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特集

グローバル研修とは？

平成28年度 グローバル研修Ⅰ・Ⅱ研修先一覧（2016年12 月現在）

国内外の研究機関・企業・学外の大学などで中長期インターンシップ（グローバル研修Ⅰ・Ⅱ）を実地し、PBTS 研究
を推進します。海外での研修も積極的に支援しています。
2015年度に 1期生がグローバル研修 Iを行い、派遣先での貴重な体験を通して多くを学びました。派遣先の指導者から
研修成果や勤務状況などについて高い評価を得ています。

名 前 所 属 研修先 研修期間 研修内容

ズオン ティ トゥ ハー
Duong Thi Thu Ha

ライフサイエンス専攻  
生命科学コース（M2）

Barcelona Supercomputing Center - 
Life Sciences - Protein interaction 
and docking（スペイン）

2016年 9月 3日～
11月30日

PBTS「TCDD」チーム。
Computational approaches to the 
docking problems.

北川 めぐみ
KITAGAWA Megumi

理学専攻  
数学コース（M2）

Institute of Mathematics Polish 
Academy of Sciences, Banach Center
（ポーランド）

2016年 9月 2日～
11月30日

PBTS「TCDD」チーム。
「対称性」について数学的なアプローチ。専
門家同士との交流を通じて国際コミュニケー
ションスキルを向上。

中山 萌絵香
NAKAYAMA Moeka

理学専攻
化学・生物化学コース（M2）

LANXESS Deutschland GmbH
（ドイツ）

2016年9月12日～
12月9日

PBTS「TCDD」チーム。
環境大国であるドイツで企業における環境
保全活動を学ぶ。

高橋 美郷
TAKAHASHI Misato

理学専攻
物理科学コース（M2） 東京大学（日本） 2016年12月19日～

2017年4月20日

PBTS「TCDD」チーム。
光電子分光を用いた電子構造に関する研究。
データ解析の手法等を学ぶ。

グローバル研修レポート

叢 悠悠〈 理学専攻｠ 情報科学領域（D1） 〉
研修先：College of Computer and Information Science, Northeastern University，USA

私はノースイースタン大学を訪問し、学部生向けのプログラミングの授業に参加しま
した。この授業では、プログラムを書くという作業を通して、より幅広い場面に応用
できる問題解決能力を身につけます。さまざまな学科の学生 400 人余りを、7人の先
生と 50人の TA・チューターが教えるという、お茶大では考えられない規模の授業
でしたが、早い段階から鋭い発言が多くあり、教える側も学生のやる気に応えようと、
常により良い授業を目指していました。私も演習の時間に指導したり、試験の採点を
手伝ったりしましたが、一学期を通して、一人一人の学生がどれくらい授業の目標を
達成したかを見ることができ、興味深かったです。

国際シンポジウムを開催します

「理工系グローバルリーダーの育成」を目指したお茶の水女子大学博士課程教育リーディングプログラムは
採択から３年が経過しました。これまでの成果報告とともに、産業界と学生の意見交流を目的とする国際
シンポジウムを開催します。ぜひご参加ください。（日英同時通訳つき）

● グローバル研修Ⅰ（3カ月～6カ月）：博士前期課程 2年時に実施

名 前 所 属 研修先 研修期間 研修内容

西田 かおり
NISHIDA Kaori

生活工学共同専攻（D1） 株式会社東京設計事務所（日本） 2016年8月15日～
2017年2月28日

PBTS「Water」チーム。
水関連データ利用方法の習得に向けた実務経
験、研究発表会への参加。

橋本 恵
HASHIMOTO Kei

ライフサイエンス専攻
生命科学領域（D2）

理化学研究所　多細胞システム形成
研究センター（日本）

2016年8月22日～
2017年2月28日

PBTS「Synchro」チーム。
皮膚形成機構の解析。

叢 悠悠
SO Yuyu

理学専攻
情報科学領域（D1）

College of Computer and Information 
Science, Northeastern University
（アメリカ）

2016年9月3日～
12月10日

PBTS「Education」チーム。
How to Design Programsに基づいたプログ
ラミングを初心者がどのように学ぶかを観察。

水戸 晶子
MITO Akiko

理学専攻
化学・生物化学領域（D2）

文部科学省　高等教育局　大学振興課
（日本）

2016 年10月3日～
12月21日

PBTS「Education」チーム。
大学教育の質の向上に関する事例調査・分
析、大学教育に関するデータ収集。

川口 奈奈美
KAWAGUCHI Nanami

理学専攻
化学・生物化学領域（D1） 東レ株式会社（日本） 2016年11月1日～

2017年1月31日
PBTS「Water」チーム。
医薬分子設計に関する実習。

山下 公子
YAMASHITA Kimiko

理学専攻
物理科学領域（D2）

Laboratory of Subatomic Physics & 
Cosmology, Grenoble（フランス）

2016年11月20日～
2017年5月20日

PBTS「Synchro」チーム。
物理現象のモデル化シミュレーションの検討。

● グローバル研修Ⅱ（6カ月～12カ月*）：博士後期課程 1年～2年時に実施

中山 萌絵香〈 理学専攻｠ 化学・生物化学コース（M2） 〉
研修先：LANXESS Deutschland GmbH，Germany

ドイツの化学メーカーである LANXESS GmbHの Business Unit Leather で 3ヶ月
のインターンシップを行いました。PBTS ではダイオキシンの検出装置の開発を行っ
ています。化学物質による環境汚染について企業での取り組みを学ぶため、HSEQ 
(Health, Safety, Environment, and Quality) という部署に所属し、なめし剤のパ
イロットプラントで廃液の採取や分析、完成した革を用いての試験を通して、環境や
消費者の健康に対する影響について調査しました。3ヶ月という短い期間でしたが実
際に海外の企業で働くという経験を通して学ぶことが多く、とても充実した時間を過
ごすことができたと感じています。

企業における女性博士人材への期待
“Corporate Expectations for Women PhDs”

日時：2017年 3月 7日（火）
　　　●シンポジウム／ 13：00 - 17：00
　　　●情報交換会／シンポジウム終了後　17：30 - 19：30
 場所： お茶の水女子大学
　　　●シンポジウム／共通講義棟 2 号館 201 室
　　　●情報交換会／学生会館 2 階
申込方法：ウェブサイトをご参照下さい。
　　　　　http://leading.dc.ocha.ac.jp/leading/e20170307/

* 複数回に分けて実施可

グローバル研修
～世界に向かって、チャレンジ！～
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Activity ReportActivity Report

 「博士課程教育リーディング プログラムフォーラム 2016」が開催され、
会場には全 62プログラムの関係者が集まりました。今回は各大学のプロ
グラムを紹介するポスターを介して、博士人材との交流を希望する企業の
方々との意見交換の場が設けられ、多くの方が本学学生のポスターにお立
ち寄りくださいました。特に本学は、女性博士人材の活用に熱心な企業か
ら注目され、学生たちは本学のリーディングプログラムの活動やそれぞれ
の各 PBTS のテーマと主専攻の研究テーマについて積極的に紹介し、情
報交換を行いました。

博士課程教育リーディング プログラム
フォーラム2016
日時：2016年11月11日（金）～12日（土）
場所：ヒルトン東京お台場

4 アラブ首長国連邦（UAE）の
留学フェアに参加しました
日時：2016年10月25日（火）～29日（土）（フェア開催日）
場所：アラブ首長国連邦　アブダビ

2017年度末は、いよいよ一期生が社会へと巣立っていきま
す。キャリア形成を図るうえで重要なこの時期に、企業・
研究所などの第一線で活躍している学外プログラム担当者
をお招きし、実社会について学ぶ意見交換会を行いました。
当日は、学外プログラム担当者 4名の方々と履修生 13 名
が参加しました。まず、プログラム担当者からのご講演の後、
履修生とのテーブルトークが行われました。実体験を交え
た貴重な話が伺え、今後のキャリアを考える良い機会とな
りました。このような意見交換会を定例化して継続するこ
とで、当プログラムと産学官連携をより一層深めていきた
いと考えています。

1 「学外プログラム担当者と学生間意見
 交換会」を開催いたしました

独 ランクセス GmbH
ルイス・ロペス ‒レモン氏の講演会を開催しました

山本ラヴェナー特任講師が本学を代表し、アラブ首長国連邦のア
ブダビで行われた“NAJAH - UAE’s Leading Higher Education 
Event”（一般財団法人　日本国際協力センター主催）に参加し
ました。３日間の会期を通し、本学のブースには 22 か国におよ
ぶ多勢の来訪者がいらっしゃいました。特に、会期 2日目の女子
学生限定の日には、唯一、女子大学としての参加機関である本学
への来場者の関心は大変高く、最も注目をあびました。会期以外
では、American University of Sharjah に訪問し、お茶の水女
子大学と博士教育課程リーディングプログラムについてプレゼン
テーションを行いました。そこでも現地の学生の方々から好評を
得ることができました。

5

ベトナムとタイ王国の理工系大学を
訪問しました
日時：2016年８月23日（火）・24日（水）・30日（火）
場所：Ho Chi Minh University of Technology (Vietnam)
　　　Vietnam National University, Ho Chi Minh City 
　　　University of Science (Vietnam), 
　　　Asian Institute of Technology (Thailand)

3

ベトナムのホーチミンシティにある理工系大学に、ベトナム
出身の履修生が訪問し、博士課程教育リーディングプログラ
ムの説明会を行いました。
タイ王国のAsian Institute of Technology （AIT）は、在籍
する７割の学生が外国籍という国際的な理工系大学院です。同
大学院との交流の可能性について、大学関係者と意見交換を
行いました。

11月2日、プログラム担当者で独ランクセスGmbHヴァ
イスプレジデント、ルイス・ロペス -レモン氏が本学を訪
問されました。同社は世界の主要市場 (29 か国 54拠点 )
で事業を展開する世界最大手の特殊化学品メーカーの一
つで、ロペス -レモン氏は皮革用化学品事業の責任者です。
グローバル企業としての役割や企業方針である持続可能
な発展について、大変わかりやすく、時にユーモアも交
えながら学生のためにお話しされました。
講演会の後、学生との交流会が開かれました。ロペス -レ
モン氏から、学問をさらに極め博士号を取得することや、
留学やインターンシップなどに行き見聞を広げる経験は
とても大切とのアドバイスをいただきました。

緑豊かなAIT のキャンパス

ルイス・ロペス ‒レモン氏

2

日時：2016年10月21日（金）15：00～17：00
場所：お茶の水女子大学　人間文化棟　
　　　PBTSラウンジ（605室・606室）

日時：2016年11月2日（水）12：45～14：20
場所：お茶の水女子大学　理学部1号館　化学第一講義室（415室）

意見交換の場で語り合う

講義の様子

プレゼンテーションにて

NAJAHの会場にて

Ho Chi Minh City University 
of Scienceにて

0504



日時：2016年 10月 14日（金）
場所：横浜市鶴見区生麦
参加者：川口奈奈美、西田かおり、吉村玖瑠美、
　　　　大瀧雅寛先生、Gary Richards 先生、Edward Foley 先生

履修生レポート
キリンビール横浜工場　排水処理施設見学

PBTS活動の一環として、キリンビール横浜工場の排水処理
施設を訪問しました。私たち6名に対して４名もの職員の方
が対応してくださり、まずは処理の概要に関する説明を受け
ました。質疑応答の後は、ヘルメットと作業着を身につけていよいよ排水処理現場へ。一般には公開されていない排水処理施
設は、初めはかなりの敷地が必要なのだという印象を受けましたが、実は非常に効率よく、コストを最小限に抑えた処理を行っ
ているということがわかりました。私たちの研究に役立ちそうなヒントも得られ、楽しく有意義な訪問となりました。

グローバル理工学特別実習について
理工系グローバルリーダーの育成を目指す「博士課程教育リーディ
ングプログラム」では、プログラムの一環として、様々な分野の先
端機器を用いて実習を行い、学際的視野を広げることを目指す「グ
ローバル理工学特別実習」を毎年開講しています。
2017年度は、物理、化学、人間環境、食品栄養の４つのコースワー
クが8月から9月にかけて行われました。学生たちは、自身の専門
以外の分野にも積極的に参加し、異分野での先端機器実習を通して、
より広い視野を身につけることが出来ました。（各コース 15コマ・
90分／１コマ）

●グローバル理工学特別実習Ⅱ【物理コース】日程：8月29日、30日、31日、9月2日、5日
●グローバル理工学特別実習Ⅲ【化学コース】日程：8月 2日、3日、4日、8日、9日
●グローバル理工学特別実習Ⅴ【食品栄養コース】日程：9月12 日、13 日、14 日、15 日
●グローバル理工学特別実習Ⅵ【人間環境コース】日程：8月1日、2日、3日、8日

場所：｠人間文化創成科学研究棟（503室）

仙台市出身、2児の母です。結婚後
は海外居住が長く、中東（エジプト、
バーレーン、イラン）とイギリスで
通算10年ほど暮らしました。人間
に興味があり、異なるバックグラウ
ンドの人と接することが好きです。
そのため、それぞれの国での生活は
大変貴重で意味深い経験となりまし
た。また、心理学と教育のバックグ
ラウンドを生かして現地でも関連領
域で仕事をしてきました。多様性に
おける共存と自己実現、社会貢献は
大きなテーマです。専門は発達心理

学と臨床心理学を土台とした発達精神病理学という領域で、主に子
どもの育ちの動的なプロセスを環境との相互作用の面からリスク
とレジリエンスに着目したメカニズムの解明に取り組んでいます。
現在は、専門の研究に加えて大学の非常勤講師、小学校でアフター
スクールプログラムのボランティア活動を行っています。相談室で
はカウンセリング・スタッフとして、履修生の皆さんの活躍を支援
したいと考えています。

私は、人と物理的環境との関連、特
に、物理的環境が人をどのように支
え、影響を与えるのかについて関心
があります。博士前期課程までは、
都市社会学からこのテーマを研究し
てきましたが、物理的環境を考える
には、建築学の視点も必要であると
考え、建築学を学び、博士後期課程
では建築設計学研究室に所属し、学
位を取得しました。現在も環境心理
学などを学び、さらに視野を広げる
ことを心がけています。人間に関す
る問題の多くは、1つの学問分野か

らのみ研究するのではなく、多分野から、学際的に検討すること
が必要であると考えています。リーディング大学院の特徴である
PBTSは、専門分野の異なる学生がチームとなり、課題に取り組む
ことに特徴があり、大変興味深いプログラムだと考えています。私
自身の経験も踏まえて、履修生の皆さんが主専攻の研究と両立させ、
それぞれの専門性を活かし、研究を進めていけるようサポートして
いきたいと思っています。

高橋 節子氏

学生相談室

リーディング大学院では履修生の皆さんが充実した研究生活を送ることができるよう、2016 年 1月から学生相談室を開
設しています。主専攻と副専攻の両立には、予期せぬチャレンジを経験することもあります。相談室では、困っていること、
誰に聞けばよいのかわからないこと等、学生の皆
さんがリーディングプログラムを履修する上で困
らないよう相談に応じ、支援を行っています。また、
英語でのコミュニケーションにも対応しています。

岐部 智恵子氏

I come from Ho Chi Minh City ‒ a City in the South of Vietnam 
with sunshine all year round. I decided to pause my career as 
a lecturer at Ho Chi Minh City University of Natural Resources 
and Environment for higher education in Japan from Fall 2016. 

I have been specializing in environmental management for over seven years since the day 
I accomplished my Master of Science degree (2009). Conducting a number of projects on this discipline as well as 
giving the lectures on the same fi eld led me to the strong interests in environmental ‒ human interaction science which 
is my major course now. About the PBTS which highlights the Leading Program in Ocha-dai, so far I keep questioning 
myself how I contribute to the Team as the only member working in Environmental Science. It is quite challenging 
and exciting ! Our team members are diff erent in majors and experiences in term of cultures and languages, but we 
do have the same desire in doing the research addressing two global issues nowadays including human health-food 
security and environmental protection. Therefore, I believe we have a good foundation for our PBTS to be proceeded 
while we are willing to collaborate aiming to the common target of the Project.

 グェン ティ ドアン チャン Nguyen Thi Doan Trang

 所属／ライフサイエンス専攻　人間・環境科学コース
 出身／ベトナム
 趣味／ヨガ履修生

Interview

リーディング大学院学生相談室の紹介

化学コース

物理コース

食品栄養コース

2016年10学期入学生を紹介します。

カウンセリング・スタッフ自己紹介

06 0706 07
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■ 主な活動予定
2017年 1月 4日　　　　　    mQE（middle Qualifying Examination）開始
2017年 1月 13日　　　　　  2016年度第 2回グローバル研修報告会
2017年 1月 18日　　　　　  平成 29年度 4月期学生募集説明会
2017年 2月 22日　　　　　  平成 29年度 4月期選抜試験（iQE）
2017年 3月 7日　　　　　　  国際シンポジウム
2017年 3月 15日　　　　  　pQE（periodic Qualifying Examination）

■ 活動報告
2016 年 10月21月 「学外プログラム担当者と学生間意見交換会」開催
2016 年 10月25日 ～27日　 「NAJAH - UAE's leading higher education event」
　 参加（アブダビ）
2016 年 11月2日 独 ランクセス GmbH来訪、講演会開催
2016 年 11月11日 ～12日 「博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2016」参加
2016 年 11月16日 「ポスドク・博士課程生のワークインプログレス」開催
2016 年 12月2日 グローバル理工学特別講義Ⅰ「技術を活用した企業経営入門」
　　　　　　　　　　　　　　開講（開講中）
2016年 12月 14日　　　　   2016年度第 1回グローバル研修成果報告会
2016年 12月 21日　　　　   キャリアプランセミナー／ 平成 29年度 4月期学生募集説明会

今年度も 2期生はグローバル研修Ⅰ、１期生はグローバル研修
Ⅱに赴いています。
グローバル研修は現場でしか得られない実習の経験もさること
ながら、特に海外では普段とは違う驚きに遭遇し貴重な経験を
している事でしょう。この経験を活かし、更なる飛躍を期待し
ます。

編集後記

http://leading.dc.ocha.ac.jp/leading/

お茶の水女子大学
リーディング大学院推進センター

〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
 人間文化研究科棟 601 室
E-mail： leading-ocha@cc.ocha.ac.jp
TEL： 03-5978-5775
http://leading.dc.ocha.ac.jp/leading/
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【グローバル研修Ⅰ】
2016年 9月～ 12月  　　　　LANXESS Deutschland GmbH（ドイツ）
2016年 12月～ 2017年 4月  東京大学（日本）
【グローバル研修Ⅱ】
2016年 8月～ 2017年 2月 　理化学研究所　多細胞システム形成研究センター（日本）
2016年 8月～ 2017年 2月 　株式会社 東京設計事務所（日本）
2016年 9月～ 12月　　　  　Northeastern University（アメリカ）
2016年 10月～ 12月　　　   文部科学省高等教育局大学振興課（日本）
2016年 11月～ 2017年 1月  東レ株式会社（日本）
2016年 11月～ 2017年 5月  Laboratory of Subatomic Physics & Cosmology, Grenoble（フランス）

■ グローバル研修Ⅰ・Ⅱ実施状況（2016 年 12 月現在）

■ 平成 29 年度（4 月期）履修生募集
＜平成29年度 4月期選抜試験情報＞
学生募集説明会：2016年 12月 21日（水）13 : 30 ～ 14 : 30
　　　　　　　　2017年 1月 18日（水）12 : 20 ～ 13 : 30（予定）
申請期間：2017年 2月 6日（水）～17日（金）
選抜試験：2017年 2月 22日（水）
合格発表：2017年 2月 28日（火）
※詳細はホームページをご覧ください。




