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※所属・職位については、留学時点のものです。
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男女共同参画推進室長からのメッセージ

　富山大学は、平成2
7年度に文部科学省

科学技術人材育成費
補

助事業「ダイバーシテ
ィ研究環境実現イニ

シアティブ（特色型）」
に

採択され、全国的にも
新しい試みである

国際型女性研究者育
成プログラムを導入し

ました。

　このプログラムの中
核となるのは、海外短

期留学支援で、3年間
で

13名（延べ14回、8カ
国）の若手・中堅女性

教員への支援

を行いました。長期間
職場を離れられない女

性研究者に、留学の

心理的ハードルを下げ
るとともに、短期集中の

新しい研究スタイルを

提案し、その結果、「短
期間でも結果が出せ

る」と言う

パラダイムシフトを実
証いたしました。

　また、帰国後、海外
短期留学報告会のほ

か、全10部局で Sma
rt 

Caféを開催し、彼女ら
がロールモデルとなり

、若い世代に波及効果

を与え、女性研究者の
すそ野拡大の仕組み

を構築しました。

　海外留学時の写真
では、皆、溢れるばかり

の笑顔と自信に満ちて

います。この笑顔が、帰
国後も続くように、男女

共同参画推進室では
、

今後も研究環境の整
備に努めてまいります

。



　今回のNISTとの共
同研究の成果を、いず
れ国際照明委員会
CIEの技術委員会で
報告し、国際規格の制
定に繋げていきたいと
思います。

　留学先のご担当のDr. Yoshi Ohno (NIST Fellow)は国際照明委員会
CIEの現会長であり、公私ともに良好な関係を築き、CIEでの各種委員会（演色
性、皮膚色データベース、画像技術など）での情報収集や活動の足がかりを作
ることができました。Dr.Ohnoとは引き続き共同研究を行う予定です。また、研
究室の様々な研究者と交流することができ、新たな人脈を形成することができ
ました。

　2度目の留学では、2016～2017年度の科研費テーマにおいて制作した、
循環不全を再現したウレタン製皮膚サンプルの見え方について、NISTにある
Spectrally Tunable Lighting Facility (STLF)の環境下で定性的に観察
評価実験を実施しました。Dr. Yoshi Ohnoと結果について十分な議論を行う
ことができ、最終的に成果をCIE 2017 Midterm Meeting でのOral 
Presentation’s Paperとして纏めることができました。

　研究以外のトピックスとしては、滞在期間中に、合衆国全土で皆既日食が観
察できるThe Great American Eclipseがあり（2017/8/21）、NIST 
LibraryでNASAとの同時中継を見ながら職員らと楽しく日食を観察できたこ
とが印象的でした。

National  Inst i tute of  Standards & 
Technology (NIST)
アメリカ国立標準技術研究所

1回目：災害時における日本人傷病者の
　　　肌色特定における光源の分光特性
2回目：循環不全を再現した皮膚サンプルの
　　　 見えの評価

100  B u r e a u  D r i v e ,  S t o p  1 0 70 ,  
Gaithersburg,MD 20899-8442, USA

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

持参して検討した皮膚サンプル

研究所ゲート前の標識にて

実験風景

NIST LibraryでのThe Great American Eclipseイベント（2017/8/21）

　2度の留学はいずれも滞在期間が3
週間程でしたが、生活環境や研究環
境に慣れるまでに1週間は要するの
で、実質1週間強しか研究活動を集中
して行うことができず、実験結果に対
して十分な検証やディスカッションを
行うことができなかったことが残念で
した。短期留学とはいえ、最低でも1ヶ
月の期間が必要だと思います。しかし
ながら最初は苦労したものの、同じ研
究機関への留学だったこともあり、2
度目は素早く環境に適応することが
できたように思います。
　

使用した実験装置　
Spectrally Tunable Lighting Facility

留学中、苦労した事は
ありますか?

将来留学を考えている人達へ
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ア メ リ カ 合 衆 国

　既に構築している共同研究や人間関係を、もう一歩深め

るためのきっかけとして、この短期留学助成制度を利用する

と良いと思います。留学先で研究して得られた成果を、タイ

ミング良く論文化することで、継続して良い関係が築けるの

で、頑張って下さい。

秋月
有紀
あきづき  ゆ う き

1回目：平成28年3月12日～平成28年3月31日
2回目：平成29年8月  8日～平成29年8月31日

皮膚サンプルが
改良されて実際

の皮膚の分光
特性をリアル

に再現できれば
、理想的なLE

D光源下での
視認性実験を

実施する意義が
でるので、引き

続きサンプルの
改良に尽力し

てください。
Dr. Yoshi Ohn

o

二層構造とした
ウレタン製の皮

膚サンプルは良
いアイデアだ

と思います。テク
スチャや表面の

きめも実物に近
いので、後は

色の忠実さを改
善することだけ

だと思います。

Dr. Catherine C
. Cooksy

留学先から先生へ

　人脈が増え、新たな知見を得ることができました。また世界でも屈指の実験装置・測
光装置を使うことができ、精度の高い実験値を取り扱うことの意義や、実際の日本で行
える実験環境の限界を理解し、限られた研究環境の中で今後どのように有意義な知見
を創出していくべきか、見つめ直すきっかけができました。
　1つの研究機関に連続して所属する意義を実感しました。スタッフの皆さんに温かく
迎えていただき、研究以外の雑談もでき、個人的な人間関係を築くことができました。
例えば、タクシーが大変清
潔である・ビジネスホテル
の無料朝食で使われる区
分け用へこみのある皿が面
白いなど、私たち日本人が
気付かない日本の良さを、
彼らとの交流を通して再認
識することが出来ました。

Optical Radiation Groupのスタッフとの交流会

研究室の客員研究員と共に

留学を経て、自身におきた変化

研究者としての今後の目標

人間発達科学部
人間環境システム学科
教授



　SAMI-Trainingやオランダの現地の小
学校の視察は、現地の担当者がオランダ語
で話すことが多かったため、通訳を頼る必要
がありました。
　通訳を通して実際に行われている授業内
容を的確に理解することや翻訳した資料を
わかりやすい言葉で表現し直すことにも時
間がかかりました。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

研究者としての今後の目標

　オランダの実践から学ぶ教育やチームで進める仕事のやり方について、滞
在中、様々なところで目にすることがあり、研究のみならず、仕事や家庭のあり
方、組織の作り方を考えるきっかけになりました。
　現地で出会った大学教員や小学校教員はワークシェアしている人も多く、学
級を数名の教員で担当することや、常勤の教員でも日替わりで違うクラスを受
け持ちます。学校では堅苦しい会議で引き継ぐのではなくランチタイムなど気
軽な会話を頻繁に行い情報交換していました。また、ランチタイムには他の会
社の人々と会話を楽しむオランダの仕事スタイルにも驚きました。
　このように、個を尊重する組織づくりにはチームの存在が欠かせません。
チームでの人間関係やコミュニケーションを円滑にすることが、大学や小学校
といった組織の一体感につながっていると感じました。

マルニックス教員養成大学
SAMI-Training　　等

オランダの体育科教育の実態と小学校現場で
実践されているメソッド

Vogelsang laan1 , the  nether lands  
Camping Quadenoord, Renkum

平成 29 年 9 月 11 日～平成 29 年 9 月 30 日

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

マルニックス教員養成大学の体育館 マルニックス教員養成大学の正面

SAMI-Concept and SAMI-Training

留学を経て、自身におきた変化

　組織において、どのようにリーダーシップを発揮すればいいのか、今まで以上に現在
私が関わっている組織の現状や課題を観察するようになりました。留学中にオランダ
で出会った日本人の多くは、オランダの教育が素晴らしいと感じ、オランダでないと子
育てできないように言っている人もいました。しかし私は日本の良さ、今、自分が置か
れた場においてもオランダで学んだことは生かされるし、オランダで出会った素晴らし
い先生方のような人や教育観を持った人も日本にはいるということを強く感じました。
留学後の仕事で富山県の保育園や幼稚園等の教育現場に伺う機会がありましたが、
今まで以上に、先生方の指導のあり方や良さに気づくことが多くなったと思います。

マルニックス教員養成大学 アレクサンダーテクニック教師と共に
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オ ラ ン ダ 共 和 国

人間発達科学部
人間環境システム学科
講師

　長期留学を考えている方にとっては、短期的な留学になりますが、これま

でに自ら行ってきた研究や教育の整理ができる有意義な時間と経験になり

ます。様々な価値観に触れることにより、今後の自分の人生や仕事につい

て、どう進みたいのかが見えてくると思います。長期で留学する際の人脈作

りにもなると思います。ぜひこのチャンスを生かしてください。

将来留学を考えている人達へ

澤
聡美
さ わ  さ と み

大学教員は学
生と創造し、新し

いものを創って
いく楽しい仕事

。

毎日がとても新鮮
で楽しい。あなた

も楽しんでね。

マルニックス教員
養成大学教員

今こそ、リーダー
シップを発揮し

なさい。周りに
遠慮するのでは

なく、あなたが
強いリーダーシッ

プを発揮するこ
とで、組織がよ

り

良くなるきっかけ
になる。周りの

ことをよく観察し
、協調性を心が

けている、あな
ただからこそ真

のリーダーになれ
る。

SAMI-Trainin
g 講師

留学先から先生へ

　平成29年3月告示の新学習指導要領に伴い、日本の教育
は全教科に「主体的・対話的で深い学び」を取り入れ大きく
変わろうとしています。今回の留学でその先駆けとなるアク
ティブラーニング型授業や組織作りを定着させ次のステップ
に向かおうとしているオランダの大学教育や現場教育を学
ぶ機会を得ました。留学前の研究目的は「グループワークを
行う上でのリーダーシップのあり方」でしたが、留学で得られ
た内容は研究や授業に限らず、私が携わっている組織すべて
に活かせる内容でした。コース運営や研究室運営に還元し、
実践を積み重ねたいと考えます。



留学を経て、自身におきた変化

　日本での日常的な研究生活においては、多くの新しい出来事、新しい情
報にさらされて、目の前の新しい課題への対応を迫られ、事柄の本質を把
握し最終的な解答に至るための時間、落ち着いてゆっくりものを考える時
間を得ることがますます難しくなっています。そのような研究生活を続ける
中で、自分でも気づかないうちに、いつの間にか狭い自己の思い込みの中
に閉じ込められていることがよくあります。
　この度の留学では、イタリアにおける国際情勢の変化を身をもって感じ
取ることができました。イタリアにはこの20年来、毎年のように国際会議や
調査のために1週間程度の慌ただしい滞在を繰り返してきましたが、この度
の留学で、イタリアのみならず世界全体が、歴史の大きな転換点にあること
を痛感することができました。イタリアの医学倫理学・医学法学もそのよう
な国際情勢の大きな変化の中で、根底からの変革を迫られています。政治
的、経済的な複雑さの中で模索を
続けるイタリアの研究者たちの窮
状に触れることで、私自身も改め
て自分の研究の意義を問いただ
し、今、日本の医学と法学にとっ
て必要なものは何か、今後の研究
の方向性について真剣に思いを
致すことになりました。

　世界中の情報が瞬時に入手可能な時代になりました。情報収集、情報交換のための留学は、もはや意義を失っていると言えるか

もしれません。しかし情報を収集し、分析し、考察する人間の知性が働くのは、五感をそなえた人間の身体の中です。

　普段自分を押し込めている狭い研究環境（もしかすると最近はスマホかパソコンの小さな画面だけかもしれません）、研究者コ

ミュニティや人間関係（もしかすると同じ専攻分野の日本人だけかもしれません）から完全に解放されて、ひとたび自由な研究環境

に身を置くと、それまで気づくことのできなかった自分の研究の問題点が発見されたり、新しい発想が生まれたりすることがよくあ

ります。欧州の大学のサバティカル制度はそのためのものです。

　もちろん事前の十分な準備は不可欠ですが、それでもなお、現場では

必ずしも事前の計画通りにことが運ぶわけではありません。そんなこと

はむしろ稀ではないかと思います。事前の研究計画の変更を迫られるこ

とは、自分のそれまでの研究の至らなさの帰結ですから、あまり自慢で

きることではないかもしれません。しかしそれでもなお、現場に赴いてそ

れまでの自分の思い込みの誤りに気づき、それを真摯に正してゆくこと

でいっそう大きな研究成果を得ることができるのだと思います。

　イタリア医学倫理学・医学法学の情報や資料は、常日頃から様々な手段で入手することを心がけていますが、イタリア医学倫理学・医
学法学の第一線の研究者たちの研究現場に身を置いて、現地で彼らと交流しながら、貴重な研究資料を所蔵する研究所で文献調査や
研究活動を行うことは、桁違いに質の高い情報量と刺激に満ちています。
　日本では知り得なかった現地の医学倫理学・医学法学をめぐる最近の事情や、近年ますます著しいグローバル化、情報化の波にさら
されている欧州の現状、宗教も文化も言語も異なる多国籍の学生を抱える医学教育の現場でも、これまでは想像もできなかったような
新たな難しい対応を多々迫られている様子も垣間見ることができました。そのような中で、当初は念頭になかった新たな研究課題も見え
てきました。もしかしたら、このように今後の研究の方向性を定めるような重要な示唆を得られたことが、この度の留学の最大の収穫か
もしれません。研究の本拠地に身を置くことの大切さを改めて痛感した次第です。

Istituto di Bioetica e Medical Humanities (IBioMedH),
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” 
Università Cattolica del Sacro Cuore
カトリック聖心大学医学部「ジェメッリ」
生命倫理学・医学人文学研究所

Largo Francesco Vito, 1,  00168 Roma, 
Italia

イタリア医学倫理学・医学法学の研究

秋葉
悦子
あ き ば  え つ こ

留学先機関

研究テーマ

平成29年 9月29日～平成29年10月9日
平成30年2月5日～平成30年3月4日

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

研究所資料室で、研究所所長のAntonio G.Spagnolo教授と

　留学先機関である生命倫理学・医学人文学研究所
は、カトリック聖心大学医学部（通称名「ジェメッリ」は
創設者の名前）の付属研究機関です。大学の敷地は
広大で、ローマ最大の大学付属病院も同じ敷地内に
あります。最寄り駅（ジェメッリ駅）を下車して病院ま

では徒歩で2，3分の距離ですが、研究所までは直線距離で15分ほどもかかります。敷地内には新しい
校舎や病棟も増設され、それぞれが空中通路や地下道でつながっているため、途中で道に迷ってなか
なか目的地にたどり着けないこともしばしばでした。
　宿泊先からジェメッリ駅まではバスと電車で通常20～30分の距離ですが、テロ対策のため至る所に
銃を携えた兵士やパトカーが待機しており、ローマ市内の道路の渋滞と大勢の観光客でバスは終日
ラッシュ時のような混雑ぶり、2月26日には6年ぶりの降雪にも見舞われ、電車の遅れもしばしばで、通
学には大変苦労しました。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

印象に残ったこと、
日本との違い
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イ タ リ ア 共 和 国

経済学部
経営法学科
教授

　大学のキャンパスを歩いていて感じることは、こ
れはローマの市内も同様ですが、とにかく多種多様
な人種が共存しており、様々な言語が日常的に飛び
交っていることです。男女の違いも、その一環に過
ぎないような印象を受けました。キャンパスで日本
人に出会うことはありませんでしたが、特に違和感
や疎外感を覚えることなく過ごすことができました。
医学部のキャンパスでは、医学生と、保健福祉経営
学専攻の学生がともに学んでいることも印象に残り
ました。日本では医学部の学生と経済学部の学生の
交流の機会はありませんが、経済学部に所属しなが
らときどき医学部でも講義の機会を得ている者とし
ては、同様の仕組みを日本にも持ち込めないか、大
いに関心をかきたてられた次第です。
　人にはそれぞれ違いがあることを前提にしながら、
ただ共存するだけでなく、それぞれ異なった特徴を
備えた各自の能力を持ち寄って、単一的な同族・同
類集団でなしうる以上のものを協力して構築する取
り組みは、イタリアでは当然のことのように実践さ
れています。日本との大きな違いだと思います。

将来留学を考えている人達へ

医学部の新しい講義棟で、
研究所のDario Sacchini教授と3人で

塔の向かって左側の2階が研究所



　豪州は日本と異なり義務教育の就学年齢が5歳であるた
め、日本では保育園に通っていた私の子供も小学校への就
学が義務となりました。しかしながら、外国人の就学手続に
おいてはビザのステイタス要件に応じ個人により異なる要件
があり、着任後間もない多忙な時期において、行政と連絡を
密にしつつ煩雑な手続きをこなさなければならないことは少
し大変でした。一方で、豪州の移民を含む一時滞在者に対し
てもきめ細かい語学支援や教育サービスの仕組み、多民族
国家である豪州
の教育システム
および手厚い行
政サービスにつ
いて深く知る機
会にもなり、よ
い勉強の機会と
なりました。　

　日本の大学においては、公務、授業に追われながら家事・育児の両立をはかることだけで
精いっぱいな状況でしたが、一定期間在外研究を行う時間、場所を確保でき、ワークライフバ
ランスを保ちながら研究者との意見交換を日常的に行いつつ、調査・研究に没頭できる貴重
な場・時間を持てたことが一番大きな変化でした。今後、研究成果を発信し続けるための素
地となる基礎研究と学際的に共同研究を構築するためのネットワーク作りに十分時間を割さ
くことができ、国際的に活躍していくために必要な土台を築くことができました。
　また、留学中に公開セミナーで発表する機会を得、RegNetとモンゴル研究所の共催によ
る“Land law reform issues in Mongolia: a law and society perspective”
（2017年3月30日開催）およびJapan Instituteと
Crowford公共政策大学院の共催による“Current 
Issues of I ta i - i ta i  Disease for Sustainable 
Society from the Perspective of Commons” 
（2017年8月30日開催）と題する報告を行いました。
それぞれのセミナーにおいて学際的に活躍する研究者
から貴重なコメントを得られたことは今後の研究計画
を構築する上で重要な経験となりました。

　当研究科に一年間在籍して得られた研究成果、最新鋭の学際
的な研究手法の探求、人的ネットワーク構築は、留学をしなければ
得られないことでした。今後は、これらの取得した成果を基礎とし、
共同研究をすすめていくことを目標とします。既存の法学の手法
に分野横断的な研究を取り入れるスタイルをもつ研究組織の成り
立ちや方向性は、今後日本が学際的・国際的に活躍する人材を育
成するために学ぶところが大きいので、得られた知識を還元して
いきたいと考えています。
　

留学中、苦労した事は
ありますか ?

　School of Regulation and Global Governance （RegNet）は開発
法学、アジア地域における慣習法と制定法との抵触の問題の研究を含めた学
際的法学研究の蓄積が豊富な研究機関です。私はRegNetに籍をおき、オー
ストラリア国立大内外で学際的・分野横断的に活躍する研究者とともに勉強
する機会を頂きました。研究テーマに対する知見を深め、研究成果発表の場を
得、将来的に学際的・国際的な共同研究を継続していく土台を作ることは留学
を通じてでなければできない素晴らしいことでした。
　なお、日本においては古典的な枠組みによる国内法の解釈による法律学が
中心であり、昨今の法学研究の潮流である学際的な研究が可能な場は非常に
限られているのが現状です。しかしRegNetは統治、法の支配、法と社会といっ
たキーワードを用いて多様な分野を取り込み、国際的に活躍する法学研究者
を多数生み出しています。このような研究体制の内部に身をおき、内部の研究
会や勉強会、政策策定の場に参加し国際的・学際的にパフォーマンスをしてい
く学術的な方針について学ぶことができたことも大きな利益だと考えます。
　また、豪州全体が家族との時間を尊重する文化と制度を有しており、家族ぐ
るみで交流する機会が多くありました。休日等を共に過ごすことを通じて、個
人的な交流が深まるのみならず、将来的には共同研究を円滑に進める基礎を
築けたことは大変に有用なことでした。

School of Regulation and Global Governance(RegNet), 
College of Asia and Pacific, Australian National 
University
規制とグローバルガバナンス大学院 オーストラリア国立大学

法社会学、比較法学、開発法学等の手法による「先住
民の土地に対する権利と開発」の問題の探求

The Australian National University, 
Acton,Canberra,ACT 2601

平成28年10月10日～平成29年10月9日
（本プログラムでは当初１ヶ月分の費用を助成）

あ め み や  ひ ろ み

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

 Hiromi Ame
miya has been

 a visitor at R
egNet in the 

Australian Nat
ional Universit

y since Octobe
r last year.  We

 

have really en
joyed having h

er as part of o
ur community

. 

During her tim
e with us Hiro

mi has particip
ated actively in

 

soc ia l  events
,  reading gro

ups ,  in forma
l  networking

 

opportunit ie
s  and discuss

ions  about  fu
ture  research

 

collaboration.  
We are all look

ing forward to 
a seminar she i

s 

organising and 
presenting on h

er work on Mon
golia.  

 Dr. Miranda Fo
rsyth, RegNet, 

Australian Natio
nal University

RegNetの仲間とANU内のガーデンバー
でよく語らいました
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オーストラリア連邦

経済学部
経営法学科
准教授

　日本人の研究者以外はみな家族ぐるみで留学赴任しています。日本の社会の仕組みとし

ては、女性研究者が留学する際、同業の研究者として同じ時期に同じ大学に赴任する場合以

外には、夫が仕事を辞める以外に同行する方法はほとんどないのが現状です。しかし、家族で

赴任することができれば、現地の人たちとの交流はさらに深いものとなり、現地の社会をより

知ることが可能な交流ができるほか、異文化を家族で共有する素晴らしい経験ができます。

　現実的に、個人的な支援があっても家族単位での移動を可能にするシステムが欠如して

いる日本においては留学は大きな決断となりますが、今後の日本の大学、大きくは社会全体

を変えていくための基礎的な知見を得る意味でも、家族の同行を妨げる要因をクリアにでき

るのであれば、積極的に家族を同行して留学することをおすすめします。

将来留学を考えている人達へ

雨宮
洋美

留学先から先生へ

研究者としての今後の目標
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留学を経て、自身におきた変化

受け入れホストMirandaと 正式な場では常に国旗とともにアボリジ
ニ、トレス海峡諸島の公旗が飾られます

同僚Liaの司会のもと、日本からの共同研究者とともに研究報告
セミナーをさせていただきました

モンゴルの土地所有権の法社会学的研究は、モンゴル人研究者
ファミリーとの交流を交えて深まりました



　特にありません。受け入れ先の朱先生、また
助理研究員の沈麗華さんには、とても親切にし
ていただきました。中国では、人脈作りは特に重
要で、なんらかのつながりがあり仲間とみなさ
れれば物事が急速に進みます。たとえば研究者
の場合、どのような研究歴を経ているかも重要
です。朱先生も日本への留学経験があり、私の
学生時代の恩師とも親しくしていた関係から、
親近感をもっていただけたようです。

　私は日本古代の仏教美術史が専門な
ので、これまで中国における現地調査で
は常にグループ行動であり、一人で行動
し調査をすることがありませんでした。し
かし今回の短期留学で、各都市で高速鉄
道や市内バスなど公共交通機関を利用
しながら移動し、博物館等で調査を行
い、中国人研究者とつたないながらも中
国語で学術的交流を持つことは、それ自
体が研究活動における新たな挑戦でし
た。おかげで視野が大きく広がり、今後も
また語学のレベルアップを図り、さらに研
究を推進していくことで、今度は自分の
研究を中国でも発表し、海外に進出して
いきたいという目標ができました。

　中国の研究機関で
は、各研究室で宿泊が
でき、食堂も併設され
ている場合があり、研
究者を支える体制や考
え方が日本と異なると
ころはとても興味深い
です。また女性も男性
も、家族で協力しなが
ら研究に打ち込む姿が
見られ、力強さを感じ
ました。

　私は専門分野の関係から、学生時代に留学を考えたことはありませんでした。

　しかし、やはり将来の研究生活のことを考えた場合に、関連のある外国で実物調査をし、研究

動向を知り、語学力を磨いておくことは必須だと思います。

　このことに若いときに気がつき、このような留学の機会があったらと悔やまれますが、これか

らでも遅くはないので、新しいことを開拓し楽しむ気持ちを持ち、がんばろうと思っています。

　また、このような制度を活用し、テーマを持って短期間でも海外に出てみることで、研究だけ

ではなく、海外の女性研究者の生き方についても意識的に見聞きし、自分の在り方を考える良

い機会になると思います。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

日本と違うと感じたこと

　中国社会科学院考古研究所漢唐考古研究室の主任・朱岩石先生らが発掘した、邯鄲の鄴城址を案内していただいた
ことです。発掘に関わった研究者とともに現地を訪れ、発掘現場や博物館で多数の新出資料を調査することができたこ
とは、現在研究を進めている中国・北魏時代の金銅仏の様式を考える上で、大変貴重でした。また朱先生の紹介で、山
西省大同市では雲崗研究院の女性の研究員である王雁卿先生とお会いし、学術交流だけではなく、中国における女性
考古学研究者の実情も聞くことができました。

中国社会科学院考古研究所
漢唐考古研究室

山西省、山東省、河北省における中国北魏か
ら東魏の金銅仏及び石仏の研究

中国・北京市東城区王府井大街 2 7 号
(100710)

平成28年8月11日～平成28年8月31日

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

大同市博物館で王雁卿先生と

中国社会科学院考古研究所

大同の雲崗石窟第20窟 中国社会科学院考古研究所漢唐考古研究室にて

　留学を経て視野が広がり、今まで以上に中国の美術史・
考古学研究の状況を知りたいという思いと同時に、さらに
ヨーロッパやアメリカで行われている日本・東洋美術研究の
動向も探っていきたいと考えています。これまで日本・東洋
美術史は日本優位に進められてきましたが、これからは海
外の研究者の動向を隣接の考古学、文化財科学なども含め
て状況を把握するために、自分から積極的に外に出て海外
研究者と交流したいと思っています。自分自身が常に新し
いことを求めて活発に動くことが、本学の研究・教育活動に
も反映されると思っています。
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中 華 人 民 共 和 国

芸術文化学部
芸術文化学科
講師

将来留学を考えている人達へ

研究者としての今後の目標

三宮
千佳
さ ん の み や  ち か
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留学を経て、自身におきた変化

済南市の果物屋台で売っていた、
孫悟空が食べたという蟠桃。
8月は桃がおいしい季節で町中い
たるところで売られている。

大同古城の城壁への長い階段

朱岩石先生らが発掘した北朝仏像を展示してい
る臨漳佛造像博物館



　留学先のヴィラノヴァ大学では、古代に由来する思想が、現代の高等教育に実践的に組み込まれ、実現されていることを目の当たりにして、自分の

研究のもつ意義を新たな視点から見ることができました。

　また、同じ専門分野の研究者はもちろんのこと、その他の分野の研究者とも多く交流の機会を持つことができました。ヴィラノヴァ大学だけでなく、

近くのドレクセル大学でも複数の研究者らと交流の機会を得、学ぶところがとても多かったです。国際学会への参加等で得られるのとはまた別種の

経験でした。

The Augustinian Institute at Villanova 
University
ヴィラノヴァ大学

西洋古代末期の思想家アウグスティヌスに関
する研究

800 E. Lancaster Avenue Villanova, PA 
19085, USA

平成30年2月9日～平成30年3月8日

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

ヴィラノヴァ大学の研究者らと ヴィラノヴァ大学にて

留学を経て、自身におきた変化

　大学に所属して研究、
教育を行う機会を得られ
ていることのありがたさ
を、あらためて認識しま
した。自分にできること、
すべきことを、客観的に
見ることができました。

教会のステンドグラスにも
アウグスティヌスの姿が描かれています→

研究者としての今後の目標

　研究者として、今回得られ
た人との縁と、知的刺激を
大事にしながら、いっそう自
らの研究を深め、成果を発
信していくつもりです。
　

留学というと、個人の専門的研究を深めることだけがなされるように見る人もいるかも知れません。しかし実際には、研究はも

ちろんですが、教育活動も含む大学人としてのあり方を客観的に見て、捉えなおす機会にもなります。自分の予想を超えて、縁

が広がり、可能性が広がっていく経験は、大きな喜びです。そして

その土台となるのは、日ごろ自分の住む場所で得てきた経験であ

り、取り組んできた研究だとも感じます。もし留学を考えているの

なら、ぜひ実現されることをおすすめします。
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ア メ リ カ 合 衆 国

教養教育院
教授

Makiko Sato ha
s been given per

mission and acc
ess to the Falvey

 

Memorial Libr
ary here and ha

s used her time
 to explore the

 

resources in tha
t facility. In add

ition, she has pa
rticipated in a 

seminar on Augu
stine's work, de n

atura et gratia. S
he has also used 

her time to speak
 with some of the

 professors on thi
s campus whose 

expertise will be 
useful to her rese

arch project.

I can already sa
y that she has sh

own a willingne
ss to meet local

 

scholars, engag
ing them in the

 kinds of conve
rsation that are

 

mutually benefi
cial. Her interes

t is evident and 
her initiative in

 

seeking to make
 useful connectio

ns with the facul
ty here has been

 

impressive.

It is also good fo
r my university 

to know that sh
e has benefitted

 

from her stay her
e.

Fr. Allan Fitzger
ald，OSA，

Director,  The A
ugustinian Instit

ute

留学先から先生へ

　留学先でしかできな
いことに時間を費やした
いところでしたが、大学
や学会関連の仕事など
並行して行わなければ
ならない仕事もあって、
限られた時間を有効に
使うのが大変でした。非
常に忙しく感じました。

リベラルアーツのための
聖アウグスティヌスセンター→キャンパス内の教会→

留学中、苦労した事は
ありますか ?

将来留学を考えている人達へ

佐藤
真基子　　　　　　　　　　 　　　
さ と う  ま き こ

リベラルアーツセンター内のエントランス床に
描かれたモザイク



　海外で研究するのが初めてだったので、
ラボで使う実際の英語に慣れるのに少し時
間がかかりました。論文などで使う英語と
実際に使う英語との違いに戸惑うこともあ
りましたが、徐々に慣れスムーズに実験を行
うことができました。

研究面：

　スイスの公用語は、ドイツ語・フランス語・イタ
リア語・ロマンシュ語で、バーゼルはドイツ語圏
でした。街中の表記やスーパーの商品も英語表
記ではなくドイツ語などで書かれており、欲しい
物がなかなか見つけられないこともありました。
3ヶ月間で”wasser mit gas, bitte！（炭酸水
をください）”などのドイツ語も少し分かるように
なりましたが、挨拶、数字や曜日などの最低限の
言葉などは覚えて行くとよかったです。

生活面：

　3ヶ月という短い期間でしたが、集中して研究を行うことができました。ラボメン
バーも様々な研究バックグラウンドを持っていたので、多様な視点からのディス
カッションにより貴重な助言を得ることもできました。バーゼル大学では国内外の
著名な研究者を招いたセミナーも多く、気軽に参加することができとてもよい刺激
になり、研究アイディアなどにも繋がりました。ラボ外で知り合った研究者も”keep 
the ears well open” や ”eyes wide open”を心がけていると言っており、こ
れからもいろいろな機会に積極的に参加していきたいと思います。
　Hall教授はどんなに忙しくてもお茶を片手にラボメンバーの一人一人に声をか
け研究の進行具合を穏やかに聞いて回られており、そのような姿勢も見習いたい
と思います。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

　Hall教授のもとで、mTORというタンパク質とがん細胞が増える仕組みに
ついての研究を行いました。ラボメンバーのほとんどがスイス以外の国から来
たポスドクで、これまでの研究バックグラウンドも様々でした。そのため、それ
ぞれの専門分野の視点からディスカッションができ、お互いの専門を活かし協
力しながら研究を進めることができました。ラボの設備などは日本と大差あり
ませんが、研究所内ではイメージング解析や動物飼育管理などを専門的に行
うコア・ファシリティ(core facility)が設置されており、コア・ファシリティとの
協力でスムーズに研究を進める様子をうかがい知ることができました。
　学内外で多くの研究者にも会うことができました。研究以外でもバーゼルに
滞在されている日本人の方も多く、音楽家、デザイナーやエンジニアなどの
方々ともお会いし、お話しすることができました。海外で働くには様々な努力が
必要で困難も多いと思いますが、特にプロフェッショナルな同世代の日本人女
性が海外で生き生きと働く姿を見られたこともとてもよい刺激になりました。
　また今回の短期留学をきっかけとして、帰国後にはバーゼル大学で所属した
ラボから下林貢博士をお招きし富山大学でセミナーを開催することができまし
た。さらに今夏にはHall教授の富山来県も予定されており、交流を続けられる
ことを嬉しく思います。

BIOZENTRUM, University of Basel
バーゼル大学

がん細胞増殖を担うmTORとErbBシグナル
伝達経路のクロストーク解析

Klingelbergstrasse 50-70, 4056 Basel, 
Switzerland

平成28 年 3 月 10 日～平成 28 年 6 月 11 日

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

バーゼル薬学歴史博物館
（ライン川を使った染料貿易から化学、製薬業に発展したと言われています）

ラボメンバーで集合写真
（左から 2番目がHall 教授、スイス人は 4人だけ。
  黒猫はバイオセンターのアイドル、マーク）

　短い期間ではありましたが研究に専念することができ、研究の楽しさを
あらためてより感じることができました。慌ただしい毎日の中で楽しさを忘
れてしまいがちですが、新たな発見などによる“楽しい！”を忘れずに研究を
続けていきたいと思います。これまでは目の前の一点の事だけに集中して
進めがちでしたが、より大きな視野を
もってオリジナリティのある研究を展
開していきたいと思います。ラボメン
バーが上手に息抜きもし、ワークライ
フバランスを大切にしながら効率よく
研究を進める姿もみてくることができ
たのでお手本にしていきたいです。
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ス イ ス 連 邦

大学院医学薬学研究部 ( 薬学 )
がん細胞生物学研究室
助教

　以前から留学したいと思っていましたが、なかなかタイミングなどが合わず出来ずにいました。もう留学することはないか

なと思っていたときに、今回の機会を頂きました。出発前は期待半分不安半分のハラハラドキドキでしたが、実際に行ってみ

ると、皆親切でアットホームな雰囲気の中ワイワイしながら、楽しく研究していました。

　留学中には、研究室内外でたくさんの素敵な人たちに出会うことができ、一生の宝になると思います。

　わたしはこれまで具体的な留学先を考えていなかったので、受入先を見つけるまでに少し苦労しましたが、留学などに興味

があれば論文などを読んで興味をもったラボにコンタクトなどし、いろいろな行き先候補をあげておくなどをおすすめします。

将来留学を考えている人達へ

みんなで外でアイスクリーム

Yuki was a guid
ing model to us

. She really enjo
yed discussion 

with her data as 
well as our data 

when she (or we
) got new data. 

She came early i
n the morning a

nd left work late
 evening.  She 

also enjoyed atte
nding to the seve

ral seminars no m
atter the topic 

was exactly relate
d with her resear

ch background o
r not. 

Of course, we ha
d a nice time wit

h Yuki. 

She has a sweet a
nd lovely person

ality and made th
e first move to 

us. We spent on
ly 3 months tog

ether, but we be
came intimate 

soon. 

We really miss he
r and we hope to

 see her again! 

All the best for h
er!!

Dr. Sujin Park

post-doctoral fe
llow 

Prof. Michael N
. Hall group

Biozentrum, U
niversity of Bas

el

留学先から先生へ

河崎
優希
か わ さ き  ゆ き

留学を経て、自身におきた変化

研究者としての今後の目標
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ヤキーヤ(イスラエル), ジェローム（スイス）

バーゼル日本人会のツアーで
リヒテンシュタインへ



　実験の手技の取得に苦労しました。ラット腸
管膜リンパ管は脂肪細胞で覆われており、その
脂肪細胞を顕微鏡下で極細のピンセットを用い
て単離します。脂肪細胞は粘着力が強くリンパ
管に付着している脂肪細胞を一つずつ取り除く
ことが難しかったです。またリンパ管は人間の
髪の毛より細く、とても脆いためピンセットで
扱うことにも手間取りました。さらにその単離
したリンパ管を顕微鏡下でとても小さく細いガ
ラスピペットに挿入しますが、リンパ管はとて
も細く脆いため安定して挿入できるまで2週間
ほどかかってしまいました。
　そして自分の英語力で苦労しました。2ヶ月
の滞在で相手が何を話しているのかはだいたい
分かるようになりましたが、話したいことはあ
るにもかかわらずボキャブラリーがとても少な
くなかなか会話が弾みませんでした。もう少し
英語が話せたらもっと上手にコミュニケーショ
ンを取ることができたかなと思います。

　自分の語学力や実験の技術が留学先で通じるのかとても不安でした。また2ヶ
月という短期間の留学ですが日本語が通じない場所で新しい生活のセットアッ
プや周囲となじめるのか不安で、留学したいと思いつつ留学を尻込みしていまし
たが、実際に留学してみたらそんなに難しいことではなかったと感じました。案ず
るより産むが易しという正にその言葉通りでした。私は思ったことを行動に移さ
ず、頭の中で考えて終わることが多かったのですが、これからはそういうことのな
いようにしたいと思います。
　また日本では研究所や学部の横のつながりをあまり意識していませんでした。
しかし留学先の研究所ではすべての研究室が同じ領域の目標に取り組みお互い
の得意分野や技術を生かして研究に取り組んでいました。個人や講座単位での
研究も必要ですが大規模な大学に在籍していることを生かし、留学先で習得し
た技術も研究に加え多面的に解析を行っていきたいと考えるようになりました。

　研究者として幅広い視野を身につけるためには、現在の
研究分野と異なる分野の知識を深めることも非常に重要
であると感じています。留学により最先端技術を習得する
こと、さらに国外の大学との共同研究を実施し、国際的な
評価に値する研究成果を大幅に増加させ、富山大学全体
の研究活動の質を高め活性化に繋げていきたいと思いま
す。また、質の高い研究を推進していくとともに、国際学会
で積極的に発表し、研究だけでなく富山大学を世界に発信
していきたいと考えています。

　興味がある研究室に留学したいと考えていても、短期留学という時間の制限

がある環境で、研究をすることは不安があると思います。今の生活とは別の新し

い生活をセットアップし、新しい環境でどれだけの実験をして何を持ち帰れるの

か、また帰国後の研究生活にどのような影響を与えるのか心配になるかもしれ

ません。しかし長期的な留学をする前に研究室の雰囲気や本当に自分の望んだ

研究なのかを見極める良い機会になると思います。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

　今回は短期間ですが、知らない場所で近くに日本語を話せる人が全くいな
い環境で新しく生活を始めることはすごく不安がありました。その不安の原因
の大部分は自分の英語力に対するもので、生活はなんとかできても実験を教え
てもらう時や研究のディスカッションになると難しいのではないかと感じていま
した。しかしお世話になった先生方や研究員はロシアから移住してきた方達で、
自分たちも初めてアメリカに来たときは英語も上手ではなくさらに昔は今より
も情報量が少なかったので生活面でも研究でも周りの方にお世話になったそ
うです。そのような経験があり留学生の気持ちがよく理解できるようで、私の
英語がおかしくても忍耐強く対応してくれ、生活も実験でもフォローをしていた
だけました。そのようなきめ細やかなフォローがあったおかけで留学中は何の
問題もなく過ごすことができました。

 その後、テキサスでの生活を終えた私はサンディエゴで開催された
Exper imenta l  B io logy  2016  に参加し、そこで現在の留学先の
University of South Florida、College of MedicineのDr．Breslinと出
会いました。帰国後、幸運にも留学のための補助金が採択され、Dr. Breslinの
研究室に1 年間留学することになりました。留学を通して新しい仲間や新しい
研究のアイデアを見つけることができたのではないかと思います。

Texas A&M University
テキサスA&M大学

ラット腸管膜リンパ管の機能解析および
分子生物学的解析技術の習得

702 Southwest H.K. Dodgen Loop, 
Temple, TX, 76504 USA

平成28年2月10日～平成28年4月8日

条
美智子
じ ょ う  み ち こ

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

Dr. Jo showed a
n exceptional in

terest in lympha
tic research and

 

experimental m
ethods. She w

as eager to lea
rn as much as 

possible withi
n the short pe

riod of time a
nd targeted to

 

establish her ow
n lymphatic re

search in Japan
. She was very 

diligent and dis
ciplined during

 her visit. It wa
s so nice to hav

e 

her around and 
she was very he

lpful.

Above all, I mo
stly enjoy inter

acting with her
 outside the lab

. 

She has a very n
ice personality a

nd good sense o
f humor. Many 

other members 
of Department 

told me how ple
asant she is. 

Irina Tsoy Nizam
utdinova, M.D.,

 Ph.D.

留学先から先生へ

テキサス州会議事堂

Dr.Gashevと研究室のメンバー

Texas A&M Universityのメインキャンパス

18

ア メ リ カ 合 衆 国

和漢医薬学総合研究所
臨床科学部門漢方診断学分野
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将来留学を考えている人達へ
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留学を経て、自身におきた変化

研究者としての今後の目標



　英語でのコミュニケーションには苦労しまし
た。しかし、実験方法や研究スタイルなどに関
しては、いろいろなことを教えていただく中で
知りたいことが自然と出てきて、興味深さが
勝り多くのことを聞くことができました。言葉
の壁には苦労しましたが、拙くてもコミュニ
ケーションを取りながら実験に取り組めたこと
は嬉しかったです。

英会話：
　今回の留学を通して、これまでの自分の研究に対する取り組み方を改めて見直
すことができました。今まで知らなかった実験方法や、試薬類、機器などについて
教えていただいたことで、自分が今後どうやったら実験を改善できるか考え、また、
どのような実験でも事前の準備が入念にされ、効率よく進められる様子から、自
分の取り組み方でも工夫することで改善できる余地があると感じました。また、実
験データや論文の管理方法についても同様に客観的に見直し改善点を探すこと
ができました。
   

研究活動の見直し：

　留学先の先生方の研究に対する姿勢から刺
激を受け、将来の新しい目標を得ることができ
ました。これまでは実験が上手くいかないときや
難しい課題があるときなどに、不安を感じること
が多かったですが、今回の経験からアレルギー
疾患や研究そのものに対する興味がさらに深ま
り、今後の活動に楽しみや挑戦してみたいこと
が増えました。

新しい目標：
　研究室内での生活ではとても丁寧なサポー
トをしていただき、英会話以外に苦労したこと
はほとんどありませんでした。
　日本と同様に、研究テーマにどのように向
きあうか、どのように考えるか、また教えてい
ただいたことを日本での研究にどのように活
かせるかと考えることは難しかったです。しか
し、一日の大半の時間を実験や研究課題に存
分に費やすことができ大変充実していました。

生活全般：

　まず留学の成果を少しでも現在の研究課題に反映さ
せて、研究内容を発展させていきたいと思います。細かい
実験手技から全体的な実験の進め方まで、留学で学んだ
ことを活かし、どうやったら研究が前進するか考え、積極
的に実験したり提案したりしていきたいです。
　

　私にとって今回の留学は、これまでの自分の学生生活や研究生活を振り返り、これから先の

ことを考えるとても良い機会でした。現在の研究員の立場で留学できて、本当に貴重な充実し

た時間を過ごすことができました。大きく環境を変えて過ごすことは、これまで自分がしてきた

ことを振り返ってそこから今後何ができるか、どういう選択をすることが自分らしさを生かして

社会に役立つことができるかを考える良い機会になるのではないかと思います。また、海外で

活躍する研究者の先生と直接お会いしてお話を聞けることや、研究を実際に見られることが

いかに貴重であるかを実感できました。留学を通して、いろいろな人との出会いや新しい発見

があり、そこから新しく将来の目標などを見つけることができるのではないかと思います。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

研究者としての今後の目標

　これまでに論文で読んできた研究を実際に見られ
たことが、まずとても感慨深いものでした。食物アレル
ギーモデルマウスの解析を通して、同じ目的の実験で
も手技や試薬、機器などが異なると解析手順や時間
効率が大きく変わることを体験しました。また、限られ
た時間の使い方や研究計画の立て方などについても
学ぶ点が多かったです。

研究テーマから：

　これまでに経験したことのない環境のもとで、とても
新鮮な気持ちで研究テーマに取り組むことができまし
た。実験室は研究室単位ではなく広い部屋を複数の
研究室で共有されており、スタッフ間のコミュニーショ
ンが自由に活発に行われている様子が印象的でした。
また、実験室内でのコミュニケーションの取り方も日本
とは異なる雰囲気があり、年齢にかかわらず協力し
合って研究が進められている印象を受けました。この
ような環境を体験することができ、今後、より広く自由
な視点をもって取り組んでいけるように感じました。

研究生活から：

Harva rd  Med ica l  Schoo l ,  Bos ton  
Children's Hospital
ハーバード大学医学大学院
ボストン小児病院免疫学部門

食物アレルギー発症のメカニズム 
-経皮感作食物アレルギーモデルマウスによる検討-

Division of Immunology, Boston Children's 
Hospital, 300 Longwood Ave, Boston, MA 
02115 USA

平成29年10月23日～平成29年11月22日

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

ハーバードメディカルスクール

ボストン小児病院の研究施設 研究室にて研究室員の方と

ボストンの風景
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長田
夕佳
な が た  ゆ か

長田夕佳さんは今
回が初めての海外

経験だということでし
たが、英語での留学

の問い

合わせに始まり、書
類の作成、滞在先

や飛行機の手配な
ど全て自分でされて

おられ、

留学前からすでに
大変意欲のある自

立された方だと言う
ことが窺えました。研

究室で

は常に全員の共通
言語で話すと言う私

の方針から、滞在中
はメール、日常のコミ

ュニ

ケーションからミーテ
ィングまで全て英語

で通していただき、大
変だったと思います

が、常

に礼儀正しく、またデ
ィスカッションや実

験の間に質問があ
れば的確に聞くこと

ができ、

サイエンスに真摯に
取り組んでいらっし

ゃることが分かりまし
た。病院内やメディ

カルエリ

ア内での免疫セミナ
ーにも積極的に参加

し、今回の留学の機
会を最大限に活か

そうと

されておられました
。お願いしたプレゼ

ンテーションや論文
検索、また論文のま

とめなど

も素早くかつ的確で
感銘を受けました。

研究者として将来が
楽しみな方だと思い

ます。

Michiko K. O
yoshi, Ph.D., 

M.Sc.

留学先から先生へ

留学を経て、自身におきた変化



　語学に関しては、日常的なコミュニケーションはなんとか
なりますが、細かな研究の話はやはり困難なことが多く、苦
労しました。スタッフはみな親切で、特に医師・歯科医師とは
手術や専門分野について話しているうちに次第に打ち解
け、少ない語彙力でも理解しあえると感じました。しかし、予
想以上に苦労したのは移動手段でした。コロンバスは公共
交通としてバスがありますが、治安が悪い地域を通過する
ため、病院スタッフや現地日本人は皆乗ったことがないとの
こと。車を持てない学生や貧しい人たちが多く利用するた
め、ノミ・ダニを移されないようにカバーをかけて座るなど、
不安も多くありました。もちろんだんだんと慣れてきますが、
アメリカでは現在、UberやLyftといったアプリを利用して
簡単にタクシー移動をすることが可能です。ぜひ利用できる
ようになっておくことが必要だと思います。また雪の日はマ
イナス10度近くまで気温が下がり、交通が麻痺し、バスに1
時間近く閉じ込められたこともありました。滞在する時期を
選べる場合は、現地で過ごしやすい季節を検索しておくこと
をお勧めします。

　海外で、日本人の女性はとにかく若く（？）見られがちです。そ
れはうれしい反面、未熟さを指摘されているようでもあり、恥ず
べき事のようにも思えます。留学当初、手術手技に関する議論
を行っていたところ、私ならこう行うが、と話したところ、君がや
るのか？といった驚いた顔をされてしまいました。アメリカでは
専門性の高い手術は30代後半でのレジデントも多く、私は40
代とはいえ見た目以上に幼く、未熟に見えたことでしょう。語学
力はもちろんですが、自分の専門分野に関しては威厳をもって
対応していかなくてはならないと感じました。　研究や臨床における新しい知見は、学会や論文などで得ることができます。しかし実

際に現場で得られることは、ただ単に読んだりすることではわからないことまで知ること
ができることを実感しました。今回の留学では臨床現場が中心であり、特に手術を多く
見学しましたが、鈎の種類、引く角度、メスの挿入方向一つで、論文の図と同じ設計線で
も全く切開の状態が異なります。普段自分が十分に習熟してやってきたと思っていた手
技であっても、形成された皮弁の厚みや方向が微妙に異なることがわかり、まさに手技
のコツをつかむことができました。こういった経験は実際に見てみないとわからないこと
であり、“百聞は一見にしかず“を
実感しました。どのように自分で
実践できるかを知ることができ
る、本当に良い機会でした。

Nationwide Children’s Hospital
ネーションワイド・チルドレンズ病院

Nationwide Children’s Hospital（NWCH）
における口唇口蓋裂のチーム医療の実際
-患者中心としたアメリカの医療現場における、手
術手技および多職種の連携について-

700 Children’s Drive, Columbus, Ohio 
43205 USA

平成30年2月2日～平成30年2月25日

藤原
久美子
ふ じ わ ら 　 く み こ

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

留学中、苦労した事は
ありますか ?

留学中印象に
残ったエピソード

　留学中は日本と異なり、腰を据
えて専門分野に関して考える時間
があり、さらに研究や臨床への洞
察を得ることができました。どうし
ても専門分野以外のことに時間を
取られてしまう日本の仕事の在り
方を見直し、臨床に研究に、自分
の力を注げるような仕事を目標と
していきたいと思います。

研究者としての今後の目標

　留学は言語の心配からハードルが高いと考えてしまいます。しかし自分の

研究目的をもって訪問すれば、同じ専門職の人とは片言でも情報交換はで

きるものです。身振り手振りでも、同じ分野を学ぶ者同士、通じることは多

く、また同年代の女性研究者・臨床医とは、家族の話などで共通の話題を得

ることができやすかったです。また私自身は、家族とともに現地へ向かい、最

初の1週間だけでしたが一緒に滞在することで、スムーズに生活をスタート

することができました。女性の一人暮らしはただでさえ不安です。夫やパート

ナーに、はじめだけでも一緒に来てもらうと心強いと思います。

将来留学を考えている人達へ
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富山大学附属病院
歯科口腔外科
助教

　今回は病院での滞在でしたので、患者を中心に仕事を行う重要性を
身をもって感じました。患者中心とは、医師は手術を行い、摂食嚥下に
関しては摂食チームが多職種連携し、体重増加や栄養については看護
師や栄養士が診察し、さらに歯については歯科医師が診察し、利用で
きる医療サービスについては社会福祉士が面談する、予約や手術の日
程は専門の事務員が行う、、、といった感じでした。病院運営、教育関
連、研究関連については別部門が担当しており、医師や医療関係者が
臨床と並行して行うことはありません。仕事の項目が細分化されそれ
ぞれの専門職業にゆだねられていますが、受付の事務職員も患者の治
療を行う一員として仕事に取り組んでいる姿が印象的でした。
　日本では、患者以外のこと、専門分野以外のことに実に多くの時間
と労力を消費してしまって
います。私自身の専門分野
の重要性を再認識し、限ら
れた時間の中で必要な仕
事にもっと力を注げるよう
な働き方をしなくてはなら
ないと痛感しました。

留学を経て、自身におきた変化

私の所属先の唯一の女性医師Dr.Angie。
ペルーから留学中でした。

小児病院らしく、外来のあちこちに子供たちが喜びそうな
アイディアが施されています。ここでは鳥のさえずりや動物
の鳴き声が流されていました。

ネーションワイド・チルドレンズ病院は、2017 - 18  
Best Hospital USAにもランキングされている、アメ
リカでも屈指の小児専門病院です。 



　今回の留学を通して、今後もジョンズ・
ホプキンス大学医学部と研究連携を行っ
て、富山大学とのパイプを確固たるもの
にしたいと考えています。

研究者としての
今後の目標

　ジョンズ・ホプキンス大学医学部放射線学科の森 進教授の研究室では、発
達脳アトラス（新生児期から老年期）を作成し、2014年からは小児脳のMRI
データバンク構築に取り組み、画像解析ツールを開発しています。小児科医の
受け入れは私自身が初めてということもあり、日本の周産期医療の実際や、自
身のresearch proposalをプレゼンテーションする機会をいただき、新生児
脳MRI解析を実際に行っている研究者からの質問を受けて研究デザインを再
考する機会となりました。また、短期結果を求められるアメリカの研究者を取り
巻く環境に較べ、発達していく脳を新生児期・乳児期・幼児期・学童期と長期的
な変化を追う研究は日本で行うには最適で、長期的な研究継続を小児科内で
続けていきたいと思いました。

　2018年1月よりPostdoctoral fellowとして再び同研究室で研究に勤し
む毎日を送っています。短期留学で街や研究室の雰囲気を知ることでスムーズ
に研究を開始することができました。

The Johns Hopkins University 
ジョンズ・ホプキンス大学

在胎不当軽量児（SGA）における脳白質の定
量評価と機能連関

3400 North Charles Street, Baltimore, 
MD 21218 USA

平成28年2月15日～平成28年3月12日

川﨑
裕香子
か わ さ き  ゆ か こ

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

病院の正面玄関で

ホームウッドキャンパスで
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富山大学附属病院
周産母子センター
診療助手

It is such a wo
nderful oppor

tunity for 

women to rece
ive such resear

ch support 

and funding. E
ven though he

r stay was 

shor t ,  Dr.  K
awasak i  s e em

ed  more  

enthusiastic a
nd motivated 

about her 

study after le
arning more 

about the 

research tools t
hat our lab offe

r. I am very 

excited about h
er research wo

rk and am 

looking forward
 to seeing its co

mpletion.

Research Assi
stant

Jill Chotiyan
onta

留学先から先生へ

　1ヶ月という短期間ではありましたが、充実した時間を過ごすことが

できました。日本を外から見ること、また臨床を離れて客観視すること

ができる良い機会になったと思っています。私は研究も始めたばかり

で、博士号もまだ取得していません。しかしこの留学のチャンスを頂け

て今後も研究を続けていきたいという思いが強くなりました。

“Se i ze  the  fo r tune  by  the  fo re lock .”

チャンスを逃さず掴むことが大切だと思います。

　アメリカへの留学は、１）移民政策の変革、２）ポスドク給料規定変更

による最低賃金の上昇、３）私費留

学の禁止のためハードルが上がって

いると今回の留学で知りました。海

外の研究室との知己が留学を後押

ししてくれました。短期留学や国際

学会での発表など積極的な発信が

重要だと思います。

将来留学を考えている人達へ

　臨床に即した研究を継続し博士号を取得したいと思いました。自
らがロールモデルとなり、若い世代へ啓蒙し一緒に研究を続けて
いける仲間の育成をしたいと思います。また可能であれば、今後も
研究資金を獲得し留学を計画したいです。

留学を経て、自身におきた変化

　ジョンズ・ホプキンス大学
病 院 、研 究 施 設 が ある
Maryland州、Baltimoreは
全米でも犯罪率が高く、
2014年の暴動は記憶に新
しいところです。病院の近く
にはスラム街があり、留学中
も付近のGun Shotやナイフ
を持った3人組に携帯を取ら
れたといったようなSecurity 
Alertメールが配信されてき
ました。18：00までには必ず
寮に戻る、集団で行動すると
いった安全に配慮して行動
することでトラブルなく過ご
すことができました。

病院のドーム中にある
キリスト像

留学中、苦労した事は
ありますか ?



　留学先は、自分が修士及び博士号を取得
した大学で、過去にアイルランドに住んでい
たことがあったので、研究を進めたり、生活
したりする上で、特に苦労することはありま
せんでした。ただ、病院へ行かなければなら
なくなった時、一人では動けない状況だった
ので、その時、昔からの友人がいる国で本当
によかったなあと思いました。これが、あまり
事情が分からず、親しい友人がいない国
だったら、不安だったかもしれません。

留学中、苦労した事は
ありますか ?

　ダブリンだけでなく、ロンドンやウィーンも訪問し、ヨーロッパの日本語教
育関係者と交流を深め、情報交換等ができたことは、非常に貴重な経験とな
りました。日本では、ヨーロッパの日本語教育関係者と交流を持つ機会はな
かなかないので、日本の大学で海外からの留学生を受け入れる立場の教員
として、今回の留学中の日本語教育関係者との交流は非常に有意義でした。
　ウィーン大学での勉強会に参加した際には、ライデン大学日本語教育主任
の吉岡慶子氏との交流をさらに深めることができ、それがその後2016年12
月に吉岡氏を講師として招聘し開催した国際交流センター主催の2つのセミ
ナーにつながりました。その2つのセミナーの1つでは、自分自身も短期留学
の研究テーマについて発表する機会を得ました。
　また、留学先での応用言語学の教員や学生との交流は、自分の研究テーマ
について調査・研究を進める上で、とてもいい刺激になりました。
　そして、留学先のダブリン大学トリニティカレッジ、トリニティ・アジア研究
所の人々とは、所長をはじめ、とてもいい関係が築けました。短期留学後、文
部科学省科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ(特色型）の一環として2017年2月に開催した国際シンポジウムに
は、所長のローナ・カーソン氏を講師の1人として招聘しました。今後も、大学
間、個人間の両方で、交流を続けていきたいと思っています。

Trinity Centre for Asian Studies 
Trinity College Dublin 
The University of Dublin
ダブリン大学トリニティカレッジ
トリニティ・アジア研究所

ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）にもと
づいた日本語ポートフォリオの開発

Dublin 2, Ireland

平成28年8月1日～平成28年9月11日

小木曽
左枝子
お ぎ そ

留学先機関

研究テーマ

留学期間

住所

留学してよかった事はありますか？

I write in my r
ole as the Dire

ctor of the Tri
nity Centre fo

r 

Asian Studies a
t Trinity Colle

ge. We were de
lighted to host

 

Prof. Ogiso du
ring her visit to

 our university.
 This was a ver

y 

productive stay 
in terms of resea

rch synergies an
d possible future

 

collaborations b
etween Univers

ity of Toyama a
nd our Faculty 

here, especially
 related to lang

uage teaching a
nd learning. W

e 

enjoyed several 
formal meetings

 to explore the w
ays in which we

 

could benefit fr
om new links, a

nd we hope tha
t this will lead t

o 

some fruitful o
utputs in the f

uture. We look
 forward to a 

possible return t
rip in due cours

e.

Prof. Lorna CA
RSON

留学先から先生へ

タブリン大学トリニティカレッジのキャンパス

滞在先窓からの眺め
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　今後、受入れ機関であったダブリ
ン大学トリニティカレッジをはじめ、
自分のヨーロッパでのネットワーク
を使い、共同研究や学生・研究者交
流の可能性を検討し、富山大学の
女性研究者として、富山大学のグ
ローバル化に少しでも貢献できた
らと思っています。
　

ウィーン大学日本学研究
所訪問

アイルランド共 和 国

国際交流センター　　　
准教授

さ え こ
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　留学先での博士課程の学生との交流は、もっと一生懸命研究に励もうと
いう気持ちにさせられ、とてもいい刺激になりました。また、様々な人と交流
することにより、アイディアもいろいろ浮かび、研究意欲が高まりました。

留学先のダブリン大学トリニティ
カレッジトリニティ・アジア研究所
にて博士課程の学生と

平成28年度国際シンポジウム
トリニティ・アジア研究所ローナ・カーソン所長
及び招聘講師らと

留学を経て、自身におきた変化

研究者としての今後の目標

　短期間であっても、海外へ行って研究を進めることは、とてもいい

刺激になります。サバティカル制度を利用して、1年といった長期間の

在 外 研 究ができることが 理 想かもしれません。しかし、短 期 間でも、

日本を出て、いろいろな人と交流することは、研究者にとって重要で、

そして自由な発想につながります。

将来留学を考えている人達へ

ダ ブリン 大 学トリニティカレッジ の
ブレフニィ・オル ーク先 生と



　 富 山 大 学 男 女 共 同 参 画 推 進 室による国 際 型 女 性 研 究 者 育 成プ ログラムの 一 環として「 女 性

研 究 者 の 短 期 留 学 助 成 金 」を学 内 公 募し、平 成 2 7 年 度には 4 名 の 女 性 研 究 者 が 海 外 の 先 進 的

学 術 機 関に短 期 留 学しました。その貴 重な経 験を次 世 代に伝えるため、平 成 2 9 年 2 月 6 日に『 短

期 留 学 成 果 報 告 会 』を開催しました。

　第 1部の成果報告では各自の研究概要や渡航先で

の生活などを発表し、第 2部の総合討論では

（ 1）日本と海外の研究環境の違い、発見

（ 2）短期留学を経て、自身に起きた変化

をテーマに、自由にお話いただきました。短期留学を

機に、今まで以上に積極的に学会に参加したり、長期

留 学へチャンスを繋げたり、留 学 先との共 同 研 究の

継続、連携の強化など、短期間でも大きな手ごたえを

感じられた様子がうかがえました。 ▲ 短 期 留 学 成 果 報 告 会 ポ ス タ ー

▲ 総 合 討 論 の 様 子

▲コメンテーター：
　三枝 麻由美氏
　(名古屋大学 准教授）　

▲開会挨拶：遠藤  俊 郎学長▲座長：近藤  隆学長補佐・小木曽  左枝子先生

短期留学成果報告会

総 合 討 論

採 択 者 の 報 告
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▲ 秋 月  有 紀 先 生

▲ 川 﨑  裕 香 子 先 生 ▲ 条  美 智 子 先 生

▲ 河 崎  優 希 先 生
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in薬学・和漢研

長田夕佳先生

in芸術文化学部

三宮千佳先生河崎優希先生 秋月有紀先生

in人間発達学部in薬学・和漢研

Sma r t  Ca f é
　第一線で活躍している富山大学の
女性研究者から研究者を目指すきっ
かけや海外留学などのお話を伺い、座
談会で不安や悩みを相談したり進路
や将来について情報交換できる座談
会形式のイベント「Sma r t  C a f é」を
各学部で開催しています。これを機に
留学に興味を持ち、留学を志す人の輪
も広がっているようです。

Smart Café in 医学部 Smar t  Ca fé  in  薬学部・和漢研

Smart Café in 芸術文化学部Smart Café in 人間発達科学部 Smar t  Ca fé  in  薬学部・和漢研

条美智子先生 河崎優希先生条美智子先生

in薬学・和漢研

条美智子先生

「 S m a r t  C a f é 」の 様 子

女性研究者の短期留学レポート in 富山大学
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