事業がアジアと日本の未来の大きな財産になることを期待し、確信しています。
私たちは、アジアと日本の青少年、また関係する機関が積極的にさくらサイエンスプランに参加

してくれるよう呼びかけます。
有馬 朗人
黒田 玲子
榊原 定征
江崎 玲於奈
利根川 進
白川 英樹
野依 良治
田中 耕一
小林 誠
益川 敏英
下村 脩
鈴木 章
根岸 英一
山中 伸弥
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元文部大臣 元科学技術庁長官 武蔵学園長 科学技術振興機構中国総合研究交流センター長

東京理科大学教授 元国際科学会議（ICSU）副会長 2013 年ロレアル・ユネスコ女性科学賞 < 物理科学 >
東レ代表取締役・取締役会長
横浜薬科大学学長

日本経済団体連合会会長

1973 年ノーベル物理学賞

理化学研究所脳科学総合研究センター長

1987 年ノーベル医学生理学賞

筑波大学名誉教授 2000 年ノーベル化学賞

理化学研究所前理事長 2001 年ノーベル化学賞

島津製作所シニアフェロー 2002 年ノーベル化学賞
高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授
名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長

2008 年ノーベル物理学賞

2008 年ノーベル物理学賞

ボストン大学名誉教授

2008 年ノーベル化学賞

パデュー大学特別教授

2010 年ノーベル化学賞

北海道大学名誉教授

2010 年ノーベル化学賞

京都大学 iPS 細胞研究所所長・教授

2012 年ノーベル医学生理学賞

ノーベル賞受賞者からのコメント
「さくらサイエンスプラン」への感想と期待

白川 英樹 博士

筑波大学名誉教授

2000 年ノーベル化学賞受賞

英語で実験教室を指導するのは初めてのことでしたので、どうなることかと思いましたが、

参加した高校生のレベルは高く、また意欲が大変旺盛で楽しく実験の指導ができました。質
問も日本人ならしり込みするところを、多くの生徒が手を挙げました。若干英語での表現力

が足りない子もいましたが、周りの仲間が助け舟を出すなど、実験に対する意欲を感じました。
私にもいい経験でした。高校生の感想を読ませていただきましたが、実験の意図をきちんと
受け止めてもらったことが分かりました。

さくらサイエンスプランでは、できるだけたくさんの高校生を呼んで、日本の文化に触れ

てもらうことが大切なことだと思います。日本の最先端科学技術を単に紹介するだけで終わ
らせるのではなく、基礎的な科学実験を通じて科学技術について学んで欲しいし、またあり
のままの日本を知ってもらうことが大切だと思います。

益川 敏英 博士

名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長

2008 年ノーベル物理学賞受賞

アジアの高校生は積極的で、科学への憧れが非常に強いと感じました。自分の知らないこ

とに対する憧れや、この先に何かあるかもしれないという思い、自分たちにも何かできるぞ
という意気込みがあります。日本の高校生より強いのではないかと思います。

彼らの伸びしろはとても大きいのでぜひ伸ばして欲しい。早く先進国に追いついて最先端

の研究に参加して欲しいと思います。

私が若い頃、日本は戦争にも負けて、世界にキャッチアップしていませんでした。
「俺たち

が先頭に立って駆け上がっていくのだ」という意識がありました。今はきれいな奥さんをも
らってかわいい子供を持って、豊かな家庭があればいいと満足しています。

ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎先生は 35 歳のとき正教員のポストをなげうって、

世界と対等に渡り合おうとアメリカに行かれました。憧れがあれば必ず実現します。アジア
の若い人たちにも、ぜひ第一線にまで駆け上がってきて欲しいと思います。

鈴木 章 博士

北海道大学名誉教授

2010 年ノーベル化学賞受賞

昨夏、
「さくらサイエンスプラン」の「高校生特別コース」で講演した際、日本や中国の若

者が目を輝かせ意欲的に質問してくれたことをよく覚えています。これからも日本とアジア
の国々の若い世代が、サイエンスやテクノロジーをさらに理解し、世界へ向けてその可能性
を広げてくれることを心から願っています。

人には、その人数分だけ生き方があります。若いうちに様々な国の人と交流し、見聞をす

ることで、自分の世界を広げることができます。皆さんがこれから、自分のどんな世界を広
げていくのか、それを楽しみにしています。

根岸 英一 博士

米国パデュー大学特別教授

2010 年ノーベル化学賞受賞

「さくらサイエンスプラン」の高校生特別コースでは、2 度講演いたしましたが、アジアの

高校生の知性の高さをひしひしと感じました。例えば化合物の構造の決め方など、研究のポ
イントをついた質問をたくさん受けました。

講演では野心的にチャレンジする Ambition、基礎を重視する Basic、創造力の Creativity

という ABC を大切にするよう、若い皆さんに呼びかけました。「さくらサイエンスプラン」が、
アジアと日本の架け橋となるだけでなく、イノベーションを担う人材をたくさん生み出すこ
とを心から願っています。
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科学技術交流活動報告

北海道大学（Aコース）
材料系国際サマースクールに中国、台湾の学生を招へい
2014年8月20日～8月2９日

日本の科学技術の中で材料科学は世界的にも優位な分野の一つ
であり、大学における科学技術と企業での応用が直結しているこ
とにその特徴がある。受入れ機関である北海道大学大学院工学研
究院は、材料の製造プロセスや先端的分析法が世界的に著名なこ
とで知られている。
このように、優れた分野の現状を産業躍進の著しい中国の優秀
な学生に対して紹介することで、その後の留学や将来の日中協力
に資すことを目的として、北海道大学では材料系国際サマース
クールを開催した。同サマースクールには、北海道大学の協定
校である北京科技大学材料学院の国際コース（学部 2 年）25 名、
修士課程学生 9 名、引率教員 2 名に加え、台湾国立中興大学材料
（上）オープニングと工学部の種々の国際プログラムの紹介（工学研究院
玄関）、
（ 下）材料工学系研究室の研究セミナー

学院の 2 名を招へいした。
プログラムの前半では、北海道大学のキャンパスツアーを実施
したり、工学部や工学系研究室の紹介、また、今回の主要分野で
ある材料科学や数々の国際プログラムの紹介セミナーなども実施
した。それらに加えて、大学内の研究設備や北海道大学博物館の
見学も行った。

世界でトップ技術の企業を訪問
（左）新日鐵住金室蘭製鉄所で 1 5 0 0 ℃の特殊鋼の製造過程を見学
（右上）日本製鋼所室蘭製作所で研究所の刀匠の鍛造過程を見学
（右下）熱処理後の本物の日本刀に触って感動

プログラム

実施場所

プログラムの後半では、学外の先進産業見学として、苫小牧市
にあるトヨタ自動車北海道、室蘭市にある新日鐵住金室蘭製鉄所
や日本製鋼所室蘭製作所で、最新のロボット技術、特殊鋼の製造
プロセス、大型構造体加工プロセスなどを見学した。いずれも日

１日目

到着

2日目

北海道大学工学部の紹介
北海道大学工学系研究室の紹介

北海道大学

3・4
日目

夏季研修

北海道大学

5日目

市内博物館見学
苫小牧へ移動

札幌市
苫小牧市

6日目

トヨタ自動車北海道見学
新日鐵住金室蘭製鉄所見学

苫小牧市
室蘭市

7日目

日本製鋼所室蘭製作所見学
火山博物館
札幌へ移動

室蘭市

8日目

北海道大学工学部材料科学で研修

札幌市

員とても元気で、日本の自然、環境、そして文化をも合わせて勉

9日目

自由時間
研究討論会

札幌市

強することができたと心から満足した様子だった。

10日目

帰国

各研究室へ分属

本の誇る世界一級の産業ばかりで、参加者たちは目を輝かせ熱心
に見学していた。
また、これらの先端産業見学以外にも、学生たちは北海道神宮、
オリンピックウインタースポーツミュージアム、日本刀鍛造所、
国際ジオパーク、火山博物館などのさまざまな施設を訪問した。
さらにアウトドア・アクティビティや登別温泉での宿泊など、
盛りだくさんの内容で、日本滞在中は移動の連続だった。このよ
うに非常に忙しいスケジュールにもかかわらず、参加者たちは全

なお、北海道大学の博士後期課程に留学を希望する学生 9 名に
対しては、2 日間にわたり関係教員が面談を行った。
「このプロ
グラムをきっかけにして、将来の優秀なサイエンティストを輩出
できることを期待している」と大学側は語っている。
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大学

東北大学（Aコース）
中国の院生・学生、
災害歯科医療学に関する短期研修を経験
2014年10月22日～10月29日

東北大学大学院歯学研究科では、中国の歯科基幹校である北京
大学口腔医学院、四川大学華西口腔医学院、天津医科大学口腔医
学院および福建医科大学口腔医学院の４大学から大学院生７名お
よび学部学生３名（計 10 名）を招へいし、災害歯科医療学に関
する短期研修を行った。
災害歯科医療学において、
日本は世界の先駆者的な立場にあり、
研究・教育・実務経験等でトップレベルを維持している。特に東
北大学大学院歯学研究科は東日本大震災での豊富な現場経験があ
ることから、この分野において日本でリーダー的な役割を果たし
ている。

人型歯科実習用ロボットの見学

８日間の期間中、研修生たちが受けた研修は多岐にわたった。
東北大学歯学研究科では、災害歯科医療学講義を受講した。さら
に歯学研究科や病院の見学、また日本の学生たちとの交流を行っ
た。被災地実地研修では南三陸町を訪問し、またトヨタ自動車東
日本宮城大衡工場の見学も行った。加えて、仙台市科学館 ･ 仙台
市博物館 ･ 青葉城資料展示館の見学など、短期間に多くの場所や
施設を訪れた。

被災地での歯科活動の実態を研修
歯学研究科では、歯科分野で行っている同研究科の最先端の研

大学病院歯科部門 3D - P r i n t i n g システムの見学

究内容や研究環境に触れ、先進的な病院システムも見学した。ま
た南三陸町では、東北大学卒業生の斎藤政二先生（公立南三陸診
療所）から、津波襲来直後の様子や被災地での歯科活動について
の講義を受けた。さらに斎藤先生は被災地をバスで案内しながら

プログラム
1日目

東北大学

2日目

東北大学大学院歯学研究科見学
東北大学病院歯科部門見学

東北大学
歯学研究科
東北大学病院

3日目

災害歯科医療学特別講義

東北大学
歯学研究科

4日目

東日本大震災被災地実地研修

宮城県南三陸町

5日目

仙台市科学館見学
仙台市博物館見学
青葉城資料展示館見学

仙台市

6日目

トヨタ自動車東日本宮城大衝工場見学
東北大学資料館見学

宮城県黒川郡
東北大学
片平キャンパス

7日目

松島観光

宮城県松島町

8日目

帰国

当時の様子や災害歯科医療について、実際の体験を踏まえて丁寧
に説明をしてくださった。
トヨタ自動車東日本の工場では、自動車製造に関する日本の最
先端科学技術を見学しただけでなく、電力供給システムについて
も学んだ。
これは災害発生時に電力供給がストップした場合でも、
太陽光発電で自社工場はもとより、工場周囲にある他の企業にも
電力の供給を可能にしてくれるシステムだ。
今回の短期研修では、災害歯科医療学を多角的に学習すること
ができ、参加した学生たちにとって得るものが多かったようだ。
最終日の松島観光では、日本の豊かな大自然や美しい景色に研修

実施場所

仙台着
オリエンテーション

生一同、感銘を受けていた。滞在期間中は留学生や日本人学生と
の交流会も行われ、日本人学生にとっても研修生たちとの交流は
良い刺激となった。
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科学技術交流活動報告

長岡技術科学大学（Bコース）
タイとマレーシアの大学生と共同研究、コロキウムも開催
2014年11月4日～11月24日

長岡技術科学大学では、さくらサイエンスプラン（日本・アジ
ア青少年サイエンス交流事業）の採択に伴い、タイのチュラロ
ンコン大学（CU）から６名、マレーシアのマレーシア科学大学
（USM）から４名、計 10 名の大学院生を招へいし、同大学の教
員との共同研究を行った。
これまでも長岡技術科学大学では、今回の送出し機関である
CU、USM それぞれの大学でジョイント・シンポジウムを 2 回ず
つ開催しており、これらのシンポジウムには同大学からも計約
80 名が参加している。
招へい対象者たちは各研究室で実験に取り組んだ

また、CU、USM の研究者たちを長岡技術科学大学で毎年開催
される国際会議（IGCN2012、2013、2014）に招へいするなど、
同大学では、これまでも送出し機関の大学と活発な研究交流活動
を行ってきた。
今回の受け入れに際して、同大学では学生たちの専門分野と研
究テーマに配慮した上で指導教員を決定し、材料、化学、生物の
各研究室に配属した。学生たちはそれぞれの指導教員からの指示
を仰ぎながら、約３週間にわたって、研究室で実験・解析等に取
り組んだ。

研究発表会では活発な意見交換が

研究発表会後、修了証を手に記念撮影

プログラム
１日目
2〜4
日目

実施場所

ガイダンス
セミナー研修

長岡技術科学
大学講義室

受入れ研究室での研究指導

長岡技術科学
大学受入れ研究
室

また、さくらサイエンスプランの実施期間中に共同研究の他、
ジョイント・コロキウムを開催した。コロキウムには他のプログ
ラムで招へい中の CU の若手教員９名、本プログラムで招へいし
た同じく CU の学生６名の他、長岡技術科学大学の物質・材料系
の若手教員を中心に、ポスドク、学生など 30 名以上が参加した。

5・6日
目

市内見学

長岡市

７〜11
日目

受入れ研究室での研究指導

長岡技術科学
大学受入れ研究
室

12・13
日目

市内見学

長岡市

14〜17
日目

受入れ研究室での研究指導

長岡技術科学
大学受入れ研究
室

の研究発表会には関係研究室の教員や学生たちが多数聴講し、会

18日目

最終報告会

同上

なった。

19・20
日目

市内見学

長岡市

21日目

帰国

コロキウムは 2 日間にわたって開催され、初日はそれぞれの教
員たちが、2 日目は学生たちが研究発表を行い、両日共に活発な
意見交換が行われた。
今回のプログラムの最後には 3 週間の共同研究のまとめとし
て、招へいした学生たち 10 名による研究発表会が行われた。こ
場では熱心な質疑応答が行われるなど、実り多い研究発表会と
今回のさくらサイエンスプランの交流をきっかけとし、長岡技
術科学大学では、今まで交流がなかった分野での共同研究の推進
をはじめ、さらなる大学間の交流活動を今後も活発に行っていく
予定である。
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大学

福井大学（Aコース）
国際原子力人材育成に向けたベトナムと日本の人材交流
2014年9月21日～9月28日

ベトナム政府は原子力人材育成を支援し、ベトナム国内の大学
に原子力工学教育を行える体制を整えようとしている。特にこれ
から原子力工学で博士号を取得しようとする若手教員の育成に力
を入れており、ロシアや日本への留学を支援している。福井大学
は、ベトナム教育訓練省と協定を結び、ベトナム政府奨学金によ
る留学生を受け入れる体制を整え、国際的な原子力人材育成のた
め、ベトナム電力大学の若手講師と学生を招へいした。
まず特別講義では、仁木秀明教授よりレーザー同位体分離に関
する講義が行われた。交流会では、電力大学の学生からベトナム
文化を紹介してもらい、福井大学の学生からは眼鏡デザインプロ

藤島高校での学生交流会

ジェクトの成果が英語で発表された。
福井県立恐竜博物館と永平寺も見学した。福井県内の企業見学
では、セーレン研究開発センターを訪問し、同社が世界展開して
いる事業内容や採用実績、サンプルを見ながらの製品紹介などの
説明を受けた。日華化学の見学では、毛髪用化粧品の生産ライン
を見ながら、製造過程の説明を聞き、品質管理の厳しさを勉強し
た。藤島高校との学生交流会では６つのグループに分かれ、一人
ずつ英語でプレゼンテーションを行い質疑応答が行われた。

原子力施設を初めて見学

福井県原子力環境監視センターにて観測データを見ながら説明を受ける

敦賀キャンパス（福井大学附属国際原子力工学研究所）では、
宇埜正美副所長や島津洋一郎特命教授から日本の原子力発電の現
状に関する特別講義を受け、福井県原子力環境監視センターで
は可搬式モニタリングポストやモニタリングカーを見学。（公財）
若狭湾エネルギー研究センターの見学では、タンデム加速器とシ
ンクトロン加速器を連結した加速器についての説明を受けた。
さらに陽子線がん治療や植物の品種改良への応用事例を学び、

プログラム
到着

2日目

特別講義
学内見学および学生交流会

福井大学

3日目

福井県立恐竜博物館、永平寺を見学

各所

4日目

企業を 2 社見学、藤島高校交流会

各所

5日目

敦賀キャンパスでの講義
福井県原子力環境監視センター見学

福井大学附属
国際原子力
工学研究所

6日目

公益財団法人若狭湾エネルギー研究
センターを見学
関西電力美浜発電所を見学

各所

7日目

大阪市立科学館を見学

大阪

8日目

帰国

関西電力美浜発電所を見学。電力大学の学生は初めて実際の原子
力発電所を見学したとのことで、多くの質問が出たが、福島事故
後の日本の安全対策の取組みの説明に熱心に聞き入っていた。
ベトナム・電力大学の学生と直接交流できたことは大変貴重な
機会となり、
若手講師とは博士号取得に関する意見交換もできた。

実施場所

1日目

このプログラムを通じて教員同士の交流が進み、福井大学は、相
手国と協力することで、国際的な人材育成の協力体制が強化でき
るとの確信を持った。今後も日本がアジアの研究開発の拠点とし
てふさわしい人材育成の場になることを目指し、さらにベトナム
の他の大学とも協定を結ぶために、準備を進めている。
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東京大学（Aコース）
清華大学、
ソウル国立大学と 3大学学生ワークショップを開催
2014年10月15日～10月22日

東京大学大学院工学系研究科では、清華大学（中国）から９名、
ソウル国立大学（韓国）から 10 名の大学院生を招へいし、３大
学間の「材料科学に関する学生ワークショップ」を開催した。各
大学の教員による招待講演の後、３大学の大学院生による 30 件
の研究発表が行われ、高強度な金属からナノ材料、電子デバイス、
バイオ応用と多岐にわたる材料科学の研究について、学生間で活
発な議論が交わされた。
今回のワークショップでは、プログラム作成から会場準備、当
日の司会進行に至るまで、幹事役の大学院生を中心にすべてを学
ワークショップでは活発な議論が交わされた

生たちで行ったのが特徴だ。また、学生の投票によって優秀プレ
ゼンテーション賞を決定し、ワークショップ後の懇親会で表彰を
行った。

３大学間のネットワークがより強まる
今回のさくらサイエンスプランでは２日間にわたるワーク
ショップ以外にも文化施設や研究施設などの見学時間をとること
ができ、そのため、学生同士のコミュニケーションがよりいっそ
う深まった。
東大の学生の案内で、浅草寺、浜離宮、スカイツリーなどの都

優秀プレゼンテーション賞の受賞者たち

プログラム

内見物や日本科学未来館を訪問した。また、日本の材料研究の
実施場所

1日目

到着、歓迎レセプション

東大
駒場キャンパス

2日目

3 大学合同学生ワークショップ
駒場Ⅱキャンパス施設見学

東大
駒場キャンパス

3日目

3 大学合同学生ワークショップ
東大駒場リサーチキャンパス施設見学

東大
駒場キャンパス

4日目

日本科学未来館、江戸東京博物館、
スカイツリー等見学
都内
交流会

5日目

秋葉原等、都内観光
自由時間および交流会

6日目

つくば市 物質・材料研究機構
（NIMS）
つくば市
の施設見学

7日目

東大 柏キャンパスおよび研究室見学
東大 本郷キャンパスおよび研究室見学

8日目

帰国

都内

東大
柏キャンパス
東大
本郷キャンパス

最先端を紹介するため、つくば市の物質・材料研究機構（NIMS）
などの研究施設を見学した。
さらに東京大学の柏キャンパスでは新領域創成科学研究科物質
系専攻の研究室を見学。本郷キャンパスでは工学系研究科マテリ
アル工学専攻の研究室を見学した。
このようにプラズマ科学や準結晶材料の研究、ナノバイオ研究
などの研究分野を紹介することで、学生たちにとっては日本国内
で進行しているさまざまな領域の材料科学の研究状況を知る良い
機会となった。
３大学間では以前から学術的な連携を継続的に行ってきたが、
今回のさくらサイエンスでの交流を通じて、大学間のネットワー
クはいっそう強固になったと言える。今後も定期的で継続的な人
的交流を続けていくことが重要であると、参加者一同も強く感じ
ており、３大学の引率教員間で、2015 年の秋には、今度は中国
の清華大をホストに、東大とソウル国立大の大学院生が中国を訪
問し、再び同じような３大学学生ワークショップを行うという方
針を確認した。
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日本大学（Aコース）
台湾の学生が日本の農業現場を体験学習
2014年７月２日～７月１５日

国立中興大学（台湾）の農業及自然資源学院園芸学科の学生
15 名と教員２名が、日本大学生物資源科学部植物資源科学科（平
成 27 年度より生命農学科）での 2 週間にわたる研修プログラム
に参加した。中興大学の引率者である林教授は数年前に同学科に
留学しており、また中興大学は日本大学の海外学術交流提携校で
もあるなど、両校の関係は深い。
今回の研修は農学分野での技術交流が目的のため、研修は講義・
実験・実習・視察で構成された。学生たちはまず、
「我が国の農
業の発展と技術開発の歴史」
「我が国の花き生産の特徴と基礎的
研究の発展」
「我が国の作物病害防除の特徴と植物医科学の発展」

神奈川県農業技術センターで研究員の説明に熱心にメモを取る研修生たち

などのテーマで講義を受けた。
実験は生命農学に関する内容で、
「植物の DNA 分析」や「遺
伝子マーカーの検出法」などをグループに分かれて実施した。ま
た「伝統的稲作技術」や「温帯型稲作栽培」
「花き類の施設栽培」
、
の実習にも取り組んだ。さらに学生間の交流を図るため、台湾の
学生だけでなく日本の学生たちも参加するようにした。

農産物直売所や農家も訪問
農業の基礎的研究が生産現場でどのように活かされているかを
理解してもらうため、ラボワークに加えて現地視察も行った。

修了証を持って記念撮影

地元神奈川では、特に暖地における農業の実態を知ってもらう

プログラム

ため、三浦市にある神奈川県農業技術センターを訪問し、野菜に

到着
オリエンテーション

2日目

オリエンテーション
実習、歓迎会

日本大学
湘南キャンパス

3日目

講義、学部内研究施設見学

日本大学
湘南キャンパス

4日目

講義
横浜観光

最終日にはセミナーを開催し、台湾の学生たちが研修の成果に

5日目

鎌倉時代の日本庭園の様式理解
湘南地域の植生と景観の特徴

ついて英語と日本語で報告した。日本大学からも多くの教員・学

6日目

実験

7日目

神奈川県農業の現状および研究課題
の紹介

関する試験の様子を見学した。また、JA よこすか葉山の農産物
直売所「すかなごっそ」では販売形態や価格設定等の説明のほか、
トレーサビリティの書類も実際に見る機会を得た。
さらに長野県や山梨県へも足を延ばし、高冷地野菜づくりや花
き産地の見学、農家の訪問を行った。

生が参加して発表の内容を熱心に聴講した。
また、今回のさくらサイエンスプランの終了後も、日本大学生

1日目

8日目

高冷地野菜生産地域視察

物資源科学部植物資源科学科
（平成 27 年度より生命農学科）では、

9日目

国立公園内における休間農業視察

９月に中興大学で短期研修を実施し、今度は日本の学生たちが熱

10日目

山梨県総合農業試験場視察
伝統食品の素材生産と製造
学生交流会

帯・亜熱帯地域の農学を学んだ。さくらサイエンスプランによる

11日目

受け入れですでに学生間では交流が深まっており、台湾を訪れた

12日目

際には、とても手厚く歓迎された。これらの研修を通して両校の

13日目

セミナ－

関係はさらに深いものとなった。

14日目

帰国

東京観光

実施場所

日本大学
湘南キャンパス

日本大学
湘南キャンパス
横浜市
鎌倉市
藤沢市

日本大学
湘南キャンパス
神奈川県
軽井沢

山梨県山中湖
周辺
甲斐市

日本大学
湘南キャンパス
東京

日本大学
湘南キャンパス
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千葉大学（Aコース）
中国・電子科技大学がわが国最先端の高周波・MEMS を研修
2014年8月24日～8月30日

千葉大学は中国成都の電子科技大学から学部生９名・大学院生
1 名と引率教員１名（計 11 名）を招へいし、東北大学の協力のもと、
高周波並びに MEMS（微小電子機械システム）技術に関する研
修を実施した。千葉大学大学院工学研究科・橋本研也教授は、学
生たちが日本の高周波並びに MEMS 関連の教育・研究環境を体
感することにより、将来大学院生やポスドクとして再来日したい
という憧れを誘発することを視野に、研究室見学や講演だけでな
く、英語での講義や実習も行った。
参加者は電子科技大学側で選抜したが、学業成績に優れ、英語
千葉大学におけるセミナーの様子（講演者は劉浩教授）

に堪能なことはもちろん、研修内容の高周波・MEMS 技術に興
味を持ち、さらに日本への留学に興味がある点を基準とした。
千葉大学では、劉浩教授のバイオメカニクスに関するセミナー
や橋本教授による高周波電子工学に関するセミナーを実施した。
また、伝送線路に関する講義や研究室の見学、さらにネットワー
クアナライザを利用した高周波ケーブル中の電磁波速度測定の実
習を行った。

プログラム後半は東北大学で研修
東北大学 田中秀治教授（右端）による M E M S 関連設備の紹介

プログラム

実施場所

東北大学では MEMS に関する世界的権威の田中秀治教授によ
るセミナーと、最先端の研究環境が整備されている同教授の研究
室を訪問した。また、東北大学試作コインランドリーも見学した
が、これは MEMS を中心とした試作開発用の共用設備を企業等

1日目

到着

2日目

劉浩教授講演会
高周波電子計測に関する特別講義

千葉大学

3日目

高周波電子計測に関する実習
仙台へ

千葉大学

4日目

田中秀治教授講演会
東北大学田中研究室見学
東北大学西澤記念センター見学

東北大学

5日目

東北大学末松研究室見学
メムス・コア見学
西千葉へ

東北大学
メムス・コア本社

6日目

千葉大学兪研究室
劉研究室見学
日本科学未来館見学

千葉大学
日本科学未来館

7日目

帰国

に開放し、実用化を支援するのが目的だ。また、MEMS 機器の
開発支援や委託を業務とし、田中研究室と密接に連携しているメ
ムス・コア社を訪問した。世界最先端の MEMS 研究・開発環境
並びに産学連携の実態を垣間見ることができ、学生たちは大きな
刺激を受けたようだ。さらに、世界最先端の移動体通信技術を開
発している東北大学末松憲治教授の研究室も訪れた。
中国の電子科技大学はレーダー技術開発を目的として創設され
た経緯から、高周波技術に関して著名で、それなりの研究環境は
見慣れているが、それでも世界第一線の研究・開発環境は想像を
はるかに超え、学生たちは大きな刺激を受けた。
修了式直後に実施したアンケート調査によると、参加者全員が
このプログラムに満足しており、千葉大・東北大の教育・研究環
境の素晴らしさが印象深かったと語っている。将来、日本への留
学に興味を持ち、大学院生やポスドクとして再来日してほしいと
いう本プログラムの目的は、十分に達成できたと言える。
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早稲田大学（Aコース）
独自の産・官・地域ネットワークを活用して交流プログラムを展開
2014年11月23日～12月6日（さくらサイエンス該当日は10日間）

早稲田大学では、シンガポールポリテクニック（SP）の学生
10 名（バイオテクノロジー科、バイオメディカルサイエンス科）
を招へいした。
交流プログラムは「多様な科学技術・産業・学生交流により、
招へい学生の知的好奇心を育む」をテーマとし、
早稲田大学の産・
官・地域のネットワークを活用して科学技術交流や大学・産業現
場等での研修を行い、SP の優秀な学生に日本や早稲田大学に興
味を持ってもらうのが目的だ。
また、両校はバイオサイエンス分野における研究協定を平成
25 年 12 月に締結し、早稲田大学の海外研究拠点である早稲田大

ヤマトイモ農家でイモ掘りを体験

学バイオサイエンスシンガポール研究所と SP のジョイントラボ
を SP 内に開設、連携研究を開始している。
プログラムは、導入としてのキャンパスツアーや日本語研修を
手始めに、異分野・異文化交流として同大学の人文社会科学系授
業の体験、学生との交流、さらに日本の歴史・文化体験として、
江戸東京博物館、鎌倉大仏殿跡として国の史跡に指定されている
高徳院や横浜見学などを実施した。
さらに、地域産業現場の見学として、埼玉県本庄市にある世界
トップレベルの部品・材料メーカーの DOWA ハイテックと、「ガ
リガリくん」で良く知られている赤城乳業、そしてヤマトイモの

早稲田大学先端生命医科学センター（T W I n s）で人工心臓の説明を受ける

生産農家を訪れ、日本の科学技術と社会・経済との接点としての
地域産業の現場を体験した。

「先端材料」国際シンポジウムにも参加
後半には、理工系分野の授業体験を行った。また、早稲田大学
と東京女子医科大学の医理工融合研究教育拠点の先端生命医科学

プログラム

実施場所

1日目

到着
オリエンテーション

早稲田
キャンパス

2日目

異分野授業体験（人文・社会科学系
学部）、留学生との交流

早稲田
キャンパス

3日目

異分野授業体験（人文・社会科学系
学部）、日本歴史・文化体験 （江戸
東京博物館）

早稲田
キャンパス
江戸東京博物館

地域産業見学・体験
（DOWA ハイテック、赤城乳業）

研究教育施設「先端生命医科学センター
（TWIns）
」を訪れ、先

4日目

進的なバイオ分野研究の説明を受けた。さらに産業技術総合研究

5日目

日本歴史・文化体験（高徳院）

神奈川県鎌倉市

6日目

キャンパスツアー
理工系授業体験

西早稲田
キャンパス

所では、最先端のゲノム情報の説明を受け、ライフサイエンス実
験用の汎用ヒト型ロボットのデモを見学した。
最終日には早稲田大学と SP 合同開催の「先端材料（Advanced
Materials）
」をテーマとする国際シンポジウムに参加した。同シ
ンポジウムには両校から研究者が出席し、最新のナノ材料研究に
ついて講演した。また、SP の学生もプレセッションとして、今
回のさくらサイエンスプランのプログラムを通して学んだことや
感想を発表し、研究者と意見交換を行うなど、貴重な時間を過ご
すことができた。

早稲田大学研究施設見学
7日目 （先端生命医科学センター）
理工系授業体験

埼玉県本庄市

先端生命医科学
センター
西早稲田
キャンパス

8日目

先端研究所見学（産業技術総合研究
所 臨海副都心センター）
理工系授業体験

産業技術総合
研究所
西早稲田
キャンパス

9日目

シンポジウムへの参加およびグルー
プ発表、フェアウェル・パーティ

西早稲田
キャンパス

10日目

帰国
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麻布大学（Aコース）
家畜疾病、
人獣共通感染症に対する国際防疫網構築の人材育成
2014年12月7日～12月16日

近年、鳥インフルエンザをはじめ家畜疾病や人獣共通感染症等
が国境を越えて伝播する事例が多く見られ、国際的な関心を集め
ている。日本の獣医学はアジア圏のなかでも古い歴史を持ってい
るが、日本国内で行われている最先端あるいは特有の家畜疾病診
断法はアジア圏ではあまり知られていない。
獣医学、動物応用科学および環境科学に関する分野で多くの学
術実績をあげてきた麻布大学は、中国、韓国、インドネシア、タイ、
台湾、フィリピン、マレーシアの７カ国・地域から 24 名の外国
人獣医学生を招へいし、家畜疾病診断法について実習形式の研修
麻 布 大 学 に お け る 血 液 原 虫 の 診 断 法、と く に、血 液 塗 抹 と r e a l t i m e
- P C R の実践

を行った。実習には日本人学生６名（麻布大学、東京大学、東京
農工大学、日本大学、日本獣医生命科学大学）も参加して共に研
修を行い、日本の学生の国際研究交流の現場体験ともなった。

実習と見学で習得した獣医学の実学
参加者は６グループに分かれて、共同で家畜感染症の最新予防
法について実習形式で学んだ。また、各国の家畜疾病や人獣共通
感染症についても討議し、国際学術会議的な場も設けられた。施
設や設備は麻布大学獣医学部内のものを用い、スタッフは同大学
獣医学科の主に感染症の研究に携わる 10 名であった。
麻布大学で外部寄生虫観察後の討論会。各自の国で外部寄生虫に対する
診断、治療、および防御策がどのようにとられているかの説明

1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目

16

プログラム

到着
開講式、
オリエンテーション。旋毛虫の
実験動物への感染実験、幼虫の検出・
同定。
旋毛虫感染筋肉の標本作製
培養マクロファージからの分泌サイト
カインのSandwich ELISA
（サイトカイ
ンアレイ）
による検出など
山梨県酪農試験場における牧草地改善
および牛の体外受精卵着床率向上につい
ての講義。山梨県の旧杉浦医院の見学
蠕虫感染症診断のための定量的糞便検
査。中間宿主における吸虫幼虫の発育
条件の検討および各発育の検出・観察
相模原JAXAキャンパス、相模原市博
物館、
目黒寄生虫館の見学
人獣共通細菌病講義。Multiplex PCR
によるカンピロバクター属菌の同定、
サ
ルモネラ属菌のPCRタイピング
鶏卵線維芽細胞の培養、ウイルス接種、
CPE観察、蛍光標識モノクローナル、ポリク
ローナル抗体による感染細胞の重複染色
赤血球内に寄生するバベシア原虫の血
液塗抹およびreal time-PCRによる検
出など。
修了式
帰国

実施場所
麻布大学
麻布大学

実習内容は、食品由来寄生虫病を引き起こす旋毛虫の実験動物
への感染実験、消化法による幼虫の検出・同定、旋毛虫感染筋
肉の標本作製など、多岐にわたった。Multiplex PCR によるカン
ピロバクター属菌の同定、LAMP 法によるサルモネラ属菌の迅
速検出、赤血球内に寄生するバベシア原虫の血液塗抹および real
time-PCR による検出なども行った。
さらに、山梨県酪農試験場において、牧草地改善や牛の体外受
精卵着床率の向上についての講義を受講した。また、日本住血吸

山梨県
麻布大学
目黒寄生虫館
等
麻布大学
麻布大学

虫症の撲滅に関わった旧杉浦医院では、本症撲滅までの歴史と研
究などについて学んだ。また、JAXA の相模原キャンパスや相
模原市博物館、目黒寄生虫館なども見学した。
このプログラムでは、参加者全員が将来アジア各国で感染症の
制御や防疫の仕事に携わる獣医師免許保持者か獣医学科高学年の
学生なので、家畜感染症防疫の概念を徹底させる研修を実施した。
参加者公募の際、ある一定の技術と知識のレベルに達しない学生
には修了証を発行しない旨、来日前から送出し機関および参加者

麻布大学

に伝えていたが、多くの参加者から、プログラム実施期間の延長
の希望が出された。

大学

京都大学（Bコース）
ミャンマー・ヤンゴン大学の学生が最新の地震防災技術を学ぶ
2014年10月11日～10月31日

京都大学防災研究所では３週間にわたってミャンマー・ヤンゴ
ン大学地質学部から学生８名、教員２名の計 10 名を招へいした。
今回採択されたプログラムは、これまで京都大学とヤンゴン大学
との間で共同研究を行ってきた「非破壊的地質調査手法を用いた
地震被害予測法」を使って、学生たちに技術の習得を行ってもら
うと同時に、日本の地震防災の最先端技術について学んでもらう
のが目的だ。
地震大国・地震工学大国である日本は、災害予測技術は世界最
高水準にある。一方ミャンマーは大陸の縁辺にあって沈み込み帯
が近く、置かれている状況が日本とよく類似しているが、その地

微動観測の実習を行った

震予測・地震被害予測技術はまだまだ低いのが実態だ。

自分たちで微動観測を行い、解析
ミャンマーの学生たちは、オリエンテーションを受けた後、ま
ず京都市内を観光し、伝統的構造の建築物を見学して、日本特有
の文化や地質学的特徴について学んだ。その後、京都大学防災研
究所で「非破壊的地質調査手法」
「地震被害予測技術」について
の講義を受けた。
翌週は関東地方を訪れ、日本科学未来館、清水建設技術研究所、
産業技術総合研究所等を訪問し、最新の建設技術や免震機構など

地盤構造特性を調べるための解析の演習

について学んだ。
プログラム

再び関西に戻ってからは、地盤構造調査のための微動観測を
行った。これは実際に地震計を宇治キャンパスに持ち出し、自分

1日目

を行うとともに、新関西国際空港、野島断層保存館、神戸港震災

2・3日目
4・5日目
6・7日目
8日目
9日目

メモリアルパーク、および大和ハウス工業総合技術研究所を訪問

10日目

し、地震対策を学んだ。

11日目

たちの手で微動観測を実施する実習だ。
さらに足を延ばして和歌山和泉断層帯の根来断層の露頭の観察

とりわけ野島断層保存館の見学では、兵庫県南部地震の際に発
生した実際の地表面断層に触れ、隣接する震災体験館では地震の
揺れを体験するという、貴重な機会を得た。
関西圏での見学を終えた後は、前週に行った微動観測データを
用いて、地盤構造特性を調べるための解析や、得られた結果を解
釈するための理論計算方法の演習を行った。
これら盛りだくさんの３週間の研修を終え、最終日に学生一人
一人に修了証が手渡されたが、この模様は NHK によって取材さ
れ、夕方のニュースで放映された。

12日目

到着
オリエンテーション
伝統建築物見学
「非破壊的地質調査手法」講習会
「地震被害予測技術」講習会
伝統建築物見学
休日
東京へ移動
日本科学未来館見学
清水建設技術研究所見学
つくば地質調査所・建築研究所見学
都内建築物見学
京都へ移動

13・14
「非破壊的地質調査手法」フィールド実習
日目
大型振動台室内被害実験見学
15日目
宇治川オープンラボラトリ津波実験見学
16日目 奈良市内の伝統建築物見学
大和ハウス工業総合技術研究所見学
17日目
新関西空港見学
野島断層保存館
18日目
神戸市立青少年科学館等見学
19・20 「非破壊的地質調査手法」解析実習
日目
総括会
21日目 帰国

実施場所
防災研究所
京都市内
防災研究所
防災研究所
京都市内
東京
東京
つくば
東京
防災研究所
防災研究所
奈良
神戸
大阪
淡路島
神戸
防災研究所
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大阪大学（Aコース）
ベトナムの若手研究者、
日本の感染症研究を学ぶ
2014年11月5日～11月25日

大阪大学グローバルコラボレーションセンター（GLOCOL）
では、３週間の日程でベトナム・タイビン医科大学から大学院生
２名と若手研究者１名の計 3 名を招へいし、研究に関連した日本
の科学技術を紹介するとともに、共同研究やセミナーなどを実施
した。
タイビン医科大学は、GLOCOL が地球規模課題対応国際科学
技術協力（SATREPS）の一環として実施している「薬剤耐性菌
発生機構の解明と食品管理における耐性菌モニタリングシステム
の開発」に参加しており、招へい対象者たちは今回の招へいによっ
連携研究機関で共同研究を行うタイビン医科大学の若手研究者

て、SATREPS に関係する技術や知見をさらに向上させることが
でき、また、日本の研究者たちと共同研究を行うことで、日本の
研究状況や研究の意義についても学ぶことができた。
プログラムを実施するにあたっては、GLOCOL の研究施設を
はじめ、大阪大学医学系研究科、薬学研究科、大阪府立大学生命
環境科学研究科、大阪府立公衆衛生研究所などの研究施設を利用
した。また、スタッフも、GLOCOL のコーディネーターと関連
機関の担当教員・専門家が協力、連携し合って資料などの準備に
あたった。

日本の科学技術の歴史や応用の実際にも触れる

大阪府立公衆衛生研究所で

プログラム

実施場所

ベトナムは今、耐性菌について深刻な問題を抱えていることが
明らかになりつつある。日本は感染症研究ではトップレベルにあ

1日目

到着
オリエンテーション

2日目

研究現状の紹介
共同研究実施手順の打合せなど

大阪大学
GLOCOL

3日目

大阪 大学 GLOCOL にてセミナーに
参加
各共同研究実施地に移動

大阪府立大学
りんくうキャン
パス

4〜18
日目

共同研究の実施

阪大吹田、
府大りんくう、
公衛研

19日目

共同研究成果報告書の作成
共同研究成果報告会

大阪大学
GLOCOL

20日目

大阪大学微生物病研究所訪問
大阪市立科学館（コンテンツ）訪問

大阪大学
吹田キャンパス
大阪市

21日目

帰国

り、問題解決のための研究実績を多く有している。今回の招へい
により、当該問題の解決に資する科学技術を紹介し、共に研究活
動を行うことで、参加者たちの最先端の科学技術への理解や関心
を大いに高めることができた。
また、こうした大学や研究機関での研究の合間には、グルメ杵
屋社会貢献の家（老健施設）や大阪市立科学館、大阪大学総合学
術博物館などを見学するプログラムも組まれ、参加者は医療以外
の日本の科学技術の歴史やその応用の実際についても学ぶことが
できた。
これらの経験を通して、今行っているプロジェクトやベトナム
の科学技術の将来、そして、日本との協力について、いろいろ考
えさせられたという、充実した３週間だった。
プログラムを実施した 11 月、関西は紅葉シーズン真っ盛り。
一行は箕面公園の昆虫館を見学した際に、日本の秋の自然を存分
に満喫していた。
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大学

関西学院大学（Aコース）
インドネシア・台湾の学生、
神戸の先端技術に触れる
2014年11月16日～11月22日

関西学院大学理工学部では、
インドネシアと台湾の学生を招き、
神戸が誇る最先端技術を体験してもらった。古くから外国文化と
共生してきた神戸の地にあって、多文化共生を重視し、多くの留
学生を受け入れてきた同大学は、今回の招へいプログラムでも、
研修の合間に日本人学生や留学生、教員たちと交流する機会を設
け、大いに盛り上がった。
参加者は、インドネシアのパジャジャラン大学、台湾の国立台
湾師範大学、同じく台湾の東海大学から来日した９名。１週間の
日程にもかかわらず、学生たちは精力的にさまざまなプログラム
をこなしていった。

遺伝子診断に励む参加者

プログラムの中核は、理工学部の化学科、情報学科、生命科学
科の教員たちによる特別講義。学生たちはそれぞれの講義を通し
て太陽光発電やプログラミング、遺伝子検査について学び、実験
や実習にも熱心に取り組んだ。教員や大学院生たちが最新の研究
装置の扱い方を指導し、実習を手助けした。また、淡路島の北淡
震災記念公園では、1995 年の阪神淡路大震災によって出現した
「野島断層」を見学、地震のメカニズムと同時に地震の凄まじさ
についても学んだ。

日本の防災や廃棄物処理施設に高い関心

マルカン酢見学で、初めての自作寿司にご満悦

このほか、連携大学院である理化学研究所の発生・再生科学総
合研究センターや大型放射光施設「SPring-8」を訪問。最先端の
研究現場を体感した。さらに関西学院大学と共同研究を行ってい
るマルカン酢の研究所や工場を見学して発酵・醸造の技術を学び、
初めての巻き寿司づくりにも挑戦。楽しみながら日本の食文化へ

プログラム
1日目

2日目

発生・再生科学
本学連携大学院 発生・再生科学総合
総合研究センター
研究センター（理研 CDB）
（理研CDB）
マルカン酢見学・寿司つくり体験
マルカン酢

3日目

特別講義および実習：太陽光発電体験
特別講義および実習：プログラミング実習
学生交流会

4日目

特別講義および実習：遺伝子検査体験 同上
キリンビアパーク神戸（ビール工場） キリンビア
見学
パーク神戸

5日目

本学連携大学院 大型放射光施設
（理 発生・再生科学
研 SPring-8）見学
総合研究センター
特別講義および実習：野島断層見学 （理研CDB）
および講義
北淡震災記念公園

6日目

人と防災未来センター見学
尼崎市ごみ処理施設見学
送別会

7日目

帰国

の理解を深めた。
プログラムの後半では「人と防災未来センター」を訪問して、
阪神淡路大震災の実態と、それを教訓とした現在の兵庫県の防災
対策について学んだ。また、尼崎市のごみ処理施設を見学し、ご
み処理から生まれた熱を温水プールに還元するなどの再生エネル
ギーへの取り組みを学んだ。
防災や廃棄物処分の問題は、インドネシアにとっても、台湾に
とっても、決して他人事ではない。それだけに、学生たちは施設
の職員の言葉に熱心に聞き入っていた。
最後にプログラムに携わった教員、学生たちによる送別会が開
かれ、修了証書の授与式で閉会となったが、参加者は互いに別れ

実施場所

到着
オリエンテーション・茶話会

ホテル

関西学院大学・神
戸三田キャンパス

人と防災
未来センター
尼崎市ごみ
処理施設

を惜しみ、会場をなかなか立ち去ろうとしなかった。
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広島大学（Aコース）
アジア５カ国・地域の学生ら、食料生産分野の実験・実習に挑戦
2014年7月28日～8月5日

広島大学大学院生物圏科学研究科では、毎年、大学院生や教員
の学術国際交流を目的とした国際サマースクールを実施してい
る。今回はさくらサイエンスプランの交流事業の一環として、イ
ンドネシア、タイ、フィリピン、韓国、台湾から 11 名を招へいし、
多彩なプログラムに取り組んでもらった。このプログラムの運営
は、教員や事務職員、大学院生らから成る ｢国際サマースクール
実行委員会｣ が行ったが、とりわけ大学院生には、招へい対象者
と英語で語り合う貴重な体験の場となった。
プログラムの前半では、アジア圏で関心の高い食料生産分野に
家畜免疫組織学プログラムでの実習

関する４つのプログラムワーク（家畜免疫組織学、機能性食品学、
食品保存学、藻類生化学）を開講した。招へい対象者は希望の講
座を選び、担当教員の講義を聞いた後、大学院生のサポートを受
けながら、実験実習を行った。合間のティーブレイクでは皆うち
とけて話も弾み、日本の大学の研究室の雰囲気を堪能しているよ
うだった。

世界文化遺産の見学や食品関連企業の訪問も
プログラムの中盤では、世界文化遺産に登録された原爆ドーム
や平和記念資料館を見学。招へい対象者たちは原爆ドームや資料

アヲハタジャム工房内で初のジャム作りに挑戦

プログラム

館内の展示物から、かつて広島が受けた惨禍を感じ取ろうとして
実施場所

日本の歴史や文化について学ぶよい機会ともなった。また、厳島

1日目

到着

2日目

ウェルカムセレモニー
農産物生産・販売見学

広島大学
東広島市内農家

3・4日目

プログラムワーク

広島大学

世界遺産ツアー
（原爆ドーム・平和記念資料館）
5日目
世界遺産ツアー
（厳島神社・宮島水族館）
6日目

企業見学・食品製造実習
竹原市内街並み見学

7日目

自由行動

8日目

パネルディスカッション（成果発表）
企業見学
フェアウェルセレモニー

9日目

帰国

いた。さらにもう一つの文化遺産である宮島の厳島神社も訪れ、

広島市
廿日市市
アヲハタ株式会社
竹原市

広島大学
株式会社サタケ
広島大学

神社近くにある宮島水族館では、瀬戸内海の自然や魚たちと触れ
合い、リラックスした時間を心行くまで楽しんだ。
さらに、食品関連の企業も２社訪れた。１社は竹原市に本社の
あるジャムメーカーのアヲハタで、工場見学の後、ジャム工房で
初のジャム作りにも挑戦させてもらった。もう１社は東広島市に
本社のある精米機のトップメーカー、サタケ。案内者からは精米
機開発の歴史のほか、精米機の技術が現在は高層ビルのエレベー
ターや新幹線のモーターにも応用されているなど、興味深い話を
聞くことができた。
終盤に行われたパネルディスカッションでは、招へい対象者は
母国での研究テーマを発表。同時に、同大学の大学院生や留学生
たちも研究発表を行ったので、互いに刺激を受け合う貴重な場と
なった。最後にフェアウェルセレモニーで修了証書を受け取った
後、サマースクール関係者とのお別れパーティを楽しみ、それぞ
れ帰国の途についた。
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高知大学（Aコース）
黒潮圏のフィリピン・台湾と海洋資源を研究
2014年9月9日～9月18日

高知の海洋資源を活用した、さまざまな研究開発を行っている
高知大学では、このほどフィリピン、台湾の若手研究者 10 名を
招へいし、黒潮圏科学国際シンポジウムへの参加と、高知大学と
の将来の共同研究に向けたマッチングを行った。
フィリピンからはフィリピン大学、ビコール大学、カタンドア
ネス州立大学、フィリピン農水省水産局から６名、台湾からは中
山大学、東華大学から４名が来日。高知大学の最先端の海洋研究
に触れ、黒潮圏の持続的な沿岸管理の重要性を学んだ。
10 日間にわたるプログラムの前半では、シンポジウム担当教
員の研究室紹介や招へい対象者の研究紹介、学内施設の見学など

「第８回黒潮圏科学国際シンポジウム」に出席

を行い、続いて共同研究の可能性を探るマッチングによって参加
者は各キャンパスに分散し、お目当ての研究室を訪問した。中盤
の４日目と５日目は「第８回黒潮圏科学国際シンポジウム」に出
席。黒潮圏の沿岸管理の課題と展望について考察し、ディスカッ
ションを行った。

土佐湾クルーズで高知の海の豊かさを体験
プログラムの後半では、高知大学のキャンパスから離れ、牧野
植物園や室戸海洋深層水施設、ジオパークなどを視察した。この
ほかにも、海洋深層水を利用した海藻養殖施設や製塩工場を見学

土佐湾クルーズで高知の海の豊かさを体験

し、鯨館で捕鯨の歴史を学んだり、高知県伝統工芸の土佐和紙の
博物館を訪問して紙すきを体験するなど、盛りだくさんの内容
だったが、連日好天に恵まれたこともあり、参加者は疲れも見せ
ず、元気いっぱいだった。
最後に高知大学の関連施設、総合研究センター海洋生物研究教
育施設を訪問。
概要を学んだ後は施設の船で土佐湾をクルーズし、
高知の海の豊かさを体験した。その後再び施設に戻り、施設の教
員の研究室を訪問した。
プログラムもいよいよ終盤を迎えた 9 日目には東京へ移動。国
立科学博物館を見学した。訪問には十分な時間をとったつもり
だったが、熱心に見て回る参加者には、それでも不足気味だった
ようだ。なかでも全球型映像施設「シアター 360」のダイナミッ
クな映像は、ほかでは見られないだけに、印象深かったという声
が多かった。
プログラムの実施は 9 月だったが、
「さくらサイエンス」の名
前のとおり、桜が咲くときの日本での再会を誓って、参加者たち

プログラム

実施場所

1日目

到着

2日目

オリエンテーション
プレゼンテーションおよび
研究室マッチング

高知大学
朝倉キャンパス

3日目

研究室訪問（朝倉キャンパス）
研究室訪問（物部キャンパス、
岡豊キャンパス）

同上
高知大学
岡豊キャンパス

4・5
日目

第 8 回黒潮圏科学国際シンポジウム
参加

高知大学
朝倉キャンパス

6日目

グループディスカッション
室戸へ移動

同上

7日目

室戸海洋深層水施設見学
高知市へ移動

室戸海洋深層水
施設

8日目

研究室訪問
ラップアップミーティング

宇佐海洋センター
高知大学
朝倉キャンパス

9日目

東京へ移動
国立科学博物館見学

国立科学博物館

10日目

帰国

は帰途についた。
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宮崎大学（Bコース）
ミャンマーの若手研究者、
日本の先端医療と科学技術を学ぶ
2015年1月1８日～2月5日

宮崎大学医学部は、
「生理活性ペプチドと生体システム防御」
等の世界レベルの研究を行う一方で、地域の中核医療機関として
周産期の医療ネットワークを構築するなど、先端医療の研究と実
践を併せた取り組みを行っている。同大学は、このたび、さくら
サイエンスプランの支援を受け、ミャンマー保健省から推薦され
た同国医科大学の若手講師や保健省研究局の研究者、10 名を招
へいし、約 20 日間にわたって研修を行った。
熱帯気候のミャンマーから一気に真冬の日本を訪れた参加者た
ちだが、日本の医学を貪欲に学ぼうと寒さにも負けず精力的にプ
宮崎大学医学部附属病院の視察。落合教授の救急医療体制の説明を熱心に聞く参加者

ログラムに参加。内科、生理学、組織細胞化学、法医学などの専
門分野に分かれ、各研究室での実習や講義を体験した。同大学は
ミャンマーからの要請もあり、今後も参加者へのフォローアップ
や学生・研究者の交流を続けていくという。
プログラムの前半では、参加者たちはまず学内の施設を見学。
研究室や研究センター、附属病院、救急センターなどを視察し、
医療体制の説明に熱心に聞き入っていた。また、参加者からも、
ミャンマーの医学教育・研究の現状についての発表があった。さ
らに地域視察として神話の里として知られる高千穂町を訪問し、

参加者のそれぞれの専門性に応じ、各研究室でのラボ体験

プログラム
到着

2日目

オリエンテーション、学長・学部長
表敬、キャンパス案内、歓迎会

宮崎大学

3日目

共通講義『宮崎大学医学部の概要』
附属病院施設の視察

宮崎大学

4〜6日目

ラボ・リサーチ活動

宮崎大学

7日目

地域文化の体験

青島・日南市

8日目

ラボ研究中間まとめ

宮崎大学

9〜11日目

ラボ・リサーチ活動

宮崎大学

12日目
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実施場所

1日目

（AM 移動）
九州保健福祉大学

延岡市

13日目

地域視察

高千穂町

14・15日目

研修最終取りまとめ

宮崎大学

16日目

研修成果の作成
発表会、修了証書授与式、送別会

宮崎大学

17日目

宮崎→羽田
目黒寄生虫館

東京

18日目

文化視察
日本科学未来館

鎌倉
東京

19日目

帰国

神話や伝説にゆかりのあるスポットを訪れながら日本の古い文化
についても学ぶ機会を得た。

最後に本プログラムの成果と今後の行動計画を発表
プログラムの中盤からは、それぞれ専門分野に分かれ、研究室
で講義やラボ実習を行うラボ・リサーチ活動を実施。どの参加者
も自分の研究テーマに熱心に取り組んでいた。合間には地域の医
療機関を訪問し、日本の地域医療の現場も視察した。
また、医学以外も含め、日本の最先端科学技術を学ぶ機会とし
て、地元の宮崎科学技術館の見学や、さらには東京に移動して、
日本科学未来館や目黒寄生虫館を訪れる機会も設けた。参加者は
これらの施設に見学に来ていた小学生の姿を見て、日本では子供
の頃からこのような場所で学ぶ機会があることに驚くと同時に、
感心していた。
終盤には、本プログラムで得た成果や、今後取り組むべきアク
ションプランを盛り込んだ最終レポートをグループごとに作成・
発表し、意見交換を行った。最後に、学長から一人一人に修了証
書が手渡され、参加者は本プログラムの感想と今後のさらなる研
究への意欲を述べて、ミャンマーへの帰国の途についた。

研究機関

放射線医学総合研究所（Bコース）
中国の若手研究者と重粒子線の生物影響について共同実験
2014年7月31日～8月20日

重粒子線等の高 LET 放射線の生物影響研究を実施できる施設
は、世界的にも限られている。独立行政法人放射線医学総合研
究所（放医研）の重粒子線加速器 HIMAC（Heavy Ion Medical
Accelerator in Chiba）は、医療および生物学研究分野への利用
を指向しており、極めて特異な施設として知られている。また、
放医研の重粒子線生物学分野における研究実績は、世界屈指のも
のとして高く評価されている。
今回のさくらサイエンスプランで、放医研は中国科学院近代
物理研究所（IMP）から、2 名の若手研究者を招へいした。IMP
は、重粒子線発生装置 HIRFL（Heavy Ion Research Facility in

重粒子線の生物影響研究に関する最新の知見について情報交換

Lanzhou）を開発、運営しており、中国の重粒子線研究の中心拠
点となっている。
一方、放医研では、HIMAC を用いて、1994 年から重粒子線
がん治療を実施しており、体に負担の少ない新しいがん治療法と
して多くの成果をあげている。また、同時に重粒子線の生物影響
に関する研究にも取り組んできた。

最新の知見を学び研究交流へ発展
中国の若手研究者たちは 3 週間の滞在中、HIMAC の見学のほ
か、重粒子線の生物影響研究に関する最新の知見について情報交

放医研スタッフと懇談することでさらなる信頼関係を構築

換を行った。また、放医研が実施している最新実験機器を利用し
た放射線生物学実験にも、約 10 日間にわたって参加してもらっ
た。実験期間中には進捗状況報告や議論も活発に行われた。なお、

プログラム

実施場所

1日目

到着、歓迎会

放射線医学
総合研究所

2日目

研究所内案内

同上

3日目

研究に関する議論

同上

4日目

休日

5日目

研究紹介、研究に関する議論

同上

そして最終日には送別会を開いてお互いの交流を深めたのをはじ

6〜10
日目

実験

同上

め、放医研の所在地である千葉市周辺の観光も取り入れた。その

11日目

休日

結果、放医研スタッフたちと中国からの招へい対象者との間によ

12日目

研究に関する議論

同上

り強い信頼関係を構築することができた。

13〜17
日目

実験

同上

18日目

休日

19日目

実験のまとめ
研究に関する議論

同上

限られている。そのため、中国の IMP と日本の放医研という２

20日目

実験のまとめ、送別会

同上

つの研究機関が協力することは、今後この分野の発展に大きく貢

21日目

帰国

ここで得られた実験結果は、将来、共同研究につながる可能性が
あると、両機関では期待している。
また、今回のプログラムでは研究や実験だけでなく、日本と中
国の文化的な交流を図ることも目的としており、
到着後の歓迎会、

招へい対象者たちは今後の共同研究の推進と再来日を約束し
て、3 週間の研修を終えて帰国した。
重粒子線を用いた生物影響研究を実施できる施設は、世界でも

献するものと期待されている。
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久留米工業高等専門学校（Aコース）
タイの学生と日本の高専生がものづくりの基礎技術を研修
2014年7月6日～7月12日

久留米工業高等専門学校では、同校の黒木祥光准教授が今
回の送出し機関であるモンクット王工科大学ラカバン（以下、
KMITL）にかつて滞在したことをきっかけに、タイの大学との
連携を行っている。特に平成 26 年度からは大学間連携共同教育
推進事業の関係で、KMITL の３年生７名を特別聴講生として受
け入れている。
今回、さくらサイエンスプランに同校が応募したのは、今後、
日本とタイとの学生交流をより発展させるために、日本の科学技
術や久留米高専について、KMITL の学生により深く知ってもら
高専プロコン受賞作品のデモに見入るタイの学生たち

うことが重要と考えたからだ。招へいした学生は、KMITL の情
報学部に所属する学部生５名と修士課程の学生５名で、年齢に幅
があるため、久留米高専では低学年から専攻科生まで幅広い学生
と交流を行えるよう、プログラムを工夫した。

技術英語の授業に参加し、高専生と質疑応答
交流内容は、すでに特別聴講生として滞在中の KMITL の学生
による高専の説明、日本の学生との交流会、実験・実習の見学な
どを実施した。専攻科 2 年生との交流では、タイの学生たちは技
福岡県青少年科学館ではお絵かきロボットに感心しきり

プログラム

実施場所

術英語の授業に参加し、高専生が英語でプレゼンする研究内容に
ついての質疑応答が行われた。また、KMITL の学生も自分たち
のプロジェクトや研究について説明した。
各種プロコンでの活躍を目指すプログラミング・ラボ部との交

1日目

到着
日程説明

2日目

研究室見学
（材料工学科・機械工学科・
電気電子工学科）
同上
図書館、情報処理センターなどの見学

3日目

研 究 室 見 学（ 制 御 情 報 工 学 科 ）、
KMITL 修士の学生による研究紹介
同上
自然エネルギー実験見学、制御情報
工学科学生との交流

4日目

福岡県青少年科学館見学
講義「技術英語」に参加
プログラミング・ラボ部との交流

久留米市
久留米高専

る状況を知ってもらうため、福岡県青少年科学館を訪れた。ほか

5日目

トヨタ自動車九州宮田工場見学
安川電機ロボット工場見学

宮若市
北九州市

がら台風の影響で断念せざるを得なかった。

6日目

講義「技術英語」に参加、専攻科生
との交流
ものづくり教育センター、総合試作
技術教育センターの見学

7日目

帰国

久留米高専

流では、全国高専プログラミングコンテストで特別賞を受賞した
作品が紹介された。また、実験・実習の見学では、日本のものづ
くりを支える基礎技術教育の状況を知ってもらうため、ものづく
り教育センターと総合試作技術教育センターで機械工学科 1 年生
の加工実習の授業を見学した。
一方、学外見学として、日本で青少年に科学技術を啓発してい
にも安川電機のロボット工場見学などを計画していたが、残念な
国際交流を推進するためには、より長期的な交互の派遣と受け

久留米高専

入れが重要と久留米高専では考えている。今回のさくらサイエン
スプランでは KMITL の情報学部だけに対象を絞ったが、今後は
他学科にも交流を広げていきたいとしている。また同校では平成
27 年度も特別聴講生として KMITL を含むタイの大学から 15 名
の学生を受け入れる予定にしている。
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工業高等専門学校

サレジオ工業高等専門学校（Aコース）
モンゴル高専の学生が日本のものづくりを教室で学ぶ
2015年1月12日～1月19日

サレジオ工業高等専門学校では、モンゴル工業高等専門学校
から学生 10 名、教職員４名を招へいし、国際交流プログラムを
実施した。モンゴル高専は日本式工業高等専門学校を目指して
2014 年に開校した新設校である。
今回の国際交流で、サレジオ高専では日本の科学技術を知って
もらうために３つの企画を織り込んだ。
１）日本独自の高専教育としての特徴である、ものづくりを通
しての教育の体験。２）先端技術を支える町工場で技術者のすそ
野の広さを知る体験ツアー。３）先端技術の広報の場としての日
本科学未来館見学と科学コミュケーション手法の体験。

日本とモンゴルの国旗を取り付け、ソーラーカーキットを組み立てる

８日間という短い日程の中で上記の企画に沿って、モンゴルの
学生たちはさまざまな体験をした。ものづくり教室ではソーラー
カーキットを組み立て、競技大会を開催した。また、サレジオ高
専教員の自作キット、４足歩行ロボット「トナカイ君」の組み立
てにも挑戦。さらにものづくり教室の総括として、モンゴルと日
本の学生が協力して行うポスターセッションを開催した。
町工場見学では川崎市を訪れ、先端技術を支える町工場を見学
し、技術者のすそ野の広さを学んだ。また、プログラムの最後に
は Web 会議システムでモンゴルと日本を結び、モンゴル高専と
の学生シンポジウムを実施した。

参加学生全員が再度の来日を強く希望
科学技術の研修以外にも、
学生たちは狂言や茶道に挑戦したり、
浅草や明治神宮などを訪れて日本の伝統や文化に触れるなど、多
彩な体験を楽しんだ。
プログラム終了後のアンケートでは、
「再度の訪日を希望しま
すか」の質問にモンゴルの参加学生全員が「強く思う」と答え、
留学生として再度訪日し、
「多くの科学技術を学びたい」「日本人
学生といっしょにものをつくりたい」など、科学技術と共に多く
の知識を身に付けたいとの意見が多数を占めた。なお、モンゴル
高専では帰国後に報告会を開催したが、
「さくらサイエンスプラ
ン」に対する在校生の関心は高く、今回参加した学生たちに対し
て熱心な質問が出された。
また、今回のプログラムは日本人の学生にとっても、運営に参

狂言の笑いの動作で記念撮影

1日目

プログラム

実施場所

到着
オリエンテーション

サレジオ高専

サレジオ高専施設見学
2日目 （夢工房、創造演習室ほか）
研究室訪問

同上

3日目

狂言体験
ものづくり体験教室①

同上

4日目

茶道体験
ものづくり体験教室②

同上

5日目

学生ポスターセッション
町工場見学ツアー①

同上
神奈川県内

6日目

町工場見学ツアー②
日本文化体験ツアー

東京都内

7日目

日本科学未来館見学
Web 会議学生シンポジウム

日本科学未来館
サレジオ高専

8日目

帰国

加したことで、将来エンジニアとして求められる国際的な知見や
異文化適応能力を学ぶ重要な機会となった。サレジオ高専では、
これを契機にして２校間の交流をさらに進める予定だ。
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地方公共団体

科学技術交流活動報告

愛知県（Cコース）
広東省の高校生が刈谷高校やホームステイで交流
2015年2月８日～15日

愛知県では、2013 年 11 月に相互協力に合意した中国・広東省
との交流を推進するため、広東省の優秀な高校生 20 名を招へい
した。期間中は県内のスーパーサイエンスハイスクールの指定校・
県立刈谷高校の生徒との交流や名古屋大学の研究施設などの視察
を通じて、科学技術分野での交流を推進した。また、ホームステ
イで愛知の文化や風土などにも触れてもらい、日本の生活文化の
理解を深めてもらった。
プログラムの前半では、名古屋大学でスーパーコンピューター
や８Ｋの映像技術に関する研究施設を視察した後、ノーベル賞展
刈谷高校では授業にも参加

示室を見学した。また、刈谷高校を訪問し、同校の生徒と一緒に
数学や化学などの授業を受けたり、教室で昼食をとるなど、日本
の高校の雰囲気を体験した。
歓迎会では、刈谷高校の合唱や吹奏楽の演奏、広東省の高校生
たちの太極拳、合唱、中国の伝統的な笛の演奏などで交流を深
め、放課後には、物理部（SSH 部）による実験・研究発表があり、
活発な質疑応答、意見交換が行われた。
研修終了後のアンケートでは、最も印象に残ったプログラムと
して「刈谷高校での交流」をあげる高校生が多かったことからも、
同世代との交流を深める貴重な機会となったようだ。

貸切りリニモで磁気浮上体験

プログラム

実施場所

ものづくり・愛知の特徴的な施設を見学
さらに２人１組で 2 泊 3 日のホームステイを行った。日本の一

1日目

到着

2日目

オリエンテーション
大学での講義受講、研究展示見学

愛知県庁
名古屋大学

般家庭の生活を体験しながら地元の祭りへ参加したり、熱田神宮

3日目

高校での授業・部活動体験、高校生
同士の交流
ホームステイ体験

県立刈谷高校
ホームステイ先

ミリーの情熱的なおもてなしに感動した」などの感想が寄せられ、

4日目

ホームステイ体験

同上

「リニモ」の体験乗車、車両基地見学
5日目 産官学連携の共同研究、研究開発拠
点の視察

や岡崎城などの観光名所を見学した。高校生からは、
「ホストファ
地域の文化や風土に対する理解を深めてもらうことができた。
後半では、最新技術によるエコな暮らしを体験できる「とよた

愛知高速交通
知の拠点あいち

エコフルタウン」やトヨタ自動車の工場、産業技術記念館、リニ
学した。さらに愛知高速交通が運行する東部丘陵線（リニモ）
では、

の表敬訪問など、多彩な日程をこなしていった。

6日目

低炭素社会モデル地区の視察
先端技術のスポーツ施設を見学
先端工場の視察

とよたエコフル
タウン
豊田スタジアム
トヨタ自動車

7日目

産業機械等の見学
高速鉄道技術の進歩、最新鉄道技術
の見学

産業技術記念館
リニア・鉄道館

8日目

帰国

ア・鉄道館など、ものづくりが盛んな愛知県の特徴的な施設を見
車両一編成を借り切って磁気浮上などを体験できたことも、高校
生たちには深く印象に残ったようだ。また、愛知県の大村知事へ
訪問団が滞在した期間は、雪が降るなど今冬の中でも特に冷え
込んだ時期となった。しかし、温暖な広東省から来た高校生たち
は、はじめて見る雪に大はしゃぎで、天気も訪問団を歓迎してい
るようだった。
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関係団体

ときの羽根（Cコース）
中国の学生・研究者、
環境分野の多彩な見学研修
2014年11月6日～11月12日

2005 年の愛知万博を契機に、愛知県国際交流課長が立ち上げ
たアジアインパクト政策研究会を発端に中国との交流が始まり、
2009 年 11 月 30 日に一般社団法人ときの羽根が設立された。上
海市崇明島での日中環境教育の実績をベースに北京市、上海市、
安徽省、湖北省、四川省から 20 名の学生・研究者を招へい。愛
知県知事らへの表敬訪問後、２班に分かれて視察・交流を行った。
Ａ班は名古屋国際展示場で開催の「メッセ NAGOYA」で環境
関連ブースを回り、介護ロボットなど最先端技術を視察した。Ｂ
班の上海崇明島の小学校教師３名は、ユネスコ認定のオープンス
クール緒川小学校を参観した。
「生徒の能力壁をつくらない、生

名古屋市「水行政システム」セミナーに参加して多くの成果が得られた

徒と教師の壁がない、学校と社会の壁がない」という教育理念を
理解するなど刺激の大きい視察であった。
河川環境楽園を視察し、世界淡水魚水族館では専門研究員から
淡水魚の保護と流域環境のあり方などの説明を受けた。東邦ガス
ショールームの環境配慮型・省エネガス機器の見学では、エコロ
ジーを追求した製品づくりと安全性や利便性など使う人の立場に
立った仕様に感動。名古屋市上下水道百年史および環境保全・防
災に関するセミナーでは、
浄水工場の緩速ろ過池は
「ろ過のスピー
ドが遅い分、水がおいしい」との説明に納得していた。

ＥＳＤユネスコ世界会議交流セミナーに公式参加した

ESD ユネスコ世界会議交流セミナーに全員で参加
メインイベントである名古屋市国際会議場で開催された「ESD
（Education for Sustainable Development）ユネスコ世界会議交
流セミナー」への公式参加は、ときの羽根が文科省の公募に合
格して実現したものだ。招へい対象者を含む 70 名が３グループ
に分かれて議論した。日中合作環境教育事業の成果報告に続き、
2015 年開催予定の「こども環境サミット」についても意見を交
換した後、日中の６次産業化連携を目標に、上海市農科院園芸研
究所と上海対外科学技術交流中心、ときの羽根の三者間で合作合
意の調印をした。調印式には、黄錦龍領事、助成先のトヨタ担当
者、李建華教授が立ち会った。
さらにときの羽根は、さくらサイエンスプランの活動実績など
が認められ、ミラノ万博で活動報告する機会が与えられた。2015
年 5 月 19 日、20 日 に「 ミ ラ ノ か ら 未 来 へ

愛 知・ 上 海 万 博、

COP10、ESD ユネスコ世界会議から繋ぐ生物多様性保全活動の
進化と市民連携を目指して」と題して、自然との共生を伝統とす

プログラム
1日目

実施場所

到着

名古屋市上下水道局長、愛知県知事、
中国駐名古屋総領事館の副総領事表
敬訪問
【A コース】
「メッセ NAGOYA」展示
2日目
場見学、環境・省エネ関連の最先端
技術を見学
【B コース】東浦町の
「緒川小学校」
（ユ
ネスコ認定オープンスクール）見学

県庁
市役所
名古屋メッセ
会場など

3日目

河川環境楽園、からくり人形資料館
を見学

4日目

東邦ガスショールーム、多治見市の
幸兵衛窯見学

名古屋市
多治見市

5日目

名古屋市の職員による「水」行政シス
テムのプレゼン、札幌に移動

名古屋市
札幌市

6日目

ESD ユネスコ世界 会 議 の交 流 セミ
ナー参加
日中アグリ青年交流会シンポジウム
に参加

ESD 交 流 セミ
ナー会場

7日目

帰国

る日本の環境への取り組みと国際協力の役割をアピールする。
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科学技術交流活動報告

富士電機株式会社（Aコース）
中国浙江大学と研究開発から事業創出までの産学協業を推進
2014年8月29日～9月14日

富士電機株式会社は、中国市場でのビジネスを拡大させるため、
2003 年から中国浙江大学との産学連携協業を推進しており、長
期にわたって共同研究開発、技術・人材交流、新事業創出活動に
取り組んでいる。2014 年には共同で「浙江大学─富士電機協業セ
ンター」を立ち上げ、双方の強い分野での研究開発から事業創出
までの一貫した産学協業を進めている。
今回は電気、エネルギー、制御、環境、IT 分野から、研究開
発経験とビジネス知識を持つ若手教員・研究者（５名）と博士課
程などの大学院生（12 名）を招へいした。
富士電機鈴鹿工場での製造ライン見学

大学院生のうち 10 名は、富士電機の伝統的な事業拠点（発電
は川崎工場、送変電は千葉工場、研究開発は東京工場）などで研
修した。若手教員・研究者 5 名と博士課程大学院生 2 名らは先端
技術現場（山梨製作所はパワー半導体）、パワエレ製品の生産拠
点（神戸工場）、駆動制御の主力拠点（鈴鹿工場）などで研修した。

最先端の企業現場で意欲的に研修に取り組む
神戸震災に関する見学では、災害の多い日本に対する認識や日
本人の災害における意識や復旧への取組みを感受することができ
た。全員が安全・安心の重要性や、日本社会全体が取り組む姿勢

富士電機本社での実施結果総括会

プログラム

に対して理解を深めた。
実施場所

神戸工場、鈴鹿工場、山梨製作所の見学では、製品・製造ライ
ンだけでなく、先端技術の講義を受け、事業・技術の最前線にい

1日目

到着

2日目

東京見学

東京

る事業・技術責任者、担当者と交流した。研修者からは「工場は

3日目

科学技術関連施設見学

同上

よく整理整頓されている」
「環境に優しいエネルギー、半導体、

4日目

富士電機東京工場見学、富士電機能
力開発センター技 術 打合 せ、人事・ 日野市
教育制度セミナー

5日目

富士電機千葉工場見学

千葉

さらに日野市の東京工場を訪問し、MEMS やスマートコミュ

6日目

富士電機川崎工場見学、技術打合せ

川崎

ニティなど、最先端の技術開発やデモプラントを見学し、講義を

7日目

イノベーションジャパン 2014 見学

東京

受けた。また、海外人事部長が人事・教育制度についてセミナー

8日目

富士電機大崎本社訪問、
総括・発表会

同上

9日目

東京見学

同上

10日目

帰国

MEMS 等の先進技術が多い」
「高効率 SiC 製品、燃料電池、発電
設備等の先端技術が多い」などの感想が寄せられた。

を実施し、社員育成の基本的な考えや豊富なプログラムを紹介し
た。ほとんどの研修者が日本企業は「社会責任、社員教育を重視
している」と感じていた。
役員および浙江大学研究開発・産学連携責任者も参加し、研修
者全員の感想発表や活動の総括会を開催した。研修者たちは、技
術だけでなく各種社会施設見学、買い物、食事などを通じて、そ
れまで抱いていた先入観とは大きく違う日本や日本人を直接目に
し、良い感情を持って帰国した。
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企業

住友化学株式会社（Aコース）
中国、
インドネシアの研修生、働き方やビジネスマナーを学ぶ
2014年7月21日～8月30日

社会の信頼に応えることを事業精神にしている住友化学は、日
本および日本企業の活動についての理解を深めてもらうため中
国、インドネシアから学生を含め 16 名のインターンシップ生を
招へいして研修を行った。
オリエンテーションでは、日本での生活、日本企業での働き方
やビジネスマナーなどについても説明を行った。役員との懇談会
では、住友化学の考え方やインターンシップ生に対する期待など
も伝えた。まず、千葉工場および石油化学品研究所の見学を行っ
たが、参加者はエチレンプラントのスケールの大きさに驚いてい
た。また、石油化学品研究所では、日常、手にしているポリエチ

研修内容を発表して成果を共有した

レン袋や車のバンパーなどが石油化学製品であることを知り、化
学製品の広がりや可能性を実感していた。

研修内容を発表して成果を共有
実習先の本社、工場、研究所では、インターンシップ生の専門
分野を踏まえた実習を行い、青森、茨城、東京、千葉、大阪、愛媛、
大分で研修を行った。実習終了後、再び東京本社に戻り、研修内
容を発表して実習で学んだことや今後の抱負などを共有した。自
国とは異なる日本の文化や考え方を発見し、また、時間を厳守す
ることや「報告・連絡・相談」など、ビジネスマナーについても

ヘルメットをかぶって千葉工場の見学

習得することができた。
インターンシップ生からは、
「大学の座学と異なり、実際に実
験ができて夢のようだった」
「日本企業の文化、考え方、ビジネ
スマナーなどは日本の技術レベルの発展・維持に寄与していると
思った」などの感想が寄せられた。
住友化学は、2007 年からインターンシップを継続して実施し
ており、2015 年 1 月にも、中国の北京 / 上海地区の各大学から
合計 20 名を受け入れた。また、2015 年度はヨーロッパ、中東お
よびアフリカ地域の各大学からも受け入れることを計画してお
り、これからも住友化学での実習を通じて視野を広げ、自身の職
業やキャリアについて考える機会となることを期待している。
同社は、
将来性のある世界各国の優秀な学生に来日してもらい、
日本および日本企業を深く理解してもらうことは、今後、日本企
業が世界各国に事業展開していくために重要であると認識してい

プログラム

実施場所

1日目

来日

2日目

オリエンテーション、
会社概要説明等

東京本社

3日目

千葉工場、プラント、研究所見学

千葉工場

4日目

東京本社での実習開始と愛媛、千葉、
東京本社等
大阪、大分、三沢工場への移動

5日目

受入れ職場にて教育／実習を行う、
オリエンテーション

各実習先

休日

各実習先

8〜38
日目

実習を各実習先にて個別に実施

各実習先

39日目

東京へ移動

40日目

成果発表会、修了証交付、送別会

41日目

帰国

6・7
日目

東京本社

る。同社は世界各国の大学との交流を拡大しており、さくらサイ
エンスプラン事業の対象国をアジアだけでなく、他地域にも拡大
してほしいとの要望を出している。
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桜美林学園（Aコース）
「学而事人」
（
「学びて人に仕える」）を共通教育理念として交流
2014年7月13日～7月20日

桜美林学園と送出し機関の陳経綸中学（中国北京市。以下、陳
経綸）は、共に「崇貞平民女子工読学校（後に崇貞学園と改名）
」
が創立の起源であり、現在も「学而事人」という同じ教育理念を
共有している。
これには戦前、教育の機会も与えられない貧しい中国の女性た
ちのため、苦心の末、学校を設立した創立者、清水安三先生の「学
びとは社会に還元してこそ、本来の輝きを得るものである」とい
う信念が込められている。陳経綸からは教員 1 名、生徒９名を招
へいした。参加生徒は「北京市科学技術インテリジェンス大会」
風力発電の実験は楽しみながら行った

の金賞受賞者などであり、選抜された優秀者である。

体験から得られた環境問題への取り組み
講義では、「日本の大気汚染の改善の歴史」「大気汚染物質と除
去対策」「宇宙からみた地球」「環境問題とは何か

私たちはどう

すればよいのか」
「東京都における環境行政の大きな流れ」など
を学んだ。実験は「環境の測定─水質測定、大気測定」「振動反
応」「風力発電」「身近なものを利用して作る電池」などを実施し
た。また、町田リサイクル文化センターなども見学した。
この活動を通じて、日本の大気汚染の歴史から環境問題の重要

水質測定の実験にも取り組んだ

プログラム
1日目
2日目

性を学んだ。生徒たちは「環境問題は対策をすれば、改善される
実施場所

とである」ということを理解した。風力発電や身近なものを使っ

到着
「大気汚染物質と除去対策」をテー
マに講義・実験、歓迎会

桜美林大学

「宇宙からみた地球」
「環境問題の現
3日目 状と私たちにできること」をテーマに
講義。研究発表交流

桜美林大学
桜美林中学高
等学校

「地球にやさしい町づくり」をテーマ
に見学・講義

町田リサイクル
文化センターな
ど各所

「風力発電」をテーマに講義、
「日本
の伝統的なエコ文化」をテーマに風
5日目
呂敷の活用方法を学ぶ体験教室。
「宇
宙からみた地球」をテーマに見学

桜美林大学
町田キャンパス
JAXA 相 模 原
キャンパス

4日目

6日目

「新エネルギーを作ろう」をテーマに
実験（電池作成等）

桜美林大学

7日目

「日本の最先端科学」をテーマに見
学、総括・さよならパーティー

日本科学未来館

8日目

帰国

問題である」「環境問題対策は誰でも、身近なことからできるこ
た電池作りの実験から、自然エネルギーに対する興味を高める効
果が得られた。
現在、中国では PM2.5 などが問題となっているが、日本でも
大気汚染が深刻だった時代があったことを生徒は初めて知った。
中国でも対策をたてれば改善できるのではないかと思ったこと
は、大きな効果となっている。
生徒たちの感想は、
「立派な研究者となって、いつか北京の空
を青い美しい空にしたい」「自分の成長のためにも、また国の発
展のためにも、この経験を役立てたい」など前向きな意見が多かっ
た。
桜美林学園は、参加者の交流と学びをより深めるため、企画段
階から当事者間の協議を重ねることを今後の課題としている。こ
れからも継続して交流事業を進めていくためには、人的、資金的
資源は欠かせないとし、プログラム趣旨の周知と協力者の掘り起
こし、学外資金の調達などを課題としてあげている。
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高等学校

宮崎大宮高等学校（Aコース）
台湾の生徒、
ホームステイで日本の家庭生活を実体験
2014年8月23日～8月27日

宮崎県立宮崎大宮高等学校は、台湾高雄市立高雄高級中學の生
徒７名、教員１名を 8 月 23 日から 27 日の５日間にわたり招へい
した。高雄高級中學は 1922 年設立の台湾南部のトップ校で、科
学教育に多くの成果を収めているだけでなく、国際教育の推進に
も力を注ぎ、外国との国際交流にも積極的に取り組んでいる。
本事業は、宮崎大宮高校が SGH アソシエイト指定校における
グローバル人材育成プログラムの一貫として行われた。「水と廃
棄物の処理」をテーマとし、両校の生徒が高校の授業や大学の研
究（ワークショップ）への参加、科学技術館や浄水処理施設への
視察を通して、グローバルな視点で環境問題を考えられるように

宮崎市富吉浄水場を見学した

することを目的とした。

台湾の高校生の高い英語力に刺激を受ける
また生徒にホームステイをしてもらうことで、受入れ側にもこ
れまでよく分からなかった
「異文化の存在」
を知るきっかけを作っ
た。生徒と親が一体となって交流を行い、互いについての考察、
理解が一層深まったようだ。
ホームステイ者を受け入れると決まると、家族で相談をし合う
機会が増え、家族の絆が深まったとの報告もあった。台湾につい
ての興味・関心が高まり外国との違いや日本についてももっと知

ホストファミリー宅の家族たちと記念撮影

りたくなったという感想も出ていた。
教育的効果としては、台湾の高校生の英語力が非常に高かった
ので日本の高校生の刺激になり、その後の英語学習に対する取り
組みが変化した。また、日常的な場面においても英語ではどのよ
うに表現するかを考えるようになった。

プログラム
1日目

宮崎大宮高校の紹介、課題研究紹介
2日目 （硝酸態窒素の除去）
見学：宮崎科学技術館

宮崎北高校
視察・交 流：宮崎北高校（ＳＳＨ）・
佐土原高校
佐土原高校見学。富吉浄水場見学
富吉浄水場

5日目

講義：
「留学して学んだこと・研究活
動紹介」
（留学生）
ディスカッション：
「研 修のふりかえ
り」、送別会、帰国

コミュニケーションを図ろうとする姿勢が重要であることに気付
なったようだ。
同校ではさくらサイエンスプランの生徒実行委員会を立ち上

宮崎大宮高校

4日目

などで交流を続けている。

き、日頃のコミュニケーションのあり方を見直すよいきっかけと

ホテル

3日目

なった。関わった生徒の多くが、その後も台湾の高校生とメール
このような交流を実体験することによって、生徒らは積極的に

実施場所

宮崎大学のベトナム研究交流事業と
合流：プレゼン「ベトナムのヒ素汚染
と対策技術」
（ベトナム学生）、討議
講義：
「日本の水道技術・システム」
（宮
崎大学教員）、
「アジアのヒ素汚染と
処理技術」
（宮崎大学教員）

さらに台湾はもちろん、台湾以外の地域・国にも興味・関心が
高まり、国際情勢に関するニュースなども積極的に見るように

到着
宮崎大宮高校生と交流会

宮崎大学

宮崎大学

げ、今回の企画・運営をほとんど生徒に任せた。生徒たちは試行
錯誤を繰り返しながら企画力の大切さや、円滑に運営するノウハ
ウなどを身に付けることができた。
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修了者の感想
基本的専門知識を身につけた学術研修
中華人民共和国 郭家明
■
■
■
■

所
属：中国電子科技大学（UESTC）電子工程学院 3 年生
受入れ機関：千葉大学
招へい対象者：学生 10 名と教員 1 名
実施期間：2014 年 8 月 24 日〜 8 月 30 日

実験室の先進的な設備や優れた研究環境が印象に

大学田中教授の実験室の先進的な設備や優れた研究環境が

私は電子科技大学電子工程学院の３年生で、2014 年８

深く印象に残りました。特に、クリーンルームに入る前の

月の下旬から「さくらサイエンスプラン」に参加しました。

衛生基準が中国より厳しいです。これは私たちが学ぶべき

日本滞在中、千葉大学橋本教授の授業の聴講、東北大学田

ところです。

中教授、末松教授の実験室の見学、日本科学未来館の見学
など、大変有意義な一週間を過ごし、とてもいい勉強にな
りました。
さくらサイエンスプランに参加して良かったと思うこと
は次の通りです。
日本の RF、MEMS 分野の研究状況を知りました。東北

今回の研修で専門知識を習得
私たち 10 人のほとんどが大学１年生で、専門知識につ
いてまだ詳しくありません。今回の学術交流を通して、基
本的な専門知識がある程度身につくようになりました。そ
して、電気電子工学の研究分野に魅力を感じ、専門に対す
る興味も涌いてきました。大学時代にこのプランに参加で
き、カルチャーショックを体験したことは、将来の自分の
発展に弾みがつくだろうと思います。
私たち 10 人の中で８人は日本が初めてでした。日本に
行く前は、日本という国はどんな国なのかよく分かりませ
んでした。今回、見学時間や自由時間を利用し、日本のい
ろいろなところへ行き、日本社会や日本人の生活ぶりなど
をこの目で見て、実感が出てきました。日本の町はとても
きれいで、日本料理もとてもおいしいです。

東北大学末松研究室における先端ワイヤレス通信技術に関する研修の様子

日本への留学を考え、日本語を勉強中
私個人にとっては、千葉大学の橋本教授の授業に出て、
先生と知り合ったことはとても光栄に思います。そして、
グループで研究活動を行うことは素敵な研究スタイルだと
思います。橋本教授の授業に出た後、私は先生のユーモ
ア、学識の深さ、学問に対する真面目さなどに感心し、先
生の弟子になりたい衝動に駆られました。先生は専門用語
についての解釈が生き生きとし、またユーモアに富んでい
るので、私はみんなの笑い声の中で専門概念を理解しまし
た。日本留学をまったく考えたことがなかった私は、中国
に帰ってから、日本へ留学に行こうかと真剣に考えるよう

修了式を終えて（後列右から 4 人目が千葉大学橋本研也教授）
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になりました。今はそのために日本語を勉強しています。

修了者の感想

認識アルゴリズムと追跡の具体的な流れを学ぶ
中華人民共和国 呉正正
■
■
■
■

所
属：華中科技大学 博士前期課程 2 年
受入れ機関：神戸大学
招へい対象者：学生 8 名と教員２名
実施期間：2014 年 11 月 9 日〜 11 月 16 日

自由闊達な雰囲気の中で研究発表

ころに一つの山が高く突き出て見える

流れ出す泉水は、

神戸大学の初日は、学生たちによる研究発表が中心に行

このように緑にして石をめぐり

人を映す

激しい雨

濃

われ、終始、積極的に質問が飛び交う自由闊達な雰囲気の

い霧、一筋の陽光が雲間に射す

見れば見るほどに美しい

中で行われました。自身の研究分野に関連する課題につい

…」。異国の地で詠まれた彼の詩は感慨深く、周恩来は「中

ては啓発されることも多く、これまでの足らざる部分を補

華民族が世界に冠たる学問を行え」と励ましているようで

うことができました。

した。

研究室での研修では、中国の学生は自分の関心あるテー

研究室での研修では、認識アルゴリズムと追跡の具体的な

マに沿って各研究室に割り当てられ、日本の学生とともに

流れを学ぶことができ、私たちの学習成果を発表しました。

先生の指導のもとに研究を行いました。私は、表情を認識

神戸の海洋博物館、震災記念館を見学し日本の文化にも

し追跡する研究を進めている学生をパートナーに選びま

接することができました。神戸大学の地震資料室では、日

した。

本の地震についての認識を新たにしました。

学生から研究課題の説明を受け、使用しているアルゴリ

私たちは学術研究、日本の文化、日本人の日常の生活な

ズム、研究成果、参考文献などを教わりました。この実践

ど多岐にわたり学ぶことができました。学術研究では、探

的な経験を踏まえ、私は研究室で取り組んでいる研究の内

究心を持ち続け研究に没頭していくメンタリティを学びま

容を理解するとともに、大変大きな収穫を享受することが

した。
日本の文化については、礼儀を重んじ他者を尊重し、
ルー

できました。

ルを遵守することを学びました。日本人の生活については、

周恩来の詩碑に感動し再び研修に没頭

ごみを分別し、食べ物を粗末にせず、環境衛生を大切にす

古都の京都を見学する機会もありました。最も印象に
残っているのは、周恩来記念詩碑にある「雨中嵐山」の詩
です。「両岸の青松は、幾株かの桜を挟む

周恩来記念詩碑にある「雨中嵐山」の詩に感激

ることを学びましたが、どれも私たちが見習うべき点だと
思いました。

その尽きたと

震災記念館を見学
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異なる文化背景を持つ友達と異なる考えをシェア
タイ王国 Natthapat Wongcharoenyong
■所
属：モンクット王ラカバン工科大学 3 年生
■ 受入れ機関：山形大学工学部国際交流センター
■ 招へい対象者：タイ（モンクット王ラカバン工科大学、ラジャマンガラ工科大学、泰日工業大学）、マレー
シア（マレーシア日本国際工科院）、中国（哈爾浜工業大学、吉林化工学院）、台湾（台湾大学）から学生 12 名
■ 実施期間：2014 年 7 月 28 日〜 8 月 9 日

3D プリンター研究室にびっくり
バイオ化学工学や有機 EL のような新しい工学分野や、

持つものでした。また、有機エレクトロニクスイノベーショ
ンセンターでは、有機発光ダイオードによる次世代のディ

日本文化について学びたいと思い、山形大学のプログラム

スプレイ技術を見学しました。これらの施設は未来に向け

に参加しました。今、振り返ってみると、来日前にもう少

てのとても魅力的なものでした。技術だけではなく研究の

し日本語などを勉強しておくべきだったと思う点もありま

環境や先生方についても大変素晴らしいと感じました。

すが、自分としてはとても満足できる日々でした。
山形大学には、
数多くの先進的な施設と技術があります。

「Just In Time プロセス」を勉強

見学した中で非常に驚いた施設の一つは３D プリンターの

企業見学では、世界規模で活躍するフジクラ電装株式会

研究室です。その技術には速さと正確さがあり、細部まで

社を訪問しました。工場では、ワイヤーハーネスの製造工

驚くほど精密で、滑らかな表面に仕上げる、優れた特長を

程を見学しました。私が興味・関心を持ったのは、
ワイヤー
が作り出される工程と製造された自動車部品です。企業見
学は私のこれからのキャリアを考える上でも非常によい経
験になりました。
このプログラムを通して、技術的な知識はもちろんです
が、いろいろな人とも知り合うことができ、期待以上のも
のを得ることができました。得たものの一つ目は日本文化
と言葉です。これはとても重要なものです。なぜなら、多
文化という環境に置かれたとき、人は世界を異なる視点か
ら見ることができるからです。二つ目は、異なる文化背景
を持つ友達と異なる考えをシェアしたので、協調性が高

参加した学生たちと多くのテーマで語り合った

まったことです。三つ目は日本で、日本だけでなくさまざ
まな国の人とグローバルにつながることができたことで
す。そして、忘れてはならないのが、継続的に改善を続け
る仕事の仕方や、「Just In Time プロセス」といったシス
テムを勉強できたことです。学んだことは数えきれないほ
どあり、それは今、私の中で大きな一部分となっています。
私の今後の計画は、外国で勉強や研究を続けることです。
日本には豊かな文化と進んだ技術があるので、もっと多く
のことを学びたいと思います。そして、工学の研究を続け、
外国で修士号や博士号を取りたいとも思っています。最先
端の技術を持つ日本は、私の第一希望です。

優秀ポスター発表賞を受賞（左端が筆者）
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修了者の感想

動物の伝染病の診断やウイルス分離などを学ぶ
インドネシア共和国 Randy Pradina Putra
■所
属：ガジャ・マダ大学獣医学部 5 年生 ■ 受入れ機関：麻布大学
■ 招へい対象者：台湾 6 名（国立中興大学、
国立台湾大学、
中国医薬大学）
、
タイ 6 名（チュラロンコン大学、
ラジャモンコン大学、チェンマイ大学）
、中国 4 名（北京農学院、中国農業大学）
、インドネシア 2 名（ガ
ジャ・マダ大学）、韓国 2 名（ソウル国立大学）
、フィリピン 2 名（フィリピン大学ロスバニョス校）、マレー
シア 2 名（マレーシアプトラ大学）の学生 24 名
■ 実施期間：2014 年 12 月 7 日〜 12 月 16 日

初めての海外旅行で日本研修へ

後の研究の参考としたいと思います。

飛行機に乗ったのも海外に行ったのも今回が初めてでし
たが、まるで夢のような素晴らしい体験をすることができ

将来はインドネシアの発展に貢献したい

ました。このプログラムを通して、獣医学という分野の奥

さくらサイエンスプランへ参加できたことは、本当に素

の深さに気づき、視野を広げ、知見を深めることができま

晴らしい経験でした。このプログラムで学んだことを今後

した。

の研究に活かし、将来のインドネシアの発展に貢献してい

麻布大学では、
動物の伝染病の診断について学びました。

きたいです。さくらサイエンスプランが今後も続いてい

私たちは６つのグループに分かれて講義や実習を行いまし

くこと、そして参加者の国境を超えた交流を通して、アジ

た。それぞれのグループは、日本人学生 1 人を含む、さま

アの青少年の国際協力への意識向上に貢献していくことを

ざまな国籍の学生で構成されていました。

願っております。

素晴らしい体験となった講義と実習
プログラムの活動内容は、どれもユニークでワクワクす
るものばかりでした。講義や実習だけでなく、麻布大学附
属動物病院、山梨県酪農試験場、風土伝承館杉浦医院や目
黒寄生虫館の見学、富士山の観光など、さまざまな体験が
できました。
実習では、ドットブロット法による伝染病ウイルスの分
離など、インドネシアでは行ったことのない技法や技術を
学ぶこともできました。
麻布大学の研究環境は素晴らしく、
技術だけでなく環境面についてもガジャ・マダ大学での今

山梨県酪農試験場の見学

麻布大学の産業動物病院見学

分子生物学技術による細菌診断実習

35

科学技術交流活動報告

低炭素社会に向けた日本の最先端科学を学ぶ
マレーシア Anis Afiqah Binti Ab Aziz
■所
属：マレーシア国立サラワク大学 4 年生
■ 受入れ機関：電気通信大学
■ 招へい対象者：マレーシア（マルチメディア大学、国立サラワク大学）、タイ（泰日工業大学、モンクット王
ラカバン工科大学）、インドネシア（バンドン工科大学）、ベトナム（ベトナム工業技術大学）から学生 10 名
■ 実施期間：2014 年 11 月 16 日〜 11 月 21 日

興味深い次世代の無線通信システム
アジア諸国の学生を日本へ招へいし、科学技術交流を行
う 2014 年さくらサイエンスプランが、電気通信大学にて

池技術、先端レーザー技術、先端無線通信技術という３つ
の技術について学び、それぞれの技術を専門とする教授陣
の講義を聴講しました。

開催されました。JST により策定された基本方針に基づき

無線通信の講義では、インターネット接続に関連した高

計画・採択された今回の交流計画は、燃料電池と将来の低

度な技術を学びました。通信障害や、想定外のトラブルを

炭素社会の実現に向けた最新科学技術を学ぶことがテーマ

低減しようとする次世代の無線通信システムは、とても興

となっており、ASEAN 諸国の６大学から 10 人の学生が参

味深いものでした。マレーシアでは見ることのなかった最

加しました。

新のレーザー技術には、目を見張るものがありました。燃

将来の低炭素社会に向けた日本の先端科学技術の多くを

料電池の講義では、開発状況を学ぶことができ、燃料電池

学ぶことができました。電気通信大学では、最新の燃料電

車のエネルギー効率を向上させ、大気汚染を減らすための
研究が続けられていることを知りました。

第 3 世代放射光施設 SPring-8 を訪問
東芝の研究開発センターでは、輸送機関のエネルギー効
率向上に関連した技術開発を見学し、東芝未来科学館では
東芝の技術向上の歴史を学びました。第 3 世代放射光施設
SPring-8 を訪れ、X 線照射を用いたさまざまな研究を見学
し、実験室も見学させて頂きました。また電気通信大学の
研究者の方々による X 線照射を用いた燃料電池の実験を
見学しました。SPring-8 のような巨大な施設、研究設備は
産業技術総合研究所で燃料電池材料研究室を見学。デベロ特別研究員の説明を
聴講、意見交換

非常に素晴らしく、特に印象に残る体験となりました。
産業技術総合研究所（AIST）では、燃料電池の材料研
究や評価技術の研究について学びました。TEPIA 先端技
術館では、3D プリンターやロボットハンドといった人々
の暮らしを豊かにするために開発された先端技術を見学。
科学技術に関する知識や経験だけでなく、異なる文化や食
べ物などを体験することもできました。参加者唯一のイス
ラム教徒である私のために、ハラールフードやお祈りの時
間と場所を提供してくださり、本当に感謝しています。
このプログラムの第一期生として、このプログラムがこ
れからも続き、アジア諸国のより多くの学生が日本で学ぶ

T E P I A 先端技術館で参加学生が四肢増強を体験
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機会を得ることができるよう願っております。

修了者の感想

視野が広がったロボット製作・実習
台湾 何晧雲
■所

属：国立台北科学技術大学 機電テクノロジー研究所修士課程２年
専攻は自動化制御設備、機械アーム
■ 受入れ機関：千葉工業大学
■ 招へい対象者：学生 10 名と教員 1 名
■ 実施期間：2014 年８月３日〜８月 11 日

国境を超えた協力作業を体験
荘賀喬先生の引率のもと、さくらサイエンスプランに参
加する機会をいただきました。千葉工業大学では、日本の

いだロボット製作は忘れられない経験となりました。この
国境を越えた協力作業という経験から、実に多くのことを
学ぶことができたと思います。

学生との交流・学習を通して多くの収穫を得ることができ

日本科学未来館では日本の科学技術の進歩について学

ました。今回のプログラムでは、国境を越えた協力作業を

び、特に二足歩行のロボット「Asimo」の柔軟な動作は、

体験しました。２名の台湾人学生と４名の日本人学生の

関連分野を専攻している私にとって大変な驚きでした。ま

チームでロボットレースに出場するロボットを製作しまし

た研究学習活動の他にも、観光をする日が設けられてお

たが、これは他では決してすることのできない体験です。

り、私たちはスカイツリーの雄姿だけでなく、悠久の歴史

また、日本の行き届いた設備、きめ細かい機器メンテナ

を感じさせる雷門も見学することができました。日本人学

ンスには学ぶべき部分がたくさんあり、深い感動を覚えま

生たちの細やかな心遣いのおかげで、私たちはこの奥深い

した。
「良い仕事は、良い道具から」の精神が全てに反映

文化を備えた日本についてより一層理解を深めることがで

されていると感じています。千葉工業大学の設備は利便性

きました。

に優れており、さらに日本の学生は皆、機器の使用方法を
熟知しており、日頃から良い実習訓練を受けているのだと
感心しました。

終生忘れることができない研修旅行
最終日には、東京ディズニーランドにも行くことができ
ました。研究学習、歴史文化体験だけでなく、このような

熾烈な競争を勝ち抜いて優勝
ロボットの試合は手に汗握るエキサイティングなものと

楽しい活動も盛り込んでいただき、非常にうれしく思って
います。

なりました。私たちのチームは、熾烈な競争を制し優勝を

今回のプログラムには、専攻分野に関連する学習だけで

勝ち取ることができました。これは日本人学生たちとの共

なく異国文化の体験活動も含まれており、異なる国家間の

同作業を通して勝ち得た結果であり、チーム全員で力を注

交流を通して自分の視野を広げることができました。

チームに分かれてロボットを製作

ロボットサッカー競技会で競い合った
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有益な体験と友好的交流に感激
大韓民国 李 閔 哲（Lee Min-Cheul）
■所
属：全南大学新化学素材工学科 修士課程２年
■ 受入れ機関：東京理科大学
■ 実施期間：2014 年 10 月 26 日〜 11 月 1 日

実験を行った東京理科大学の光触媒国際研究センターは

技術が使われることに対する期待感が膨らむ技術でした。

新しい建物で、清潔な実験室、SEM などの分析装置が同

日本科学未来館も非常に興味深く、化学、物理、医学など

じ空間に揃っていることが羨ましいところでした。私は異

科学全分野に当たる展示物が印象に残りました。

なる溶液を用いてエレクトロスピニングにより光触媒シー
トの微細構造を制御する実験を行いました。韓国でもエレ
クトロスピニングの実験を行った経験はありますが、平面
板にアルミのホイルを被せて紡糸する方式は初めての経験
で印象的でした。
日本訪問３日目に東京理科大学の TUS フォーラムに参
加しました。科学技術の重要性の認識、日本と東京理科大
学で留学生を誘致する努力、さらに持続する研究費の投
資などが記憶に残っています。また IBM の方の発表では、
ユーザーの瞳孔を通してどの製品を欲しがっているかがわ
かる技術の紹介があり、とても印象的でした。実際にその

全南大学の学生らはＫＳＰテクノプラザ（川崎市）の光触媒ミュージアムを見学

刺激的で新知識を蓄積できた学生ワークショップ
大韓民国 林 康勳（Kanghoon Yim）
■所
属：ソウル大学材料工学部 博士課程
■ 受入れ機関：東京大学
■ 実施期間：2014 年 10 月 15 日〜 10 月 22 日

私の研究テーマは、第一原理計算によるデータを使用し

まかなカテゴリーでグループに分け、グループ内で意見交

たハイスループット・スクリーニングで、透明導電性酸化

換をすることができれば、より効果的な活動となると思い

物（TCO）を主として、数個の酸化物に含まれる材料特

ました。

性についても研究を行っています。今回のプログラムは、
どれも大変刺激的で、
新たな経験を積むことができました。
学生ワークショップは非常に有益で、アイデアを共有した
り新しい友人を作る素晴らしい機会となり、毎晩の食事で
は、日本食を楽しむこともできました。
私は理論を主に研究しており、普段から実験器具が実際
に使われる様子を目にすることはあまりなかったので、研
究所の見学は特に印象に残りました。お互いを知り一緒に
楽しむには十分でしたが、意見交換できる時間がもっとあ
ればいいと感じました。参加した学生はそれぞれ異なった
テーマや興味を持っているので、全体講義の後に学生を大
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東大のワークショップでは、
学生の投票によって優秀プレゼンテーション賞を決定

修了者の感想

溶接加工技術の豊富な知識を学ぶ
フィリピン共和国 Diana Mae Calde
■所
属：デ・ラ・サール大学マニラ校
■ 受入れ機関：大阪大学接合科学研究所（JWRI）
■ 実施期間：2014 年 11 月 16 日〜 11 月 22 日

日本で唯一の接合・溶接分野の研究所である、大阪大学

ため、見学時のプレゼンや質疑応答の内容が難しいと感じ

接合科学研究所でのプログラムに参加し、大学内外の研究

る場面がありました。参加者の学習レベルを同程度にする

所を訪問しました。さらに溶接ロボットや溶接機器の製造

ことで、さらによい研修になると思いました。

を行っている企業を見学し、溶接加工技術に関する豊富な
知識を得ることができ、また、科学に対する興味深い考え
方も紹介していただきました。
大阪や神戸、京都の観光では、日本文化に対する視野が
広がりました。日本の人々が時間を厳守することや先進的
な科学技術が生活や文化に広く応用されている点について
は、特に印象に残りました。
さくらサイエンスプランへの参加は、私にとって素晴ら
しい体験となりました。しかし、今回の参加者は、私とも
う１名以外は修士号、あるいは博士号を取得しているメン
バーでした。すでに習得している技術や知識に差があった

接合研にてレーザー溶接の実験設備を見学

高性能な介護支援ロボットに衝撃
ベトナム社会主義共和国 Nguyen Vu Nhat Phat
■所
属：ホーチミン医科薬科大学
■ 受入れ機関：高崎健康福祉大学
■ 実施期間：2014 年 10 月 22 日〜 10 月 31 日

日本の医療・福祉に関する最新技術、特にロボット開発

な文化・慣習を体験したり、日本の方々と共に行動するこ

技術を学ぶため、高崎健康福祉大学でのプログラムに参加

とができたことも、貴重な体験でした。このプログラムで、

しました。世界最高水準である日本の生活支援ロボットの

毎年多くの学生が日本で学ぶ機会を得られることを願って

開発に携わる大学や企業の方々から、専門的な知識や理論

います。

を学ぶだけでなく、医療現場でロボットがどのように用い
られているかを見ることができました。実際に医療現場で
活躍しているロボットは高性能で素晴らしく、衝撃を受け
ました。
ロボット以外にも大学の研究室見学、学生たちとのディ
スカッション、日本の医療事情や障がい者教育に関する講
義、サイエンススクエアつくばや JAXA 筑波宇宙センター
の見学などを行い、短期間ながら中身の濃い内容でした。
今回、さくらサイエンスプランに参加でき、とても満足
しています。滞在中は高度な科学技術だけでなく、伝統的

ロボットスーツ HAL の実演を見学
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ラオス人民民主共和国 Vinaithong Nagavong（28 歳
■所

研究者）

属：ラオス国立農林業研究所

■ 受入れ機関：京都大学東南アジア研究所
■ 実施期間：2014 年 10 月 20 日〜 10 月 29 日
日本の最先端の農林業技術を学びたいと、農林業

印象に残りました。

研究でもトップレベルにある京都大学との交流プロ

ヤンマーミュージアムも訪問しました。以前から

グラムに参加しました。プログラムでは理論的に農

社名は知っていたものの、製品を購入したことがな

林業を学ぶだけでなく、農家に 2 泊 3 日のステイを

かったので、大変興味深かったです。同ミュージア

受け入れていただき、実践的な農業経営を体験する

ムは環境についても学べる点と、実際に技術を体験

ことができました。生産から加工、販売までを一貫

することができる点で貴重な施設だと思いました。

したいわゆる「農業の 6 次産業化」や、農業観光を

プログラムを通して、自分自身の経験や技術・ス

組み合わせたビジネスなど、日本の多角的な農業経

キルがまだまだ不足しているのを感じました。今後、

営を学びましたが、なかでも、オーガニックにこだ

ラオスの農業を改善・発展させていくために、私自

わった野菜を栽培し、市場に送るまでの過程が特に

身もさらに学んでいく必要があると思います。

モンゴル国 Chuluun Buyan （37 歳
■所

PhD、研究者）

属：モンゴル国立大学

■ 受入れ機関：宮崎大学工学教育研究部
■ 実施期間：2014 年 8 月 19 日〜 9 月 6 日
モンゴルでは鉱山の開発や産業の発展による環境
汚染が深刻な問題であり、汚染状況の調査とその対
策が早急に必要となっています。そのため、今回、

滞在期間中の講義・研究などのサポートを行ってく
ださいました。
日本の環境分析・環境保全技術は世界的にも優れ

汚染物質の分析技術や環境保全技術を習得する目的

ています。都市環境を整えるためには汚水や廃棄物

で、来日しました。モンゴルの美しく壮大な自然環

処理が必要ですが、モンゴルでは未整備の部分が多

境を保護しながら、鉱山開発と経済発展を進めてい

いため、今後、充実させていく必要があります。ま

くことは、国として必須の課題となっています。

た、鉱山周辺の環境保全や旧鉱山の環境汚染に関す

滞在中は、地球や水資源について、また、浄水・

る日本の最新技術・システムにも触れて、博士号取

廃水・廃棄物や鉱害・鉱山廃棄物の処理について、 得後の研究を日本で行いたいという願いが高まりま
さまざまな施設を見学した後、宮崎大学工学部と最

した。今回のプログラムで得た知識と経験を、若い

新の機器を用いて共同研究を行いました。宮崎大学

世代の教育やモンゴルの発展に役立てていきたいと

には IRISH という環境汚染分野の研究組織があり、 思います。

ブルネイ・ダルサラーム国 Siti Norrasidah Haji Zahiri（27 歳
■所

大学院生）

属：ブルネイ・ダルサラーム国立大学

■ 受入れ機関：香川大学医学部
■ 実施期間：2014 年 12 月 14 日〜 12 月 23 日
ブルネイ・ダルサラーム国でも、糖尿病などの非

香川大学は希少糖研究のリーダー的施設で、産官

感染性疾患（NCDs, Non-Communicative Diseases） 学連携で事業化も進んでいます。また遠隔医療につ
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が大きな問題になっています。ブルネイ・ダルサラー

いても電子化が進み、先進的な取り組みにより治療

ム大学と香川大学は、これまでも国際交流協定によ

が行われています。そのような日本の進んだ技術・

り、共同で糖尿病・肥満の研究や患者の症状改善の

システムは学ぶところが多く、交流プログラムに参

取り組みを行ってきました。そして今回、特に糖尿

加して、最高の機会と経験を与えられたと思ってい

病や肥満の克服に効果的な甘味料の
「希少糖」と、糖

ます。このプログラムは、両国が今後協力していく

尿病患者の遠隔医療の進め方について学びました。

上でも有益なものになるでしょう。

修了者の感想

シンガポール共和国 Vincent Yong Wei Jie（17 歳
■所

高校生）

属：アンダーソン・ジュニア・カレッジ

■ 受入れ機関：公益財団法人

光科学技術研究振興財団

■ 実施期間：2014 年 11 月 9 日〜 11 月 15 日
浜松市を中心とする静岡県西部地区は、光に関わ

や機器を見たり、実際に触れたりすることができま

る研究や産業が盛んなエリアです。とりわけ今回訪

した。中でも浜松医科大学は、20 年以上にわたり、

問した４施設（静岡大学、浜松医科大学、光産業創

光を用いた医療や医学研究を行ってきた歴史のあ

成大学院大学、浜松ホトニクス株式会社）は、連携

る、世界でも珍しい大学です。私はここの大学病院

して取り組むことで、光の特性を生かした技術が全

内の ICU や手術室に、大変興味を持ちました。
日本には素晴らしいインフラと研究する機会が備

世界に広まることを目指しています。その最先端の

光の技術に触れられるよう、受入れ機関の方々は、 わっていることを知り、今度は研究者として再来日
私たちプログラム参加者に対し、充実した研修内容

したいと願っています。さくらサイエンスプランに

を組んでくださいました。

より、魅力的でユニークな体験をすることができま

訪問先では、私の母国には存在しないような装置

した。

ミャンマー連邦共和国 Kyi Thar Ko（31 歳
■所

教師）

属：ヤンゴン工科大学

■ 受入れ機関：熊本大学大学院自然科学研究科
■ 実施期間：2014 年 11 月 3 日〜 11 月 8 日
今回の来日の主な目的は、熊本大学大学院自然科

また、2007 年に機械遺産として指定を受けた熊

学研究科で教育研究活動を学ぶためでした。私たち

本大学工学部内の旧機械実験工場や、福岡県青少年

のグループのメンバーのほとんどが教師でしたの

科学館などの訪問も、興味深かったです。今後は学

で、施設内見学や学内 E-learning の活用、情報基盤

生同士の交流にも力を入れ、参加者同士や参加者の

の展開など、教える立場に立って、
学ぶことが多かっ

大学と受入れ大学が協力して行うプログラムや、将

たです。学生たちが学ぶことに興味を持つための動

来のプランや就職についても意見交換ができるよう

機付けを、熊本大学がどのように行っているのか、 な、新たな関係作りを進めていきたいと思います。
多くのことを学ぶことができました。

カンボジア王国 Layheang Song（26 歳
■所

研究者）

属：カンボジア工科大学

■ 受入れ機関：日本工営株式会社 技術本部中央研究所
■ 実施期間：2014 年 11 月 16 日〜 12 月 6 日
さくらサイエンスプランのサポートにより、茨城

きた分野で、今後カンボジアにおいても必要不可欠

県つくば市の日本工営株式会社中央研究所で、水循

となる技術です。カンボジアが、水資源の効率的な

環の解析システムや地理情報を使った治水・利水シ

利用や都市におけるインフラの整備のため、日本の

ステムの処理方法について学びました。同社が開発

機関との協力体制を築いていくことは大切なことだ

した GIS ソフトと水循環解析システムで、カンボジ

と思います。

アで収集したサンプルデータを用いてケーススタ

この 3 週間のプログラムは大変有益で、設備の

ディを行い、システムの適用性と改善点を挙げ、今

整った研究所で自分の興味のある分野の研究を行え

後の改良に結び付けられるようにすることが目的で

たことは、忘れられない経験となりました。そして

した。私自身の理解不足により、データを用いたシ

将来的には、再来日し、同社で研究を進めたいとい

ミュレーションは順調には進みませんでしたが、最

う望みを持ちました。日本はとても美しく、人々も

終的には当初の目的は達成できたと思っています。

丁寧に温かく私たちを迎えてくださったことが、強

水循環解析は日本が世界に先駆けて研究を進めて

く印象に残っています。
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特別寄稿
東京大学

放射線物理化学の
国際研究交流で多くの成果
中国科学技術大学教授

林 銘章（Lin Mingzhang）
多くの研究現場で多彩な研修を実施
科学技術振興機構（JST）中国総合研究交流センター
（CRCC）は、日中間の交流活動を通して、両国の良好な
関係を保っている。CRCC は 2014 年、
「さくらサイエンス
プラン（SSP）」を実施し、日本とアジアとの青少年の科
学技術交流を行っている。

表した。勝村先生も討論に参加され、貴重なご意見やアド
バイスを頂戴することができた。

「原子力村」を訪問
9 月 3 日早朝、私たちは茨城県東海村の「原子力村」を
訪問した。核分裂、核融合、核燃料リサイクルなどの研究

この事業では、アジア諸国の青少年が日本の大学、官公

を行う日本原子力研究開発機構（JAEA）など、原子力に

庁や研究機関、企業などを訪問し、日本の青少年や最先端

関する研究に従事する機関が集まっている現場を見ること

の研究に従事する科学者や研究者との科学技術交流を行っ

ができた。

ている。本事業は、人材交流により日本と中国をはじめと

その後工藤久明助教授を訪れ、東京大学原子力専攻の

するアジアの青少年との相互理解を深めるとともに、創造

概要を説明していただいた。その後、勝村教授の案内で

力のある人材の育成を目的としている。

JAEA を見学した。JAEA では研究用原子炉（JRR−1 〜 3）
、

東京大学国際交流学専攻の楊傑教授や李媛先生をはじ
め、同大学工学系研究科、国際工学教育推進機構の協力
のもと、中国の大学および科学院から選出された 10 名が、

放射線を防護する設備や世界初の大強度陽子加速器施設
（J-PARC）を見学するなど、
貴重な体験をすることができた。
また日立製作所の工場や研究所を見学する機会もあっ

2014 年 9 月 1 日から 10 日までの 10 日間にわたり、SSP に参

た。第 4 世代原子炉のナトリウム冷却高速炉の研究開発の

加した。東京大学工学部の勝村庸介教授と研究室の皆さん

様子を見学し、研究員の方々より日立製作所の歴史、経営

の協力により、研究施設や工場を見学し、20 カ国以上 150

理念、原発部品の生産や ABWR（改良型沸騰水型軽水炉）
、

名近くの研究者が参加する第５回アジア太平洋地域放射化

EBWR（実験沸騰水型原子炉）の研究開発について紹介

学国際会議にも参加することができた。

していただいた。

9 月 1 日から、私たち 10 名は勝村研究室の皆さんの案内
で研究室を見学した。東京大学農学部と工学部を見学し、

J A E A にて J R R -1を見学
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勝村研究室で技術交流を行い、自身の研究内容と成果を発

その後、研究員の方々の案内で燃料棒、制御棒、制御棒
駆動装置など関連設備の実験室を見学。実験室には、超音

J A E A にて J - PA R C を見学

受入れ機関

実施内容

送出し国・機関
招へい学生数
招へい教員などの数
実施した期間

東京大学

中国・中国科学技術大学
中国科学院の学生 9 名
1名

2014 年９月１日〜９月１０日

波探傷装置や水中ロボットなど、研究員による最新の研究

組む姿勢と誠実で友好的な態度に感激した。勝村教授は

成果が展示されていた。研究員の方々は私たちの質問に丁

APSRC2014 を控えた多忙な時期にもかかわらず、終始私

寧に応じてくださり、その生産品質や生産設備に深く感銘

たちに付き添ってくださった。心から感謝している。短期

を受けた。

間ではあったが、この経験は私たちを成長させ、また、一

さらに東京大学の原子力専攻
（専門職大学院）を訪問し、

生の思い出となると思う。

イオン加速器、ピコ秒パルスラジオリシス装置や関連する

日本文化の見学では、江戸時代から続く寺院、神社、食

研究成果を紹介していただいた。午後には東海第二原子力

べ物や食器、着物などの伝統文化に触れ、秋葉原・銀座で

発電所を訪れ、発電所の原理や突発的災害への対処法、燃

は、活気に満ちた現代の商業都市の様子を体感し、日本の

料備蓄施設について説明を受けた。

過去から現代に至るまでの変化を知ることができた。

その後、原子炉、蒸気発生器、空冷・水冷設備、放射性
廃棄物・使用済み核燃料の再処理施設等を見学した。原子
力発電所の周囲には津波などの突発的災害に対処するため
の設備が備えられており、この見学を通じて、原子力発電
所の運用は複雑かつ厳密に行われていると感じた。

「アジア太平洋地域放射化学国際会議」に参加
9 月 8 日・9 日、東京大学が主催するアジア太平洋地域放
射化学国際会議（APSRC2014）に参加した。会議には 20
以上ものアジア太平洋地域の国々から専門家など 150 名ほ
どが参加していた。

勝村研究室の皆さんと撮影（前列右から 3 番目が勝村教授）

バイオ分子、物理、プロセス工学、ナノ粒子とエマルジョ
ン、有機材料の放射線分解、パルスラジオリシスの研究、
無機材料等、
多様な分野に及ぶ学術報告やポスターセッショ
ンが行われ、学術的な雰囲気の中、さまざまな質疑応答が
交わされていた。プレゼンテーションや質疑応答の様子か
らも多くを学ぶことができ、忘れられない体験となった。
9 月 9 日午後、弥生講堂で勝村先生から「修了証書」を
いただいた。勝村先生は、今後も努力して未来に向かって
挑戦するよう激励してくださった。

勝村研究室の山下真一助教によるピコ秒パルスラジオリシス装置の説明

日本の研究現場を知る機会となる
さくらサイエンスプランにより、中国の科学技術系の学
生である私たちは日本の研究者と接し、日本の科学技術の
成果を知る機会を得ることができた。日本の研究者たちと
の交流により、文献からは学ぶことのできない貴重な体験
をすることができた。
この 10 日間を通じて、日本の原子力の先進技術を体験
するだけでなく、日本の研究者たちの真摯に研究に取り

修了証を手に記念撮影
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特別寄稿

筑波大学

日本の先端技術・環境・文化に
感銘を受けた中国の高校生たちとの交流
筑波大学国際室特命教授、筑波大学名誉教授

田中 正
さくらサイエンスプランの
プログラムの目的について

技術である「ロボットスーツ HAL」の原理を理解するた
めのデモンストレーションを参加者全員が体験した。
生徒たちは人間の意志（脳の働き）がロボットに伝わり、

中国のハイレベルな高校生を招へいし、わが国の最先端
の科学技術の現場を体験的に理解すること、本学の附属高

ロボットの手が体験者の手と一緒に動くことに驚くととも

校を訪問し、日本の同年代の生徒との国際交流を深めるこ

に、その原理を理解し、想像以上に高度に発達した日本の

とを目的とした。筑波研究学園都市を中心に、物理、生物、

ロボット技術に感嘆したようである。

地球科学、宇宙科学、スポーツ医科学、サイバニクス研究

高エネルギー加速器研究機構（KEK）では、世界最先

といった幅広い理系分野を対象としたプログラムを組ん

端の大型施設を見学し、筑波宇宙センターでは実物大模型

だ。また、日本科学未来館と国立科学博物館の見学、SSH

の「きぼう」日本実験棟で、宇宙飛行士の気分を体験した。

および SGH に指定されている本学の附属高校２校でのグ

また、日本科学未来館と国立科学博物館も見学した。

ループディスカッションと授業体験、本学の G30 留学生と

生徒交流では、文京区大塚にある筑波大学附属高等学校

の意見交換を組み入れ、両国の生徒交流と友好を深める内

と世田谷区の筑波大学附属駒場高等学校の２校を訪問し

容とした。

た。「環境問題」と「未来の科学」をテーマに、４つのグルー

上海中学は、
1865 年創立、
今年
（2015 年）
で 150 周年を迎え

プに分かれて英語によるグループディスカッションを行っ

る名門校であり、上海市の教育委員会に直属する中国国内

た。ちょうど前日の夜にノーベル物理学賞を３人の日本人

でも屈指の一流中学
（高校）
である。
筑波大学とは、
種々のプ

が受賞したとのニュースがあり、
「未来の科学」を討論す

ログラムや海外出前授業などを通じて交流を行ってきた。

るには絶好のタイミングであった。
附属駒場高等学校では、グループごとに古文、日本史、

実施内容について
まず最初に、筑波大学の体育総合実験棟 SPEC（Sport

が行われた。その後、グループに分かれて、「日中におけ

Performance and Clinic Lab.）とスポーツ用大型風洞実験

る授業方法や授業内容の相違」と「アジアの青少年の交流

装置を見学するとともに、
「サイバーダインスタジオ」を

による輝くアジアの科学技術の進展への期待」をテーマに

訪問して、サイバニクス研究から生まれた最先端ロボット

英語によるグループディスカッションが行われた。

ロボットスーツ H A L を実体験する生徒
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物理、化学、地学の授業に参加し、授業を通じた相互交流

K E K で説明を受ける生徒

附属高校でのグループディスカッション

受入れ機関

実施内容

送出し国・機関
招へい学生数
招へい教員などの数
実施した期間

最終日には、日本ジオパークの認定を目指す筑波山を訪

筑波大学国際室
中国・上海中学
12 名
4名

2014 年１０月５日〜１０月１１日

の生徒が受講した。

れ、筑波大学の久田健一郎教授らから筑波山の成り立ちや

さくらサイエンスプランは長期にわたって継続されるこ

その成因、構成岩石の種類やその特徴などについて現地で

とを希望する。このプログラムを継続していくためには、

講義を受けた。また、茨城新聞社の取材を受け、生徒の代

今年度招へいした約 3,000 名の生徒・研究者と招へい機関

表が記者のインタビューに答えた。

のフォローアップ体制をどう構築するかが課題であり、体

効果について
参加生徒が最も印象に残ったこととして挙げた点は、日

制が早急に構築されることを期待したい。また、招へい機
関や招へいされた学生が情報を共有できるプラットフォー
ムの構築も必要である。

本の最先端の科学技術に触れられたことはもちろんのこ
と、日本の環境（自然・社会・研究等についての環境）の
良さと美しさ、日本人の美徳（優しさ、親切さ、礼儀正し
さ、おもてなし等）を体験し、知ったことである。
また、浅草や筑波山を訪れ、日本の文化に触れられたこ
と、毎日の食事を通して日本の食文化の良さを実感したと
いう意見も数多く見られた。こうした経験を短期間なりと
も積めたことは、これからの両国間の関係改善に大きく貢
献するものと思われる。附属高校２校での学生同士の討論
が印象に残ったとする意見も多く、授業に参加することに
よって両国での教育方法や教育システムの違いを認識した
とする意見も多く見られた。

附属駒場高等学校での授業体験

同世代同士の生徒交流は、双方の生徒にとって有意義で
あり、附属高校の先生からは、
「本校の生徒も刺激を受け、
視野が広がったように感じる」
「このような交流の積み重
ねがグローバル人材の育成につながっていくと実感した」
「本校生にとって大変刺激的なひとときであり、討論が熱
を帯び、まとめにも力が入って予定時間をオーバーしてし
まった」などの感想が寄せられた。

今後の国際交流とさくらサイエンスプランについて
各国の高校生を対象とした招へいプログラムが、将来の

筑波山で久田教授の現地講義を受ける生徒

「輝くアジアの科学技術の進展」にとって有効である。こ
のためには「海外高大連携プログラム」を推進することが
先決であり、これに関わる新たなプログラムの創設とその
予算化を強く要望したい。
「草の根」的な活動に頼っていては、高校生クラスのア
ジアの若い優秀な生徒を確保することは困難である。筑波
大学では昨年から、上海中学の姉妹校である上海中学東校
において、海外高大連携プログラムの一環として「環境」
をテーマとした「海外出前授業」を開始した。この授業に
は、今回招へいした上海中学の生徒も参加し、総勢 68 名

茨城新聞社のインタビューを受ける生徒の代表
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特別寄稿

東京理科大学

魅力ある研究実績を
アジアへ発信し相互交流を推進
東京理科大学学長

藤嶋 昭
さくらサイエンスプランの
プログラムの目的について

なく、他機関でさくらサイエンスプランに採択されたプロ
グラムにも協力し、中国の高校生、大学生らの見学などを

東京理科大学はかねてよりアジア諸国の著しい発展と躍

多数受け入れた。外国人留学生が招へい対象者のサポート

動感あふれる人々の活発な行動力に注目し交流を続けてき

役になって活動した。高校生特別コースでは、中国からの

ている。例えば、本学の特色ある研究として火災科学があ

高校生 80 名が本学の数学体験館などを訪問し、神楽坂キャ

り、東アジア地域に対して火災安全工学の教育活動による

ンパスで秋山仁教授に講演をしてもらった。
また、私が以前から上海大学の客員教授を務めていたこ

交流を行ってきた。
また、私がこれまで研究を行ってきた光触媒においては

ともあり、一般財団法人霞山会が受入れ機関を務めた上海

過去 30 年以上にわたって、中国、韓国、インドネシア、タイ、

大学の訪日団が来日したときは、光触媒国際研究センター

インドをはじめとした国々の留学生と共に楽しく研究して

で講演会と見学会を実施した。

きており、今も良好な交流関係を持っている。さらに平成

光触媒の歴史と発展を紹介し、農業へも展開している事

25 年度には、光触媒のメッカを目指して本学野田キャン

例を見てもらうなど、最先端の研究に大変興味を持っても

パスに光触媒国際研究センターを設置し、魅力ある研究内

らった。さらに上海大学の董永杰先生の計らいで、私自身

容を世界へ向かって情報発信を行っている。

が 2014 年 12 月 22 日から上海大学に招へいされて特別講義

さくらサイエンスプラン事業は、こうした本学の方針と

を行い、非常によい交流の機会になった。本学で採択され

も一致しており、アジアの青少年と日本の学生が交流を深

たプログラムについては時間の許す限り、来日していただ

めることは重要であると考えた。本学を魅力ある大学とし

いた代表団の方々にお目にかかるようにし、時には講演等

て世界に紹介し、優秀な学生を招へいしたいと考えていた

も行った。

ことから、本事業への積極的な応募を呼びかけ、実際に平

韓国の全南大学訪問団に対しては、光触媒国際研究セン
ターを中心に交流計画を実施した。全南大学触媒研究所と

成 26 年度には７件の採択をいただいた。

はすでに学術交流覚書を締結しており、2014 年 5 月には私

実施内容について

たち教員が韓国の光州にある全南大学を訪問していた。

さらに東京理科大学で採択されたプログラム実施だけで

教員の交流および共同研究を主目的としていたため、さ

数学体験館で説明する秋山仁教授（左）と集合写真（右）
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受入れ機関

実施内容

送出し国・機関
招へい学生数
招へい教員などの数
実施した期間

東京理科大学
浙江大学（中国）、西安交通大学（中国）、国立建設大学（ベトナム）、昆明理工大学（中国）、
全南大学（韓国）、チェンマイラチャパット大学（タイ）、東北師範大学（中国）の合計 7 大学
合計 54 名（ポスドク、研究者を含む）
合計 10 名

合計 56 日

くらサイエンスプランの支援による学生の交流もすぐに開
始することができた。今回の全南大学の学生の訪日では、
光触媒の理解を深める機会となった。また神奈川科学技術
アカデミーにある光触媒ミュージアムや日本科学未来館も
見学する機会を作った。
センターの日本人学生と共に行った光触媒の共同実験で
は、学生間で積極的な会話を持ち、自分たちで作製した光
触媒材料の効果をその場で確かめるなど、共同作業の素晴
らしさを体感してもらうことができた。
私の教え子で今は中国の東北師範大学の教授となってい

上海大学代表団の光触媒国際研究センター訪問

る張昕彤君が来てくれた時も、光触媒国際研究センターを
中心に見てもらい、学生間の交流の時間を持った。

双方向交流を実施して発展させたい
アジアからの訪問団は各チームともおよそ 10 日間以内
の来日であり、移動も含めるとかなり厳しいスケジュール
であった。特に本事業は初来日の学生諸君を対象としてい
るので、慣れない海外での生活に加え、慌ただしい見学や
共同実験はさぞかし負担となったと心配している。
それにもかかわらず、招へい対象者のアンケートなどを

東北師範大学の学生たちが光触媒国際研究センターを見学

見ると、本事業と日本での経験に、文字では表せないほど
の感謝の気持ちが込められていた。
さくらサイエンスプラン事業をさらに発展させるため
に、世話をした日本人学生を中心に、相手側の大学へ派遣
することを計画し、実際に、私自身が直接関与した韓国の
全南大学と中国の東北師範大学へ引率教員と共に理科大の
学生を 12 月と１月に派遣した。これこそ真の国際交流と
なるものと考えたからである。つまり、アジアからの訪問
団と日本で行動を共にした日本人学生が、今度は送出し機
関へ行くという双方向交流事業を本学独自の取り組みとし

修了証によろこぶ東北師範大学の皆さん

て行った。
これで分かったことは、押し付けによるアピールではな
く、おもてなしの心がいかに大事かということであった。
例えば、韓国の全南大学に派遣した寺島千晶准教授の報告
によると、真の意味での学術交流をしていくには、交流の
きっかけとなったさくらサイエンスプラン事業や双方向交
流事業を通して、親交を深める継続的な交流が必要という
ことであった。
今後も双方向事業への発展を目指して国際学術交流を推
進していきたい。

上海大学での講演会後に記念撮影
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特別寄稿

京都大学

プログラムで知識・体験は
若手研究員の心に深く残った
ラオス国立農林業研究所（NAFRI）所長

Bounthong Bouahom
ラオス国立農林業研究所（NAFRI）は、2014 年に創立
15 周年という特別な年を迎えた。NAFRI は 1999 年 4 月 19

ラオスの若手研究者が日本の農作業を体験

日に当時の研究センターと地域本部を統合し、農業、畜産

本プログラムは、NAFRI の若手研究員 10 名に、名古屋

業、漁業、林業等の複数の研究分野を合わせ持った。そし

大学や京都大学東南アジア研究所のみならず、その他の興

てより効果的で持続的な農林業の発展を目的とした総体

味深い場所を訪問する素晴らしい機会をもたらした。滋賀

的・学問的な取り組みを実施するために設立された。

県の農業者によるホームステイプログラムでは、若手研究

NAFRI はラオスの農林業の発展に貢献

者たちが日本の農村地域での生活を通して日本文化を学
び、日本の農作業を経験する良い機会となった。

設立以来 15 年にわたり、NAFRI の研究員およびスタッ

私は、このプログラムで得られた日本文化および社会の

フは、農業、生物多様性、植物および家畜の繁殖、生産性

経済的発展についての知識は、参加した NAFRI の若手研

の改善などさまざまな研究の実施を通してラオスの農林業

究員の心に深く残るであろうと確信している。また、この

の発展に貢献してきた。国際協力事業では、京都大学東南

プログラムで得た教訓が、NAFRI における彼らの将来の

アジア研究所および名古屋大学大学院環境学研究科との協

仕事ならびに日本の仲間との協力体制にとって有益となる

力で、農林業分野の研究成果に大きく貢献している。

ことを願っている。

NAFRI は、京都大学、名古屋大学との共同研究、学術
会議への参加をはじめ、研究資料の共同利用、教授陣・研
究員の交換交流を通じた学術交流、パートナーシップの促
進など、広範にわたる交流を続けてきた。両大学からは、
交換交流の対象となる教授陣や研究員の受け入れへの同意
をいただいている。
京都大学と覚書（MOU）を交わした後、私は河野泰之
教授および横山智教授が NAFRI の若手研究員の能力の育
成にどのように貢献してくださるのかをお聞きした。お二
人とも喜んで協力するとの意向を示し、この目的のための
取り組みのひとつがさくらサイエンスプランだった。

低炭素園芸施設にてスタッフから説明を受ける
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日本の農業を体験した

受入れ農家でのホームステイ研修

受入れ機関

実施内容

送出し国・機関
招へい学生数
招へい教員などの数
実施した期間

京都大学東南アジア研究所
ラオス国立農林業研究所
10 名
なし

2014 年 10 月 20 日〜 10 月 29 日

ラオスの若者の心に刻まれた
日本の農家での実体験研修
京都大学東南アジア研究所所長・教授

河野 泰之

1999 年 6 月にラオス国立農林業研究所を訪問した。初代

発によってのみ支えられているのではない。無数の人々の

所長のティー博士をはじめ、
研究所は熱気に包まれていた。

たゆまぬ努力の積み重ねもまた、その原動力である。そこ

しかし、基盤的なものを含め、設備は脆弱だった。そして

には、ラオスの人々も十分に参加していける。
「自分たち

何より、力量からみても経験からみても、人材が不足して

にもできるんだ」という自信をもってもらえたことが、こ

いた。

のプログラムの最大の成果ではないかと考えている。

それから 15 年が経過した。この間、数十回はラオスを
訪問し、国立農林業研究所のスタッフとともにフィールド
ワークを行ってきた。数年に一度はワークショップを開催
し、
お互いの研究成果を共有してきた。国立農林業研究所は、
現在のブントーン所長のもとで着実に成長し、実験施設も
充実してきており、何より若い優秀なスタッフが増えた。
ブントーン所長とは、ラオスの農林業の将来と国立農林
業研究所の進むべき道についてたびたび議論してきた。そ
のたびにブントーン所長は、若手スタッフは大きな潜在力
をもっているが、世界を知らないとおっしゃっていた。

ワークショップ後の参加者集合写真

農家に泊まり込んで研修
さくらサイエンスプランは絶好の機会となった。日本へ
来たことがない若者を対象とするという点に心引かれた。
国立農林業研究所の若手スタッフに、日本の農林業の最新
の技術のみならず、日本でもラオスの農民と同じように、
日々工夫を重ね努力している姿を見せたかった。
「低炭素
施設園芸づくり事業」
のような最先端の農業だけではなく、
滋賀県米原市での農業・農家でのホームステイ研修をプロ
グラムに加えた。

グループごとの報告

ラオスの若者は、自分たちの国の農民と同じように、農
業を営み、作物をいとおしみ、家族の団らんを大切にして
いる日本の農民の姿を肌で感じてくれた。同時に、日本の
農民が自ら農産物を加工し、商品に自分たちの名前をつけ
て販売し、利益を上げていることも学んだ。農林業の発展
は手の届かないところにのみあるのではない。
少しの工夫、
少しの努力が進歩の始まりである。それはラオスでもでき
ることである。
世界の発展は、ごく少数の科学者による最先端の技術開

総合討論を行った
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特別寄稿

富山大学

薬学の歴史と伝統を知り
知識と研究に対する意欲が向上
インドネシア・ハサヌディン大学薬学部講師

Subehan Ambo Lallo
私は 10 名の学生と共に、富山大学大学院医学薬学研究

普及に力を尽くした日本人の精神に触れることができた。

部が中心となり実施した医学薬学教育部でのさくらサイエ

また、製薬企業の廣貫堂を訪問し、この会社の近代的な工

ンスプランに参加した。プログラムの目的は、①薬学分野

場で伝統薬の原材料からの製造、包装に至るまでの工程を

の研究室における研究と製薬企業における研究を理解する

見学。老舗の薬種商では日本の伝統的な丸薬の製造を体験

こと、②伝統薬についての知識を深めること、③日本の文

した。

化と研究環境について理解を深めることだった。
初日に、私たちは歓迎パーティに招かれ、医学薬学研究

両国の研究協力で新薬開発への挑戦

部や和漢医薬学総合研究所の先生方、学生および国際交流

今回、日本の大学において、我々の研究分野に関連した

課のスタッフの方々の温かい歓迎を受け、交流を深めた。

スキルの向上につながる貴重な機会をいただき、とても大

グループ別に能力トレーニングを実施

きな収穫を得た。我々が薬学分野に関し多くの知識と技術
を得るためには、まだまだ時間がかかる。日本には薬学に

最初のプログラムでは、研究部および研究所の5 名の教

関する高い技術と優れた研究があり、インドネシアには多

授による異なる研究分野の講義を聴講し、各教授が専門と

くの天然資源がある。双方が協力してあらゆる種類の病気

する研究分野で最近特に注目を浴びている研究について学

と闘うための新薬の開発を手掛けられれば、素晴らしい結

ぶことができた。参加者はそれぞれがテーマとしている研

果が得られるのではないだろうか。

究についてさらなる知識を習得しようと活発に質問をして
いた。次のプログラムでは、関心のある研究を体験するた
めに5つの研究室に分かれ、能力トレーニングに参加した。
学生たちは、受け入れの研究室で知識を深め、能力を培
い、最新の機器の使用を通して高度なテクノロジーや分析
機器データの解析を学んだ。そして、伝統薬物知識を深め
るため、富山大学和漢医薬学総合研究所の民族薬物資料館
および金岡邸資料館を見学した。そこで、我々は日本の伝
統薬として定評のある富山県の薬の歴史を知り、和漢薬の

薬学研究分野の講義を受講
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丸薬製造を体験

民族薬物資料館を見学

受入れ機関

実施内容

送出し国・機関
招へい学生数
招へい教員などの数
実施した期間

富山大学大学院医学薬学研究部
インドネシア・ハサヌディン大学
10 名
1名

2014 年１０月１９日〜１０月２５日

高度なテクノロジーや
分析機器データの解析なども研修
富山大学大学院医学薬学研究部長・薬学部長

細谷 健一

ハサヌディン大学と富山大学は大学間交流協定を締結し

学生たちとの交流も円滑に進められ、成果を得ることがで

ており、特に大学院医学薬学教育部（薬学）では、これま

きた。宗教上の生活習慣も大きく異なるので、さくらサイ

で多くの留学生や研究者を受け入れて学術交流を行ってい

エンスプランでは、対象国を一国に絞って実施することが、

る。現在進行中のキャンパス・アジア中核拠点支援事業「高

今後につながる成果を得られることも実感した。

度職業人育成コース」にも、ハサヌディン大学から教員な
どを大学院学生として受け入れている。今回は富山大学の
教育・研究をじかに見て肌で感じてもらい、富山地域の伝
統ある薬学研究に興味を持ってもらうことを目的とした。

薬学研究の講義と実験の学術交流
日本における薬学系研究の概要について講義し、母国と
日本での研究の相似点・相違点を認識してもらった。和漢
医薬学総合研究所の民族薬物資料館の見学では、世界中の
伝統薬物の多さを認識できたようだ。さらに、学生たちの
希望する分野の研究室に分かれ、実験機器などを使って実

各研究室に分かれて実習を行った

験を行った。実験では研究室の学生も積極的に関わって交
流を深めた。
製薬企業見学では、富山市内の和漢薬を取り扱う老舗の
製薬企業（廣貫堂）を訪問し、日本の和漢薬の歴史と工場
における厳密な製造・品質管理などの工程について説明を
受けた。学生たちは、オートメーション化された製造ライ
ンと厳密な検査に感心し、薬学研究の奥深さを認識したよ
うだ。富山地域の薬学の歴史を感じてもらうために、薬業
資料館（金岡邸）を見学し、薬業全般にわたる多くの資料
を目にした。

工場を見学して製薬の実際を学んだ

日本の学生の国際化にも影響を与える
修了時には「ぜひ、日本へ来たい。日本に来て勉強した
い」との声が全員から寄せられた。また、学生たちにとっ
て次のステップを考える機会となったことを実感した。加
えて、実験などで交流した日本の学生たちにとっても、国
際化を考える良い機会となった。
今回、本学で博士の学位を取得し研究交流を継続してい
た教員が、コーディネーターとなり引率してくれたので、

薬学研究の概略について講義した
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さくらサイエンスプランの効果と展望を語る
日
場

時：平成 27 年 3 月 11 日（水）午後 4 時〜 6 時
出席者：黄 鴻堅（Ooi Hong Kean）麻布大学獣医学部教授
所：JST 東京本部サイエンスプラザ（千代田区四番町）
田中 正 筑波大学国際室特命教授、筑波大学名誉教授
橋本研也 千葉大学大学院工学研究科教授
沖村憲樹 さくらサイエンスプラン推進室長、元 JST 理事長

なぜ、さくらサイエンスプランが誕生したのか

沖村憲樹 本日はご多忙の中、ご出席いた
だきありがとうございます。最初になぜさ
くらサイエンスプラン事業を始めたのか。
その創設者として簡単にご説明したいと思
います。
私は科学技術振興機構（JST）で理事長
をやっていたときから、日中交流が非常に重要と考え中国
との交流に力を入れてやっていました。それで CRCC（中
国総合研究交流センター）を 9 年前に創りました。次に日
中両国の知の源泉たる大学の交流が重要だと思い、日中大
学フェア＆フォーラムを創設しました。日中双方から数十
大学が参加するフォーラムですが、これで大学同士の交流
がかなり広がりました。
さらに日本を理解してもらうために「客観日本」という
中国語のウェブサイトを作りました。中国から一日平均
二十数万件のアクセスがございます。日本の科学技術の正
確な情報を理解してもらおうと始めたものです。しかし一
番重要なのは人の交流だとずっと考えてきました。中国で
大変尊敬されている有馬朗人先生に CRCC のセンター長
をお願いし、2 人でさくらサイエンスプランの素案をもっ
て下村文部科学大臣のところに陳情に行きました。

下村大臣の指導で東南アジアに広げる
中国から１万人の若者に来てもらおうという案を出した
ところ、下村大臣からは中国だけではなくアジア全般でや
るようにというご指導がありまして、14 カ国・地域に広
がりました。下村大臣のご指導でこの政策が一気に広がっ
て、いろんな意味合いを持ってくる政策に変わったと思っ
ております。
政界の諸先生方の応援と官界の方々のご理解を得てよう
やく実現したと感謝しています。今年度（平成 26 年度）
は 2,000 人招へいの予定が 2,945 人になりました。アジア
諸国・地域で日本は、科学技術の面で進んでいるのでア
ジアの科学技術人材の養成に貢献したいということが一番
の目的であります。これは同時に日本側にとっても非常に
メリットがございます。機関と機関が仲良くなった関係を
もっと日本中に増やしていく、日本の国際化を促進する草
の根活動を目指したものです。
それでは先生方からプログラムの概要、それから感想、
効果、課題と今後の展望などについてお一人ずつお話しい
ただきたいと思います。

アジア地域トップレベルの獣医学生に来てもらう
黄 鴻堅 今回私は、アジア諸国・地域の獣医学部に声を
かけました。台湾の国立中興大学と国立台湾大学、韓国は
ソウル国立大学、中国は北京農学院と中国農業大学、マレー
シアはマレーシアプトラ大学、タイはチュラロンコン大学、
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チェンマイ大学、ラジャモンコン大学、インドネシアはガ
ジャ・マダ大学、フィリピンのフィリピン大学ロスバニョ
ス校から来てもらいました。それぞれの国を代表する獣医
学におけるトップの大学から学生を送ることを依頼しまし
た。
家畜感染症と人獣共通感染症のアジアでの学術交流ネッ
トワークを構築したいと取り組みました。将来的に鳥イン
フルエンザや口蹄疫の研究・交流ネットワークを目指した
ものです。若い獣医師の間でネットワークを作ることで、
将来、国際的に貢献する人材になることを期待しています。
このような学術交流で最も大事なのは、友情です。若い
時には一緒に学び、一緒に生活し、一緒に成長していくこ
とで友情が深まります。日本の獣医学生の国際感覚を育て
るためにも、今回は東大、農工大、日大、日獣大、麻布大
から合計 6 人を招へいして、一緒に実習させました。

来日前に提出させた 2 本の宿題
今回の招へいで私が重視したのは学力レ
ベ ル、 英 語 レ ベ ル と 健 康 で す。 私 が 個 人
的に交流のあるそれぞれの大学の先生との
ネットワークを活用して、招へいの選抜を
進めました。学生の選抜では、学力、英語力、
健康を重視してください、と送出し大学に
依頼しました。もし、学力不足でコースに追いつかない場
合は、修了証書を出しません、とあらかじめ伝えたところ、
どの大学も非常に優秀な学生を送り込んできました。
また、来日する 5 週間前には全員に宿題を出しました。
1 回目の宿題は、コースで取り扱う病原体の性質、感染性、
診断方法の原理などについて書かせました。日本人学生も
同じく、英語で回答してもらいました。
続いて 2 回目の宿題は、ソーシャルサイエンス分野につ
いて書かせました。一つの感染症を選び、自国でその病気
が発生したら、どのような対策を取るかという課題です。
その病気がどのように自国の社会、経済、国際関係、貿易、
野生動物保護、マスコミ、バイオテロリズム対策、環境保
全などに影響を与えるか、それぞれの観点から論じてもら

いました。
知識だけ追求しても、知恵がないとダメだと思います。
知識が Knowledge、知恵は Wisdom ですね。Wisdom と
Knowledge は何が違うかというと、私の考えでは Wisdom
は Knowledge のアプリケーションです。Knowledge がた
くさんあっても、Wisdom がなかったら、それは発展性が
ないということだと思います。この二つの宿題を提出する
ことによって、招へいされた学生たちは、来日前からコー
スの内容を理解したと思います。

上海の有名高校生を招へいした
田中 正 私たちは、中国の名門校でハイ
レベルな上海中学の高校生を招へいし、日
本の最先端の技術の現場を体験的に理解し
てもらうことにしました。筑波大学にはスー
パーサイエンス・ハイスクール、スーパー
グローバル・ハイスクールそれぞれに指定
された附属高校がございます。ここで日中の若者たちの交
流を深めることが主な目的でした。
プログラムでは、高エネルギー加速器研究機構（KEK）、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）などを見学しました。そ
れから筑波大学の SPEC という体育総合実験棟を見学し、
また、山海教授が開発した介護用ロボットスーツ「HAL」
の原理も体験しました。日本科学未来館と国立科学博物館
の見学も組み入れました。大塚と駒場にある附属高校では、
生徒同士がグループディスカッションをし、附属駒場高校
では実際に授業に参加して日中の教育の比較や、アジアの
科学技術への進展ということに対してどう考えるかという
ことでもディスカッションをしてもらいました。
ちょうど附属高校を訪問する前の夜に、2014 年のノー
ベル物理学賞を日本の青色 LED の発明者が受賞したこと
は科学の未来を討論するのにいいタイミングでした。筑波
大学の地球科学の久田教授からは、筑波山の成り立ち、富
士山と筑波山の形成プロセスの違いなどを筑波山の現場で
講義していただき、これが非常に良かったようです。

招へいされた学生のフォローアップが大事だ
生徒たちには、帰国直後に参加した感想を英語でレポー
トしてもらいました。それを読むと、日本の最先端の科学
技術に触れられたということはもちろんですけれども、日
本の環境、自然、社会、研究環境、そういうものの良さ、
それから日本の美しさ、日本人の優しさとか親切さとか、
そういうものを直接理解したというのが非常に大きな成果
だったと思います。それから、同年代の日中の生徒同士が
英語でディスカッションしたということに、招へいされた
生徒たちが大きな意義を感じておりました。
一方で招へいされた生徒らのフォローアップ、これを行
う必要があるのではないかと思いました。私たちもフォ
ローアップするつもりですが、全体的なフォローアップを
JST でやってもらい、参考にしたいと思いました。参加
した学生や教員がそういう情報にアクセスできるようなプ
ラットフォームを、JST で構築してもらえるとありがたい
と感じております。
それから招へいされる生徒が優秀であることは重要な要
件だと思います。どんな生徒でもいいというのではなくて、
やはり優秀な生徒や学生を呼ぶことで、大きな成果が得ら
れるというのが実感したことです。

優秀な学生を送り込んできた中国の大学
橋本研也 私は中国の四川省にある、電子
工学分野、特に高周波の分野で著名な電子
科技大学との交流プログラムを行いました。
このプログラムを始めるにあたり、マスター
クラスから上じゃないと難しいのではない
かと思ったのですが、先方の大学はできれ
ば学部の学生を送りたい、人選は任せてくれ、良い学生を
送るぞと言ってきました。
私が言ったことは優秀であること、英語で全部やるから
英語がちゃんとできること、プログラムが MEMS（MicroElectro-Mechanical Systems）とか高周波とかに限るので
それに興味があること、さらに将来的には日本や外国に留
学を希望する学生と、この 4 つの条件を出しました。結果
的に素晴らしい学生が来ました。学生は優秀でものすごく
活気があって、さまざまな講義では多くの質問が出て、ディ
スカッションをしました。日本の学生にはあまりいないタ
イプなので、私は非常にびっくりしました。
プログラムには、MEMS 研究で有名な東北大学の先生
方にもお願いして、招へいした学生に世界最先端の研究室
の見学をさせていただきました。東北大の先生方も非常に
喜ばれ、招へいした学生が優秀なので楽しかったと言って
いただきました。
先方の大学も非常に積極的であり、大学間協定でダブル
ドクター・ディグリーの話も具体的に進み、大きな成果が
上がっています。中国の学生が日本に来たいという希望を
持っても、具体的にどういうアクションをしたらよいか分
からなかったようですが、さくらサイエンスプランは、優
秀な学生にこういうチャンスがあるというきっかけを与え
たことになり、大きなインパクトがあったと考えています。

長期間のプログラムを模索
千葉大学のドクターやマスターの学生の中に中国人がい
ますので、その学生と話をさせるという機会を作りました。
これは、かなり効果があったと思います。日本に来るには
どうしたらいいのかとか、日本の生活はどうなんだという
話を我々から聞くより、やはり中国人の先輩から聞くのが
大きな意味があると私は思っています。
先方の大学から、できれば 30 名とってくれないかとい
う希望がきています。具体的にどうしたらいいのか頭を悩
ませていますが、例えば 1 週間の集中講義みたいな形でや
るなら、引き受けてもいいかなと思ったりしています。私
自身、中国のいくつかの大学で集中講義をやっていますの
で、講義資料もありますし、長期間のプログラムをアドバ
ンストコースというような形で進めるのがもう一つの方法
かな、と考えたりしています。

世界的に広がっている留学生確保政策
黄 いま、世界中の国が留学生を増やす政策を取っていま
す。日本も中曽根内閣のときに留学生を 10 万人に増やす
政策を打ち出しました。あのときは、周りの国はこれと同
様の考え方を持っていませんでした。留学生の増加が国
の経済活性化につながることを一番先に気が付いた国は、
オーストラリアです。留学生からの収入が非常に大きく、
オーストラリアの経済を支える三本柱の一つにまで成長し
ました。私は 20 年前に北大から台湾の中興大学に移り、
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その 12 年後に国際部長に就任しました。在職中に、当大
学の学位留学生を 27 名から 4 年間で 253 名にまで増やし
た経験があります。
シンガポールの大学は香港や台湾に行って、優秀な高校
生に対して、ウチの大学においでよ、4 年間の奨学金をあ
げますから、と勧誘しています。ここまで海外の大学が必
死になって、優秀な人材を獲得しています。
田中 それは私も感じましたね。留学政策の中で、私のと
ころではグローバル 30（文部科学省の国際化拠点整備事
業）に 2010 年から採用され、留学生確保のきっかけにな
りました。今回、招へいされた上海の生徒は、英語のレポー
トを見るとすごい表現力です。高校 2 年生でこれだけの表
現をパッと書けるのはすごいレベルです。日本の高校生に
も刺激になったと思います。
沖村 今年度は高校生特別プランというのをすでにやって
いますが、トップの高校のトップの生徒が来ました。これ
を来年度は２倍に増やそうと思っています。それとは別に、
大学が個別にいい高校生に来てもらい、将来は日本に来て
もらう制度的なものを採り入れられないかと思っています。
橋本 さくらサイエンスプランの交流で、日本の学生に刺
激があったことは事実です。招へいされた彼らの方が非常
に活発ですし、授業の発表に対して非常にポジティブでし
た。私の研究室の学生は、上海交通大学との学生交流でよ
く知っていますので、中国の学生が非常にアクティブな学
生が多いというのは感じております。

「おもてなし」ができているか
沖村 このプログラムの一番重要なところは、日本側で受
け入れる先生や機関がちゃんと「おもてなし」をすること
です。プログラムの中身を充実させてハートフルにやるこ
とです。千葉大もぜひ、他の先生にも PR してほしいと思
います。
橋本 はい。ただし、大学の教員が自主的、主体的に動か
ないとだめなんですよね。
沖村 そうだと思っています。大学の先生が動いてくれな
いとだめです。
田中 あと、大事なのはロジスティックスです。宿泊をど
こにするとか、
食事をどうするかとかです。その辺をきちっ
とサポートできる体制ができているかできていないかとい
うことが、すごく大きいと思うんですね。
黄 私が台湾・中興大学の国際部長だったときには、38
カ国から来た約 500 名の学生を世話していました。国際部
には 2 人の教官・課長、５人の事務職員と数人のアルバイ
ト学生もいました。その国際部を設立したおかげで、いろ
いろ経験を積みました。
今回のさくらサイエンスプランでは、学生たちに観光で
はないことを自覚してもらいました。例えばダウンタイム
をしっかりとってもらいました。ダウンタイムとは、日本
に来る前に牛などの偶蹄類の動物には１週間から 10 日の
間、接触しないことです。これは口蹄疫を持ち込む危険を
避けるためです。
12 月の来日なので、インドネシアなど熱帯の国から来
る学生の服装を心配したので、バーゲンセールでセーター
を箱ごと買って備えました。それが非常に役立って、学生
たちは喜んでくれました。
沖村 素晴らしいですね。黄先生のそのノウハウは、これ
までの積み重ねで得られたものですね。
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黄 さくらサイエンスプランを成功させるには、大学全体
で取り組まないとなかなかうまくいきません。一つの研究
室だけで実行することは大変です。私は他の４つの研究室
の先生方にお願いして、実習をしてもらいました。

効果的なプログラムを実施する条件
黄 さくらサイエンスプランの応募の条件について、コメ
ントさせてください。上限の人数とか期間とかは、受入れ
機関のプログラムを考えて、もう少し柔軟な条件にしても
らいたいと思いました。
私の体験で言うと、招へいする学生も１カ国からだけで
はなく、複数の国から招へいした方が効果があります。そ
のためには、招へい対象者数も多くなります。日本の学生
も含め、東南アジアの多くの国・地域の学生が一緒になっ
て話をすると、多様性が出てきて学生の見方や考え方が
違ってくるという効果があります。
沖村 大事なコメントをいただきました。こちらとしては
多くの大学に広めたいという気持ちがありまして、招へい
プログラム数を多くして短期間で帰ってもらうということ
が頭にありました。複数の大学から多くの学生を招へいし、
実のある研修をしてもらうという観点は、思い浮かびませ
んでした。反省点です。
田中 筑波大学は世界各国に 13 の海外拠点を持っている
のですが、できればこのプログラムをアメリカの高校生に
まで拡大してほしいとの意見が出ています。アジアが中心
になるのは分かりますが、できれば世界的なスケールでこ
のプログラムを拡大していくということも考えていただき
たいと思います。
橋本 招へいする学生を 10 人の枠でやると 1 つの大学に
なってしまいます。もっと大きな枠が取れるならば、いく
つかの大学を合わせてやれるので検討してもらいたいと思
います。コーディネーターの費用も認めてもらうよう希望
します。
沖村 非常に貴重なご意見ですね。ぜひ、検討したいと思
います。
黄 日本の大学生は、4 大学の 4 人の学生に 1 人 1 日 3,000
円あげますと言って招へいしました。もし、この 4 人にア
ルバイト料を補助金から支出できなかったら、自分で払う
しかないと思いました。これくらいの金銭的犠牲を払って
も彼らの満足感あふれる笑顔を見たときには、心も慰めら
れました。
沖村 素晴らしいことですね。募集要項の内容など、現場
の先生方や機関の要望を聞いてこれからも改定し、現場の
状況をもっと把握するように工夫したいと思います。

黄 さくらサイエンスプランは 3 年後、
4 年後にもサスティ
ナブルに続いていてほしい。サイエンスとソーシャルサイ
エンスで構成されるコースが 10 校でもいいですが、育っ
ていけばいいと思います。もちろん、たくさんのアジアの
学生を招へいした見学や研修もいいのですが、最後には
10 校の大学くらいがしっかりしたプログラムを遂行して、
残っていくのではないかと期待しています。

高校生の交流を発展させたい
沖村 さくらサイエンスプランは、留学政策が動機になっ
ているのではありません。とにかく交流する機会を作りた
いと始めたものです。目的はアジアの人材を育てること
で、アジアの人材育成に貢献したい。短期間で日本を好き
になってもらうというのが原点なんですね。
対象も大学ばかりでなく、高校から中学校までやりたい
くらいなんです。これから勉強するのにお役に立つとした
ら、若手の現場にいる行政官の人に日本の現場を見てもら
いたいと思い、今年度は中国だけで 40 人来てもらいまし
た。これをちょっとリファインして広げたい、いろいろな
意見を吸収していきたいと思っています。
橋本 例えば、SSH（スーパー・サイエンス・ハイスクー
ル）などと連携した事業に発展させるという考えがあって
もいいと思います。
沖村 高校生コースの方は、来年度はその方向で進めます。
例えばノーベル賞受賞者の講演を SSH の高校生とアジア
の高校生とが一緒に受けて、さらに交流するというプログ
ラムをいくつか組んでいます。なるべく日本の高校生と一
緒にやりたいと思っています。
田中 ただ、諸外国の夏休み時期とか学期の設定は日本と
は違いますから、難しい点もあると思いますが、ぜひ、調
整して実現してほしいと思います。
橋本 千葉大も高校との交流をずいぶんやっており、SSH
もずいぶん見てきました。生徒は非常に活発ですが、大学
入試に差しかかると中断してしまう。高校１、2 年生のこ
ろは活発で、もの怖じせずにできれば英語でも話したいと
思っています。非常に面白い生徒はいっぱいいるのですが、
3 年生になったとたん、何でこんなつまらない生徒になっ
てしまうんだというのが、私の偽らざる心境です。
田中 確かにそうです。やはり 1、2 年生が対象になると
いうことでしょうね。3 年生は大学受験があるからだめで
す。中国も同じです。一番効果的なのは 2 年生かもしれま
せん。継続を考えるなら 1 年生から 2 回くらいでしょうか。

さくらサイエンスプラン実施運営への要望
沖村 さくらサイエンスプランの実施運営について何かご
意見があったら伺いたいと思います。
橋本 去年はちょっと忙しかったのですが、平成 27 年度
は 2 月の募集開始でしたから非常に助かりました。単純な
質問ですけれども、例えば同じ教員が 2 回出したら採択率
が下がるということはあるのでしょうか？
沖村 そういうことは一切ありません。役所だと思わない
でください（笑）。応募の審査は、構造工学が専門で東南
アジアの事情にも精通している東京都市大学の三木千寿学
長を委員長にさくらサイエンスプラン委員会を作り、いろ
いろ議論してもらい採択しています。
黄 募集要項の招へいする学生の人数や期間など、もう少
し自由に選択できるように柔軟な条件にしてもらえるとあ

りがたいです。日本の大学からも、招へいできるようにな
るといいと思います。また、コーディネーターの経費や学
生のサポーターに対するアルバイト料なども見てもらえな
いかと思います。
橋本 招へいするときに送出し機関が、自分たちの負担で
もいいから日本へ行きたいというケースがあります。さく
らサイエンスプランでサポートしていただける人数を決め
ていただいたら、自主的に来る人のビザに関しても、一緒
に処理してもらえるとありがたいです。
田中 私のところもそうでした。教員が 3 人来たのですが、
さくらサイエンスプランでカバーできるのは 1 人だけ。あ
との 2 人は送出し機関の負担ということで招へいしまし
た。学生についても、その方式ができるといいですね。

今後の抱負と期待と
沖村 最後に先生方に今後の抱負、期待などを述べていた
だきたいと思います。

橋本 私の経験で言うと、欧米の方々に助けてもらって自
分のキャリアアップができたと強く思っています。それで
次は返す番だというのが私の思いです。長いこと台湾の学
生をサポートしてきました。最近は中国もやるようになっ
ています。中国人の 8 割が日本嫌いという調査結果だそう
ですが、私は非常に疑問に思っています。
実際、中国から日本に来たほとんどの学生が、日本を非常
に好きになる。本当にわかってもらえば、日本を好きになっ
てくれるのではないかなと私は思っています。そういう機
会を作る場として、さくらサイエンスプランは有効ですか
ら積極的にサポートしていきたいと考えております。
田中 このプログラムが終わった直後、新たな連携先の開
拓を始め、上海中学の姉妹校である上海中学東校で出前授
業を始めました。そういう関係をいくつか作った上で、さ
くらサイエンスプランを利用した国際交流を進めていきた
いと思っております。
黄 さくらサイエンスプランに関して 3 つのキーワー
ドを挙げたいと思います。１つはサスティナビリティ
（Sustainability） で す。 次 の キ ー ワ ー ド は イ ン パ ク ト
（Impact）です。アジアと日本の青少年にインパクトある
ものを提供すれば、彼らの人生進路を変えるぐらいのプロ
グラムに発展します。最後は「和」という言葉です。やっ
ぱり日本の「和（Harmony）
」は大事です。日本がさくら
サイエンスプランを通してアジアの和、平和に貢献するこ
とを期待します。
沖村 本日は本当に素晴らしいお話を聞かせていただきま
した。これから推進室は先生方のご意見をくみ上げながら、
よりよいさくらサイエンスプラン運営に取り組みます。あ
りがとうございました。
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広報活動報告
内外のメディアが好意的に取材・報道
「さくらサイエンスプラン」一般公募コースの実施にあたっては、その告知と認知度アップをはじめ、
それぞれの活動内容を知ってもらうために、全国メディアへのプレスリリース配信や
重要メディアへの個別コンタクトを行った。
また、公式ホームページや公式フェイスブックを立ち上げ、多面的に広報活動を展開した。
さらに受入れ機関や送出し機関には、それぞれのホームページで「さくらサイエンスプラン」の活動を
取り上げてくれるようお願いし、多くの機関が活動内容をホームページで掲載してくれた。

●プレスリリースの配信とメディアコンタクト
平成 26 年度の公募は３回行ったが、その採択結果等を

要項」や「交流計画申請書」もホームページからダウンロー
ドできるようにした。
交流活動に関しては、フェイスブックとホームページの

知らせるプレスリリース（日本語 ･ 英語 ･ 中国語）等を計

両方に掲載した。フェイスブックでは速報性に主力を置き、

５回配信した。リリースは全国紙、ブロック紙、地方紙、

またホームページでは活動報告をわかりやすく整理して掲

テレビ局、ラジオ局、専門紙、雑誌等、毎回、約 720 件の

載するなど、それぞれの役割を分けた。加えてホームペー

担当部署に配信した。

ジには「活動報告」だけでなく、
「特別寄稿」や修了者・

さらにメディアのキーパーソンには直接コンタクトし、
「さくらサイエンスプラン」の説明と取材、記事掲載のお
願いをした。その結果、取材や記事掲載に結びついたケー
スもかなりあった。

引率教員からの「声」を掲載し、招へい者と招へい対象者
の両方からの感想や意見を載せるようにした。
さらにトップページには「高校生特別コース報告書」や
「高校生特別コース動画」も掲載し、文章だけでなく、多

海外メディアに関しては日本外国特派員協会へのリリー

くのビジュアルをアップし、臨場感あふれる情報発信に努

スの投げ込みおよび同協会の掲示板への掲載、東京に支局

めた。ホームページのアクセス数は、346,241PV となって

のある外国メディアへの配信、14 の送出し国 ･ 地域の英字

いる（平成 27 年 3 月 31 日現在）。

新聞や駐日大使館にもそれぞれリリースを配信した。しか
しながら、全体情報だけのリリースでは、各国のメディア
の関心を集めるまでにはいたらず、今後はきめ細かく国別
にリリース内容を変えるなどの工夫が必要と感じた。
また、メディアモニタリングも全国紙、地方紙、雑誌な
ど約 260 紙 ･ 誌、さらにオンラインニュースやテレビなど
をチェックし、最新情報の収集に努めた。
その結果、記事掲載はテレビやオンラインニュースも含
めて国内 85 件、海外 28 件を数えた（平成 27 年 3 月 31 日現
在）。

●公式ホームページの開設
平成 26 年４月に「さくらサイエンスプラン」をスター
トしたと同時に公式ホームページを日本語 ･ 英語 ･ 中国語
で開設した。公式ホームページには基本情報として「事業
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さくらサイエンスプラン公式ホームページ（日本語）
http://www.ssp.jst.go.jp/

●公式フェイスブックの立ち上げ

概要」
「基本方針」
「交流形態」
「有識者の応援」等を載せ、事

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の一

業の全体像がわかるようにした。また公募も平成 26 年度

つ、フェイスブック（FB）に公式サイトを平成 26 年６月

は３回実施したため、関係者が応募しやすいように「募集

中旬に立ち上げ、受入れ機関から寄せられた活動報告をス

ピーディにアップし、速報性を高めた。実際の交流活動が

関係機関によっては公式ホームページと同時に公式フェ

スタートしたのは 7 月初めからだが、当初はまだ交流活動

イスブックに掲載したところもあった。その両方を合わせ

を実施している機関は少なく、なかなか活動報告の情報が

ると国内 252 件、海外 13 件の掲載数となった（平成 27 年 3

寄せられなかった。しかし事務局からのお願いと継続的な

月 31 日現在）。

フォローによって、次第に活動報告が寄せられるように
なった。
平成 26 年７月から平成 27 年 3 月末日時点での FB 掲載本

全国紙、地方紙、テレビ、オンラインニュースなどで報道

数は 338 本を数え、更新回数は表紙も含めて 390 回に及ぶ。
それに対して「見た人」は 77,743 人、
「いいね」は 3,247 人、
「シェア」は 103 件を数えた。この数字には写真ごとに寄
せられた「いいね」や「シェア」が入っていないため、実
際はもっと多くの件数があったと思われる。
「シェア」は海外からのものも多く、参加した学生たち
が自分たちのフェイスブックで交流事業を紹介するなど、
SNS を通して草の根的に「さくらサイエンスプラン」の認
知度がアジアの国 ･ 地域でも高まっていった。
2014年9月26日
日刊県民福井

「さくらサイエンスプラン」公式フェイスブック
https://www.facebook.com/sspjapan

2014年8月9日
山形新聞

●関係機関のホームページにも掲載
「さくらサイエンスプラン」の学生たちを受け入れる
日本の関係機関でも、自分たちの公式ホームページで取り
上げてくれたところが多かった。大学によっては英語 ･ 中
国語のホームページを立ち上げているところもあり、それ
ぞれの言語でさくらサイエンスプランの交流事業を紹介し
てくれたのは、14 の国 ･ 地域の送出し機関への良い情報提
供となった。
また日本国内だけでなく、アジアの大学のなかにも日本
滞在中の様子を取り上げたところもあった。例えば中国の
蘭州大学や科学技術大学、タイのコンケン大学では受入れ
先の大学やさくらサイエンスプログラムを詳しく紹介して
くれた。

2014年8月7日
東京新聞夕刊

日本全国で実施された ｢さくらサイエンスプラン｣ の交流の様子
は、全国紙だけでなく、ブロック紙や地方紙など、各地の新聞でも
数多く取り上げられた。
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広報活動報告

2014年10月29日

中日新聞松阪紀勢版

2014年8月17日

2015年2月27日

マレーシア「The Star」

富山新聞

2014年7月30日 中国「人民網」
2015年1月31日
「ミャンマーニュース」

2014年11月19日

神戸新聞

2015年2月3日

2014年12月17日

2014年7月30日

インド「THE TIMES OF INDIA」

朝日新聞山梨県版

NHK・BS1「国際報道2014」

2015年1月19日
モンゴル「Undesnii shuudan」

新聞メディアだけでなく、テレビ(NHK、名古屋テレビ)でも報道された。また、マレーシア、中国、ミャンマー、
インド、モンゴルなどの海外メディアも日本でのサイエンス交流の様子を詳しく伝えた。
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各種メディアで報道された主な記事一覧
掲載日
2014年
7月15日
7月30日
7月30日

媒体名
中国新聞
NHK・BS1
「国際報道2014」
人民網（日本語版）

8月1日
8月6日
8月9日
8月10日

福井新聞
高知新聞
山形新聞
岩手日報
NHK総合
8月11日
「おはよう日本」
マレーシアのThe Star
8月17日
のon-line
9月4日
日刊建設工業新聞

タイトル
中四国エリアの私立大学で唯一、平成26年度ＪＳＴ「さくらサイエンスプラン」に
採択！
特集「中国人学生の心をつかめ～激化するエリート獲得競争～」

高校生特別コース

＜中日フォーカス＞
ノーベル賞受賞の鈴木章博士「好きこそものの上手なれ」
海越え 科学技術交流 福井大生とアジアの学生 協力して顕微鏡作り
７カ国の大学生と交流 工科大でサマースクール
山大工学部 留学生と意見発表 環境問題をテーマに
アジアの学生 岩手大で交流 互いの研究紹介

高校生特別コース
福井大学大学院
高知工科大学
山形大学工学部
岩手大学大学院

中国から留学生を呼び込め

高校生特別コース

Promoting exchange of knowledge

高校生特別コース

9月24日
9月26日

京都新聞
中日新聞

山下設計／中国から学生受け入れ／日本の設計技術や医療・福祉建築を紹介
科学技術交流：水質汚染防止技術学ぶ ベトナム・モンゴルの若手研究者、宮崎大で
交流終え終了式
＜大学発 日本 人と技術・日本を支える研究活動と技術開発＞学生が多国籍チームを
組み、アジアの村でイノベーション創出。9月にインドネシアにむけ出発。12月には
アジアの学生が夢考房に集結し製品化
中国若手研究者 環境測定を学ぶ 堀場製で交流事業
福井大で原子力学ぶ 敦賀 ベトナムの学生ら訪問

9月27日

人民網（中国語）

寒冬犹有育“樱”人

9月27日

科技日報（中国語）

寒冬犹有育“樱”人

9月6日
9月17日

9月28日
10月号
10月1日
10月2日
10月2日
10月2日
10月2日
10月4日
10月15日
10月25日
10月29日
10月29日
10月29日
11月1日
11月19日
11月24日
11月25日
12月11日
12月17日
12月18日
12月20日
12月21日
12月21日
2015年
1月15日
1月19日
1月23日

毎日新聞（宮崎県版）
Fuji Sankei Business i.
（フジサンケイビジネスアイ）

大地網（中国語）
月刊「化学経済」
Fuji Sankei Business i.
（フジサンケイビジネスアイ）
読売新聞
宮崎日日新聞
ＮＨＫ宮崎放送局
ＮＨＫ WORLD（英語）
琉球新報
富山新聞
中日新聞（滋賀県版）

2月2日
2月11日

琉球新報

ラオスの研究員、米原で農業体験

公衆衛生の課題報告

琉大保健学科

３カ国の学生と合同授業

Yatsuhashi, Timphan ala Japan

山下設計
宮崎大学
金沢工業大学
堀場製作所
福井大学
「さくらサイエンスプラン」
紹介
「さくらサイエンスプラン」
紹介
住友化学
東京都市大学
宮崎大学
宮崎大学
宮崎大学
沖縄工業高等専門学校
富山大学
京都大学
東南アジア研究所
三重大学
三重大学
三重大学
富山県立大学
関西学院大学
三菱電機
三菱電機
麻布大学
麻布大学
金沢工業大学
香川大学
九州工業大学
九州工業大学
サレジオ工業
高等専門学校
サレジオ工業
高等専門学校
琉球大学医学部
保健学科
京都大学

ミャンマー新聞（日本語）

ミャンマー若手医学関係者、九州保健福祉大を見学

毎日新聞（宮崎県版）

宮崎大:ミャンマーに安全な水を
査、啓発、対策

Serambi Indonesia
（インドネシア）
Fuji Sankei Business i.
2月18日
（フジサンケイビジネスアイ）
2月27日 富山新聞
Mathrubhumi Education
3月5日
（インド）
2月12日

访日本科技振兴机构顾问冲村宪树

日科技振兴机构顾问冲村宪树:寒冬犹有育“樱”人
TOPICS「ＪＳＴさくらサイエンスプラン アジアの人材育成で貢献」
＜大学発 日本 人と技術・日本を支える研究活動と技術開発＞
ＪＳＴの「さくらサイエンスプラン」に新たに３件採択
論点・沖村憲樹氏「科学交流 双方に利益 アジアの研究者訪日」
ミャンマー起業支援紹介 科学技術相 来県し講演
ミャンマーの科学技術相が視察
Myanmar minister visits Miyazaki University
「技術吸収したい」沖縄高専 シンガポール学生研修 名護 交流、文化も学ぶ
インドネシア学生招聘 富大 ２０日から１０人、薬業学ぶ

毎日新聞（三重県版）
中国・天津大生: １０人が松阪訪問 耐震補強市庁舎見学／三重
伊勢新聞
中国・天津大学生ら松阪市長と懇談 日本の建築技術を学ぶ
中日新聞（松阪紀勢版）
日本建築 松阪で学ぶ 中国・天津大生が史跡訪問
富山新聞
県立大の計画採択
神戸新聞（三田版）
台湾、インドネシアの留学生 太陽電池作り体験 関学大
日本経済新聞
三菱電機、ミャンマーから就業体験 研究所に学生受け入れ
ミャンマー新聞（日本語） 三菱電機 ヤンゴン工科大からインターンシップ受け入れ
山梨日日新聞
アジア各国の学生最新酪農技術学ぶ 北杜・県試験場
朝日新聞（山梨県版）
住血吸虫症 アジアの獣医学生学ぶ 中国・タイ･･･24人杉浦医院訪問
建設工業新聞
竹切り工具を製品化へ ２０日、海外の学生と成果発表会 金沢工大
四国新聞
タイ、ブルネイの学生ら 生活習慣病対策で希少糖の活用学ぶ 香川大センター見学
Borneo Post Online
UPM to make full use of SSP programme to develop eco-friendly
（マレーシア）
technology
The Sun daily
UPM and Kyutech plan twinning programme next year
（マレーシア）
“Монгол Коосэн”технологийн ахлах сургуул
Udriin medee
ийноюутнууд Япон улсыг зорилоо
（モンゴル）
Коосэн төгсөгчид зохион бүтээх сэтгэлгээт
Undesnii shuudan
эй инженер болж төгсөнө
（モンゴル）

Serambi Indonesia
1月30日
（インドネシア）

関連機関
福山大学

ヒ素汚染に実績、土呂久の経験生かす

Memory Hunting, dari Aceh ke Kyoto
＜大学発 日本 人と技術・日本を支える研究活動と技術開発＞
ＪＳＴ交流プランで来日、タイの学生が研究成果発表<東京都市大学>
富大で薬学「吸収を」 タイ学生、遠藤学長訪問

夏にも調

宮崎大学
（九州保健福祉大学）
宮崎大学
京都大学
東京都市大学
富山大学

Revised SAKURA Exchange Program
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広報活動報告

大学等の主なホームページ掲載
掲載日
2014年
7月15日
7月17日
7月28日
7月29日
8月2日
8月4日
8月11日
8月12日
8月21日
8月22日
8月22日
8月25日
8月27日
9月1日
9月3日
9月17日
9月18日
9月18日
9月22日
9月28日
10月1日
10月6日
10月8日
10月10日
10月10日
10月10日
10月15日
10月21日
10月28日
10月29日
11月4日
11月5日
11月8日
11月11日
11月12日
11月13日
11月18日
11月21日
11月25日
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媒体名

関連機関
http://www.obirin.ed.jp/life/album/
y_2014/7fl296000002m47v.html
さくらサイエンスプラン事業の招へい者がインターナ http://www.kagawa-u.ac.jp/topics/international/
香川大学
ショナル・オフィス長を表敬訪問
io3/
さくらサイエンスプラン 鈴木章先生講演に参加して http://cms1.chiba-c.ed.jp/kashiwa-h/SSH/理数科
千葉県立柏高等学校
きました！
/理数科ニュース2014/
インドネシアの高校生が来訪
http://www.shizuoka.ac.jp/news/detail.
静岡大学
～青少年サイエンス交流事業～
html?CN=1955
中部大学民族資料博物館
8月2日 中国同済大学 学生見学（報告）
http://www3.chubu.ac.jp/museum/news/7041/
タイのモンクット王工科大学生を招へいし、学生交流
久留米工業高等専門学校
http://www.kurume-nct.ac.jp/archives/381
を実施しました
第7回生物圏科学研究科国際サマースクールを開催し http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/kokusai/
広島大学
ました
summer_school/2014/
千葉大学・上海交通大学
さくらサイエンスプラン(短期留学生受け入れ）を実
http://icrc.chiba-u.ac.jp/8/187.html
「国際共同研究センター」
施しました
YOSAKOI サマースクールで海外7大学と交流しまし http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/newsfiles/
高知工科大学
た
b01m00001263.html
http://global.chuo-u.ac.jp/english/
中央大学（英語）
Xiamen Students Science Exchange
news/2014/08/5940/
一般財団法人
Sakura Science 2014 TUGSM&TTA がスタートし
http://tta-foundation.org/
東北多文化アカデミー
ました
熊本大学工学部
http://www.mech.kumamoto-u.ac.jp/news.
さくらサイエンスプランによる科学技術交流
機械システム工学科
html#2014082501
＜お知らせ＞【工学部】ＪＳＴ「さくらサイエンスプ http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/
山形大学
ラン」サマープログラム活動報告
bulletin1/article.php?storyid=1052
我校召开中日青少年科技交流项目赴日本德岛大学访问
貴陽医学院（中国語）
http://www.gmc.edu.cn/info/1022/6641.htm
团归国汇报会
東京工業大学
アジアの高校生が東工大を訪問
http://www.titech.ac.jp/news/2014/028376.html
バンドン工科大学の学生が、新星に関する研究・観測 http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w013/campus_
京都産業大学
実習を実施
flash/index.php?L=J&ID=2392
中国の楽山師範学院が来日しました。（ＪＳＴさくら http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/diary/detail.
関西大学
サイエンスプラン）
php?i=412
【報告】
http://www.fedu.uec.ac.jp/exchanges_programs/
電気通信大学
ハルビン工程大学(中国)から大学生訪問団が来学
topics/hrbeu-visited-uec.html
JSTのさくらサイエンスプランによるプログラムを実
宮崎大学
http://www.miyazaki-u.ac.jp/topics/20140819-2
施
湖北省科学技术厅（中国語） 日本科技振兴机构顾问来鄂宣讲“樱花科技计划”
http://www.hbstd.gov.cn/gzdt/37382.htm
さくらサイエンス事業関係者（タイ）が本学を事前訪 http://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/
大分大学
問
topics/2014-032.html
科学技術振興機構「さくらサイエンスプラン」により、
九州工業大学
https://www.kyutech.ac.jp/info/id3698.html
マレーシア工科大学の学生を受入れました
北海道大学大学院
http://www.ees.hokudai.ac.jp/modules/blog/
さくらサイエンスプランで蘭州大学の皆さんが来道
環境科学院
details.php?bid=102
JSTさくらサイエンスプランでインドネシアの大学か http://www.mie-u.ac.jp/topics/
三重大学
ら学生を招きました
kohoblog/2014/10/jst.html
ウダヤナ大学の研修生が参加した学外での車椅子の体 http://www.kobe-wu.ac.jp/ wu/course/wel_
神戸女子大学
験実習
syakai/news/2014/main_141010.html
JST主催「さくらサイエンスプラン」の一環で、韓国 http://www.tcu.ac.jp/
東京都市大学
の「江原大学校」から10名が来校されました
topics/201410/20141010000001600.html
タンジュンプラ大学（インドネシア）関係者の学長表 http://www.kochi-u.ac.jp/international/topics_/
高知大学
敬訪問
topics/2014101700033/
JST主催「さくらサイエンスプラン」ベトナムから研 http://www.tus.ac.jp/news/news.
東京理科大学
究者12名が本学に来校
php?20141020143218
http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/
金沢大学
タイの高校生が本学理系の最先端研究を体験
administration/prstrategy/eacanthus/1410/28b.
html
资源环境学院师生赴日参加“樱花科技计划”
蘭州大学（中国語）
http://news.lzu.edu.cn/c/201410/32376.html
学生が多国籍チームを組み、アジアの村でイノベー
http://www.kanazawa-it.ac.jp/
金沢工業大学
ション創出「ラーニングエクスプレス」報告会を開催
kitnews/2014/1197870_3722.html
します
東北大学大学院
さくらサイエンスプランによる災害歯科医療学に関す http://www.ddh.tohoku.ac.jp/news/view.
歯学研究科・歯学部
る短期研修を行いました
html#!187
広島県立西条農業高等学校 「日本・アジア青少年サイエンス交流事業」
http://leo.pu-toyama.ac.jp/iec/?p=700
http://www.saijyo-ah.hiroshima-c.ed.jp/ssh/
石川県立大学
タイの高校生選抜が本学を見学しました
h26/141010/141010.html
台湾とインドネシアの学生が関学大生と科学・文化交 http://www.kwansei.ac.jp/press/2014/
関西学院大学
流
press_20141112_009987.html
https://www.hama-med.ac.jp/uni_
浜松医科大学
シンガポール共和国の高校生が来学しました
topics_20141112.html
平成26年11月17日 ベトナム・フエ農林大学からの http://www.pref.okayama.jp/site/22/405939.
岡山県
研修生が視察研修で来所
html
日本・アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイ
福岡工業大学
http://www.fit.ac.jp/news/archives/1352
エンスプラン」採択プログラムについて
http://www.kan-tec.co.jp/other/news-141125.
環境テクノス株式会社
モンゴル学生の研修を実施しました
html
桜美林中学校・高等学校

タイトル

陳経綸中学校の皆さんが来校しました

11月28日
11月
12月1日
12月3日
12月3日
12月4日
12月8日
12月11日
12月15日
12月16日
12月22日
12月22日
12月24日
12月25日
12月26日
2015年
1月15日
1月21日
1月23日
1月26日
1月26日
1月29日
1月29日
2月
2月3日
2月4日
2月4日
2月10日
2月10日
2月10日
2月17日
2月18日
2月18日
2月25日
3月9日
3月9日
3月

東京都市大学
一般社団法人ときの羽根
富山県立大学
国際交流委員会

「さくらサイエンスプラン」によるタマサート大学（タ
イ）の学生による成果発表会が行われました
日本・アジア青少年サイエンス交流プラン（JSTさく
らサイエンスプラン）実施
中国科学院上海硅酸塩研究所の大学院生が富山県立大
学・山梨県を訪問

http://www.tcu.ac.jp/
topics/201411/20141126000001655.html
http://www.tokinohane.or.jp/report/
http://leo.pu-toyama.ac.jp/iec/?p=747

http://osaka-kyoiku.ac.jp/university/kikaku/
topics/2014_10_12/201411_34.html
東京工科大学
http://blog.me.eng.teu.ac.jp/blog/2014/12/
北京理工大学との国際交流
post-a434.html
工学部機械工学科ブログ
http://www.yokkaichi-u.ac.jp/
四日市大学
武本教授と高橋講師がモンゴルの高校生と交流
news/2014/20141204.html
http://www.azabu-u.ac.jp/topics/2014/12/
麻布大学
「さくらサイエンスプラン」の開校式を行いました
post_530.html
タイ・プリンスオブソンクラ大学の学生が理工学部生 http://www.ynu.ac.jp/hus/koho/12790/detail.
横浜国立大学
とともに自然環境調査を実施
html
さ く ら サ イ エ ン ス プ ロ グ ラ ム（Sakura Exchange
Program in Science）によるカンボジア人若手研究 http://www.cseas.kyoto-u.
京都大学東南アジア研究所
者招聘事業を実施しました。（2014年11月9日～ 18 ac.jp/2014/12/20141215/
日）
さくらサイエンスプランによる蘭州大学との科学技術
鳥取大学
http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?itemid=12238
交流活動を実施しました
http://www.daido-news.jp/admission/topics/
大同大学
中国・韓山師範学院の短期留学生を受け入れました
detail/2014/12/22102054.html
The delegation of Xiamen University visited the http://www.gunma-u.ac.jp/english/html/
群馬大学（英語）
Faculty of Science and Technology.
news_20141222.html
インドネシア、シンガポールからラーニングエクスプ
金沢工業高等専門学校
http://www.kanazawa-tc.ac.jp/news/20141224/
レス学生が来日
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_
岡山大学
インドネシアの若手サイエンティストが岡山大を訪問
id4205.html
JST さくらサイエンスプラン（科学技術コース）によ
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/work/
大阪大学接合科学研究所
りタイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィ
topics_141226(1).pdf
リピンの連携大学より10 名を招聘
学 報「NEWS CIT」2015年1月 号・ 哈 爾 濱 工 大 生 ら http://www.it-chiba.ac.jp/cit_news/
千葉工業大学
１３人来校、デザイン分野 国際交流
media/150115/topics5.html
名古屋工業大学
マラ工科大学の学生が来訪しました
http://www.nitech.ac.jp/int/news/2935.html
理工学研究科化学コースの3研究室が JSTの「さくら
首都大学東京
サイエンスプラン」を活用した国際交流活動を開始し http://www.tmu.ac.jp/news/topics/8458.html
ました
北京科技大学（中国）から学生の方々が来学され、各
大阪電気通信大学
http://www.osakac.ac.jp/news/2015/531
キャンパスを見学しました
中 原 大 学 の 教 員 と 学 生 が 震 災 復 興 に 関 す る ワ ー ク http://www.tohtech.ac.jp/news/2015/01/
東北工業大学
ショップに参加するため本学を訪れました
post_438.html
http://www.phoenix.ac.jp/news/
九州保健福祉大学
ミャンマー若手医学関係者が臨床工学科を見学
entry/2015/01/002331.html
科学技術振興機構（JST）「日本・アジア青少年サイエ
キヤノングローバル戦略研
http://www.canon-igs.org/event/
ンス交流事業」中国海洋大学 青年研究者 訪問交流 開
究所
report/20150129_2927.html
催報告
広報誌「産総研 TODAY 2015.2 VOL.15-2」「さくら http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/
（独）産業技術総合研究所
サイエンスプラン」による短期の共同研究を実施
vol15_02/vol15_02_main.html
http://www.okinawa-ct.ac.jp/UserFiles/
沖縄高専さくらサイエンスプランのプログラム(Ｂ)を
沖縄工業高等専門学校
File/02soumu_kakari/h26/01topics/
実施しました
sakuraScience_B.pdf
愛知県
中国・広東省高校生科学技術交流訪問団の受入について http://www.pref.aichi.jp/0000079843.html
http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/safe-area/6952.
琉球大学医学部
フィリピン、タイ、ラオスから学生を招聘
html
さ く ら サ イ エ ン ス プ ラ ン で 韓 国Korea Science
http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/news/article.
立命館中学校・高等学校
Academy of KAISTの生徒と交流 その1（立命館で
html/?id=304
の研修）
さくらサイエンスプログラム活動報告（2015年2月2
http://www.cseas.kyoto-u.
京都大学東南アジア研究所
日-11日）
：講義「日本・東南アジアにおける学術情報
ac.jp/2015/02/20150202/
基盤環境の比較」
http://www.kariya-h.aichi-c.ed.jp/school/ssh/
愛知県立刈谷高等学校
広東省高校生科学技術訪問団が来校しました。
ssh3/H270210.pdf
【取組紹介】アニメーション分野を学ぶタイの大学院 http://www.design.kyushu-u.ac.jp/kyushu-u/
九州大学
生らを対象とした特別授業を実施
topics/detail?nid=894
ア ジ ア 各 国 の 大 学 生 を 対 象 に「Tokai Cool Japan http://www.u-tokai.ac.jp/TKDCMS/News/Detail.
東海大学
Technology 2015」を実施しました
aspx?code=shonan&id=7782
国際交流 さくらサイエンスプランにおけるマレーシア
http://www.life.tsukuba.ac.jp/newsarchive/index.
筑波大学
国際工科院の大学院生等の受入 学生10名が筑波大学
html
に到着
http://www.salesio-sp.ac.jp/main/
本校の国際交流の取組が科学技術振興機構の「さくら
サレジオ工業高等専門学校
topics/2015/0225_sakura_science_plan/index.
サイエンスプラン」に採択されました
html
Faculty of Pharmaceutical Visited and exchanged students at University
Sciences, Khon Kaen
of Toyama : Project of Sakura Program during http://pharm.kku.ac.th/eversion/?p=1564
University（タイ）
February 24th-March 3rd,2015.
東京電機大学
北京理工大学の学生と国際交流を実施
http://web.dendai.ac.jp/news/20150309-02.html
富山大学和漢医薬学総合研
http://www.inm.u-toyama.ac.jp/jp/news_
JSTさくらサイエンスプラン事業実施
究所
etc/150225-0302.html
大阪教育大学

中国の大学生らが青少年交流事業で本学を訪問
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参考資料1

平成 26年度
「日本 ･ アジア青少年サイエンス交流事業」
（
「さくらサイエンスプラン」
）
の基本方針
平成 2 6年 3 月
１．本事業の目的

アジアは飛躍的に発展しつつあります。科学技術は、こ
れからのアジアの未来を切り拓くものであり、未来を担う
アジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めるこ
とは、これからのアジアと日本の未来にとって、極めて重
要なことです。
「日本 ･ アジア青少年サイエンス交流事業」
（
「さくらサイ
エンスプラン」
）は、産学官の緊密な連携により、優秀な
アジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジア
と日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目
指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技
術への関心を高め、もって日本の大学・研究機関や企業が
必要とする海外からの優秀な人材の育成に貢献することを
目的としています。

２．事業実施の基本的考え方
（１） 次の２つの事業を連携させながら一体として進めま
す。
① 交流事業：アジア諸国・地域（＊）から、約 2,000
人の青少年を短期に招へいし、科学技術の分野で日
本の青少年と交流することなどを進める事業です。
招へいする青少年は、高校生、大学生、大学院生、
ポストドクターなどで、原則として日本に初めて滞
在することになる 40 歳以下の青少年が対象です。
（＊
中華人民共和国、インドネシア共和国、カンボジア
王国、シンガポール共和国、タイ王国、大韓民国、
台湾、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム
国、ベトナム社会主義共和国、マレーシア、ミャン
マー連邦共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国、
の 14 の国・地域）
② 科学技術交流支援情報提供事業（
「支援事業」と略称
することがあります。
）
：JST 等の有する科学技術交
流に関する情報を収集、整理してリスト化し、これ
らの情報を他の国際交流プログラムに提供します。
そしてそれらのプログラムで来日するアジア諸国・
地域の約 3,000 人の青少年の科学技術分野における
交流活動に活用してもらう事業です。
（２） アジア各国・地域からの招へいの人数の目安等の計
画を立てて取り組みます。
（３） アジア各国・地域の関係の政府機関、国内の政府機
関等と密接な連携・協力をとりながら進めます。
（４） 協力機関の登録など事業が発展していくように基盤
を構築しながら進めます。特に優秀な青少年を派
遣する可能性のある送出し機関の登録については、
JST が積極的に取り組みます。
（５） 本事業が招へいする青少年にとって意義深いものと
なるように、本事業の質の向上に努めながら進めま
す。そして、本事業が将来、日本とアジアの科学技

62

術の発展につながるようにフォローをしていきます。

３．事業の進め方
（１） 交流事業
①アジア各国への働きかけ
本事業の実施に当たっては、JST は幅広く優秀な学
生の参加を慫慂するため、基本方針に基づき、アジア
諸国・地域を訪問し事業の広報を行い本事業への参加
を働きかけます。さらに、必要に応じて JST が受入れ
機関の探索などを支援します。
②交流計画の立案
我が国の受入れ機関は、基本方針に基づき、送出し
機関と連携をとり、次ページ（２）に示す「科学技術
交流支援情報提供事業」により提供される交流コンテ
ンツを活用した交流計画を立案します。交流計画には、
以下の３つのコースがあります。
なお、必要に応じて JST が相手方機関の探索等を含
めた交流計画の立案を支援します。
（A）
「科学技術交流活動コース」は、来日するアジア
の青少年が日本の学校や企業などの受入れ機関の
アレンジメントにより、その受入れ機関における
特別講義の受講、研究室訪問などの活動（これに
加えて他機関における活動を含めることも可能で
す）に参加するもので、滞在期間としては１週間
が目安となります。
（B）
「共同研究活動コース」は、来日するアジアの大
学生、大学院生やポストドクターが日本の学校や
企業等の受入れ機関のアレンジメントにより、そ
の受入れ機関において日本の研究者と短期の共同
研究活動などを行うもので、滞在期間としては３
週間が目安となります。
（C）
「企画活動コース」は、来日するアジアの青少年
が受入れ機関（地方公共団体、財団法人または社
団法人であって、自らは教育や科学技術の研究開
発活動を行わない機関を対象とします。
）のアレン
ジメントにより、その受入れ機関が企画する大学
や企業の研究室訪問、学校や科学館訪問、科学実
験などのサイエンスイベントなどの交流活動に参
加するもので、滞在期間としては１週間が目安と
なります。
③交流計画案の申請
送出し機関と受入れ機関との間で合同で立案された
交流計画については、一定の様式に従って、受入れ機
関が JST に申請します。
④受入れ機関と送出し機関の登録
（イ）受入れ機関は、交流計画を JST に提案する
に先立ち、
「さくらサイエンスプラン」の専用のホー
ムページで協力機関としての登録を行います。登

録のための情報の内容に不備または不適切なとこ
ろがある場合は、登録が承認されない場合があり
ます。
（ロ）登録された受入れ機関は交流計画案を JST に提
出できます。受入れ機関からオンラインで JST に
提出された交流計画申請書に記載されている送出
し機関は、
「さくらサイエンスプラン」の協力機関
として、登録されます。なお、登録のための情報
の内容に不備または不適切なところがある場合は、
登録が承認されない場合があります。また、JST
がアジア各国に本事業の働きかけを行う際、送出
し機関となることが適当と判断した機関について
は、その機関の了解を得て、JST が送出し機関の
登録をすることがあります。
（ハ）適当な送出し機関を得られていない受入れ機関や、
その逆に適当な受入れ機関を得られていない送出
し機関は、まず協力機関としての登録だけをする
ことが可能です。その場合は、JST が必要に応じ、
相手方の探索に協力します。登録のための情報の
内容に不備または不適切なところがある場合は、
登録が承認されない場合があります。
⑤交流計画の決定
JST に提出された交流計画案は、JST に設けられる
「日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進委員会」
（以下、
「委員会」という。
）にかけられます。委員会では、
提出された交流計画案が基本方針を達成する上で適当
なものかどうかなどの視点に基づき、まず交流計画に
ついて審査を行います。審査の過程で、必要な変更を
加えることによって、より適切に基本方針を達成でき
ると考えられるものがあれば、それについては一定の
期間内に再提出を求めて、第二次の審査を行います。
⑥交流計画の実施
実施のための JST からの事業費は、受入れ機関に提
供されます。なお「Ａコース」および「Ｂコース」に
おいて、企業が受入れ機関となる交流計画については、
原則として JST から招へい対象者の渡航費の提供がな
され、その他の費用については受入れ機関の協力によ
り実施されます。また、
「Ｃコース」についても企業が
訪問先となるような場合においては、その滞在費等に
ついては原則として当該企業の協力により賄われます。
受入れ機関は、交流事業実施後に交流事業の実施結
果について、参加者のアンケート結果を含めた報告書
を提出します。
⑦アジア各国・地域からの招へい計画
アジア各国・地域から招へいする人数の目安等につ
いては、人口、研究人材数や我が国への留学者数など
を総合的に勘案して計画を作ります。
（２） 科学技術交流支援情報提供（科学技術交流コンテン
ツのプラットフォーム構築）事業
①プラットフォームの内容
JST の有する科学技術交流に資するコンテンツ（
「先
端計測」
、
「さきがけ」等の研究室や SSH 校の概要、未
来館でのイベント等）を収集、整理してリスト化し、
「科
学技術交流コンテンツのプラットフォーム」としてウェ

ブ上で概要を公開します。また独立行政法人、
民間企業、
地方公共団体等が行う科学技術イベントやショールー
ム、科学館等のコンテンツも同様にリスト化し、プラッ
トフォームの一部として、その概要をウェブ上で公開
します。また、このプラットフォームの情報は JST が
定期的に最新情報に更新します。
②利用方法
本プログラムの交流事業の協力機関を含めて、科学
技術交流事業を実施する機関は、プラットフォーム上
の情報を閲覧し、自らの交流事業に取り込むことを希
望するコンテンツがあった場合、JST にコンテンツの
利用を希望する旨の通知をします。様々な交流事業実
施機関は JST から提供される連絡先に連絡をとり交流
事業への取込みのための調整を行い、取込みが成立し
た場合は、その旨の通知を JST にします。
なお、交流事業に適切なコンテンツ案の提示や、コ
ンテンツを活用する場合の日程調整等、交流事業実施
機関の要請に応じて JST が必要な支援を行います。
③コンテンツ利用機関の実施後のフォローアップ
コンテンツを利用した交流事業実施機関は、交流事
業において本事業が対象とする 14 の国・地域からの参
加者数と参加者へのアンケートの結果を JST に提出し
ます。

大学・研究所
大学・研究所

国立研究機関
国立研究機関

ドームシアター

独立行政法人
独立行政法人
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ガイドツアー

先端研究開発施設訪問
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サマースクール
SSP プラットフォーム メニュー
JST
プラットフォーム メニュー
-SSP
さきがけ採択研究見学
-JST
SSH の見学
科学館
- さきがけ採択研究見学
-- SSH
実演・ワークショップ
の見学
-科学館
著名研究者講演
国立研究機関
- 実演・ワークショップ
-- 著名研究者講演
ドームシアター
国立研究機関
- ドームシアター

企業
企業

ショールーム見学
ショールーム見学
工場見学
工場見学

科学館
科学館

実演・ワークショップ
実演・ワークショップ
著名研究者講演
著名研究者講演

メニュー化して
メニュー化して
ＷＥＢで公開
ＷＥＢで公開

サマースクール
研究室訪問
研究室訪問

交流計画に
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JST
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交流計画
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既存の交流プログラム
既存の交流プログラム
自治体等の交流事業
自治体等の交流事業
など
など

SSH 校見学

参考：プラットフォーム構築事業の概念図
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・コンテンツのリバイズ
・コンテンツのリバイズ

科学技術交流コンテンツプラットフォーム
科学技術交流コンテンツプラットフォーム

（ＪＳＴ、研究機関、地方公共団体、民間の有する科学技術交流コンテンツ情報）
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の調整／事業の実施

コンテンツ提供機関
コンテンツ提供機関

アンケート結果等の提出
アンケート結果等の提出

科学技術振興機構（
科学技術振興機構（ JST)
JST)

参考：プラットフォーム構築事業のフロー図
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参考：プラットフォーム構築事業のフロー図
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参考資料2

平成 26年度さくらサイエンスプラン [ 一般公募コース ]
招へい申請者および採択数（国別・コース別）
分類

国・地域
中華人民共和国
インドネシア共和国
カンボジア王国
シンガポール共和国
タイ王国
大韓民国
台湾
フィリピン共和国
ブルネイ・ダルサラーム国
ベトナム社会主義共和国
マレーシア
ミャンマー連邦共和国
モンゴル国
ラオス人民民主共和国
合計

平成 26 年度公募 国別・コース別招へい人数
A コース
B コース
C コース
申請
採択
申請
採択
申請
採択
1,347
669
484
155
630
170
456
166
210
64
14
1
51
44
8
8
0
0
145
34
11
1
34
9
403
214
165
59
42
39
172
118
39
6
107
18
249
116
48
23
71
5
75
54
52
13
51
30
0
0
5
5
0
0
262
170
157
50
60
2
167
104
90
45
41
38
94
53
45
45
87
0
34
14
19
18
75
10
25
25
4
4
0
0
3,480
1,781
1,337
496
1,212
322

合計
申請
2,461
680
59
190
610
318
368
178
5
479
298
226
128
29
6,029

採択
994
231
52
44
312
142
144
97
5
222
187
98
42
29
2,599

参考資料3

さくらサイエンスプラン一般公募コース参加者へのアンケート調査結果
平成 26 年度

調査対象
アンケート実施方法
招へい対象者数

さくらサイエンスプラン一般公募コースの参加者

各プログラム終了後に回答

招へい対象者総数2,945人のうち、高校生特別コース招
へい294人、中国行政官等招へい52人はこの調査対象
には含めていない。

2,599 人

1,252 件（平成 27 年 2 月末日までのアンケート回収分）

有効回答数

24.5 歳

平均年齢

男性 80％、女性 20％

性別

1．参加者について

この結果の要因として、中国の人口が圧倒的に多い、と
いう点に加えて、日本の受入れ機関が、さくらサイエンス

Q1）あなたの出身国・地域は？
モンゴル 1.0％
ミャンマー 4.4％
マレーシア 4.0％
ベトナム
7.0％

ラオス 1.8％
無回答 0.2％

プランの開始以前から、中国の大学や研究機関との交流・
連携を積極的に行っていたということが挙げられると思わ
れます。平成 27 年度はインドが加わり、15 の国と地域が
対象となりますので、この構成比は大きく変わることが予
測されます。

フィリピン
4.2％
台湾 4.4％

中国
47.3%

韓国
3.7％

タイ
9.2%

その他 0.5%
研究者 5.8%
教員
10.9%

シンガポール 2.9%
カンボジア
3.0%

Q2）あなたの属性（職業）は？

インドネシア
7.1%

回 答 者 の3分 の1
無回答 0.6%
高校生 14.2%

ポスドク
0.3%

以上が大学生で、大
学 院 生 も 30 ％ 以 上
と圧倒的多数でし
た。大学生・大学院
生 だ け で 68 ％ を 占

平成 26 年度さくらサイエンスプランは、14 の国と地域
を対象として実施されましたが、参加者の約半数が中国出
身ということになりました。
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大学院生
31.1%

大学生
36.7%

めています。高校生
も合わせると、学生
（ 高 校 生、 大 学 生、

および大学院生）が 82.0% で、大多数を占めました。一方、
社会人（ポスドク、教員、および研究者）は、17.5% でした。

留学生として再来日を希望する方が 50％以上でした。

Q3）プログラムに満足できましたか？
④満足していない 0.0%
無回答 0.6%

④その他 10.7%
③企業従業員
6.1%

無回答 0.1%

②研究者
30.9%

①非常に満足
92.3%

Q4）再度の訪日を希望しますか？
③特にそうは
思わない
0.1%

Q5） Q4 で「強く思う」または「思う」と回答した方に
伺います。どのような形で再来日したいと思いますか？

２．プログラムの満足度

③平均的 0.2%
②比較的満足
6.8%

３．将来への希望

①留学生
51.8%

< 参加者からのコメント >
・日本の文化を学び、知識をより深めるため、留学生とし
て再来日したい。中国を一流の国家とするために努力し

無回答 0.1%

ていきたい。（中国

②思う
16.1%

16 歳

女性）

・留学生として再来日したい。日本は科学技術教育を重視
していて、科学を応用し、どのように実生活に役立たせ
るのかを大学で教えているから。（タイ

16 歳

男性）

・先進国である日本で講義を受けて、将来はインドネシア
で教師になって日本で学んだことを伝えたい。
（インド

①強く思う
83.7%

ネシア

18 歳

男性）

プログラムの満足度は、
「非常に満足」
「比較的満足」を

・日本は常に新しい技術を開発しようとしていて、政府も

合わせて 99.1％、再来日の希望については、
「強く思う」
「思

研究に惜しまず投資をしてくれる。これほど研究者にとっ

う」を合わせて、99.8% となり、ほぼ 100％の参加者がプ

て幸せな環境はないだろう。（ベトナム 21 歳 男性）

ログラムに満足して、再来日を希望しました。

・世界クラスの専門性や高度な施設に触れ、博士号取得後

< 参加者からのコメント >

の研究を日本でしたいという気持ちが高まった。ここで

・日本人の引率者はユーモアがあり、誠実だった。教授や

得た知識と経験は、若い世代への教育と私の国のこれか

大学スタッフも丁寧に講義や説明をしてくださり、想像
していた日本とは全く違っていた。
（中国

16 歳

験をすることができた。自分自身の研究に対するモチ
19 歳

37 歳

男性）

男性）

・プログラムでは多くのことを学び、目の覚めるような経
ベーションも上がった。
（フィリピン

らの発展に役立つだろう。（モンゴル

男性）

Q6) 帰国後も日本の科学技術や留学に関する情報の提供を希望しますか？
②希望しない
2.2%

ほとんどの参加者
無回答 0.3%

が「希望する」と答

・プログラムで目にした全てのことにわくわくした。日本

え、プログラム実施

は、訪問しいろいろなものを見るのに大きな価値がある

後の参加者に対す

国だ。特に科学技術や高品質な製品、ユニークな伝統な

る、フォローアップ

ど、私ももっと多くのことを滞在中に学ぶべきだったと

の仕組み作りの必要

思う。日本の全ての成功において、教育が一役買ってい
ると思う。
（タイ

17 歳

性・重要性が改めて
①希望する
97.4%

男性）

・日本の科学技術研究は中国とは異なる。特に微細な点ま

浮き彫りとなりまし
た。実施期間のみで

で重視し、研究する姿勢は学ぶべきである。生活面にお

なく、実施後の参加者のニーズにも、綿密に対応すること

いても気配りが素晴らしかった。
（中国

が求められています。

27 歳

男性）
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参考資料4

平成 26年度さくらサイエンスプラン [ 一般公募事業 ]
受入れ機関一覧（採択件数）
大学・高専・高校
機関名
1

青山学院大学

2

麻布大学

3

岩手大学

4

桜美林学園

5

大分工業高等専門学校

6

大分大学

7

大阪教育大学

8

大阪歯科大学

9

大阪大学

10

大阪電気通信大学

11

大阪府立大学

12

大同大学

13

岡山大学

14

沖縄工業高等専門学校

15

帯広畜産大学

16

香川大学

17

鹿児島工業高等専門学校

18

金沢工業大学

19

金沢大学

20

関西大学

21

関西学院大学

22

北九州工業高等専門学校

23

北九州市立大学

24

北里大学

25

九州工業大学

26

九州大学

27

京都産業大学

28

京都大学

29

熊本大学

30

久留米工業高等専門学校

31

群馬大学

32

慶應義塾大学

33

高知工科大学

34

高知大学

35

神戸女子大学

36

神戸大学

37

埼玉医科大学

38

埼玉工業大学

39

サレジオ工業高等専門学校

40

産業医科大学

41

静岡大学

42

芝浦工業大学

43

島根大学

44

首都大学東京

45

城西国際大学

46

上智大学

47

創価大学

48

高崎健康福祉大学

H26 年度
採択件数
1
1
1
1
1
2
1
1
10
1
5
1
6
2
1
2
1
1
3
1
1
1
7
1
3
9
2
9
7
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1

機関名
49

千葉工業大学

50

千葉大学

51

中央大学

52

中部大学

53

筑波大学

54

電気通信大学

2
4
1
1
6
4
4

55

東海大学

56

東京海洋大学

57

東京藝術大学

58

東京工科大学

59

東京工業大学

60

東京大学

61

東京都市大学

62

東京農工大学

63

東京理科大学

64

東邦大学

65

東北工業大学

66

東北大学

67

東北薬科大学

68

徳島大学

69

鳥取大学

70

富山県立大学

71

富山大学

72

豊橋技術科学大学

73

長岡技術科学大学

74

名古屋工業大学

75

名古屋大学

76

奈良先端科学技術大学院大学

77

日本大学

78

広島大学

1
1
1
2
8
5
2
7
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
1
4
3

79

福井大学

80

福岡工業大学

81

福岡大学

82

福山大学

83

北陸先端科学技術大学院大学

84

北海道情報大学

85

北海道大学

86

三重大学

87

宮崎大宮高等学校

88

宮崎大学

89

山形大学

90

山口大学

91

横浜国立大学

92

立命館大学

93

立命館中学校・高等学校

94

琉球大学

95

和歌山大学

96

早稲田大学

1
1
1
3
1
6
2
1
7
2
1
5
1
1
1
1
1
計
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H26 年度
採択件数

226

法人
H26 年度
採択件数

機関名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23
24

25

1

1

一般財団法人東北多文化アカデミー

1

一般財団法人日中経済協会

一般財団法人リモート・センシング技術センター

1

一般社団法人ときの羽根

1

1

一般社団法人エネルギー・環境理科教育推進研究所

1

一般社団法人日中科学技術文化センター

1

公益財団法人かながわ国際交流財団

1

公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）

1

公益財団法人国際科学振興財団

公益財団法人国際環境技術移転センター

1

公益財団法人地球環境戦略研究機関

1

1

公益財団法人吹田市国際交流協会

1

公益財団法人日中医学協会

1

公益財団法人光科学技術研究振興財団

公益財団法人ひろしま国際センター（ＨＩＣ）

1

公益社団法人日本中国友好協会

1

1

公益財団法人三重県国際交流財団

1

公益社団法人日本マレーシア協会

1

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所

2

独立行政法人海洋研究開発機構

2

独立行政法人国立環境研究所

2

独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター

1

独立行政法人産業技術総合研究所

28

独立行政法人理化学研究所

5

3

37

計

企業

自治体・その他
機関名

H26 年度
採択件数

1

オムロン株式会社

1

3

株式会社日立製作所

1

株式会社山下設計

1

キリンホールディングス株式会社

1

住友化学株式会社

2

ナプソン株式会社

1

富士電機株式会社

2

2

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

1

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター

26
27

1

一般財団法人アジア平和貢献センター

一般財団法人霞山会

株式会社アイピーフロント

1

株式会社堀場製作所

1

キャセイ・トライテック株式会社

1

ジョブテシオ株式会社

1

ダイキン工業株式会社

1

日本工営株式会社

1

三菱電機株式会社

3

計

18

H26 年度
採択件数

機関名
1

2

1

愛知県
石川県

1
2

計

総計
第1回

第2回

第3回

総計

申請機関数

131

93

33

178

申請件数

316

211

47

574
総計

第1回

第2回

第3回

採択機関数

97

68

29

140

採択件数

155

88

40

283

注１）申請および採択機関数の総計は、各々第1 〜 3回の合計から重複分を除いている。
注２）平成26年度の一 般公募 事業の送出し機関数は330機関である。なお、これ
に高校生特別コース121機関、中国からの行政官等の招へい37機関を加えた総数は
488機関となる。
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さくらサイエンスプランの一般公募事業につきましては、全国の様々な機関から多く
の提案をいただきました。厚く御礼申し上げます。採択された交流計画は、いずれも各
担当の受入れ機関がアジアの青少年の受入れに全力で取り組んでいただきました。重ね
て厚く御礼申し上げます。
さくらサイエンスプランは、それぞれの送出し機関の協力なくしては成功しないもの
であり、さくらサイエンスプランの一般公募事業にご参加いただいたアジアの多くの送
出し機関に対してもこの機会に厚く御礼申し上げます。
本報告書には、実施された交流プログラムのうち地域性を考慮したため、ごく一部し
か掲載することができませんでした。しかし当方に提出された実施報告を読むと、全国
の各機関がアジアの送出し機関と連携をとり、アジアの青少年との間の交流を深めたこ
とを確信いたしました。
平成 26 年度はさくらサイエンスプランの初年度でありました。今後、各方面の皆様の
ご指導・ご意見をいただき、さらに良いものになるように取り組んでまいります。今後
ともよろしくお願い申し上げます。
科学技術振興機構 中国総合研究交流センター
日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室
2015 年４月
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