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若手教員の
長期海外派遣
成果報告会
（第 8回）
H30.2.7（水）　10:15 ～ 16:40

本部 6階大会議室
プログラム :
1．開会の挨拶
2．報告者発表
3．閉会

●参加申し込み方法
右記連絡先に、メールでお申し込みください。

●連絡先
国際部国際企画課国際学術交流グループ
E-mail:  intl-relations@office.kobe-u.ac.jp　Tel:（078)803-5282

発表者一覧
所属 職名 氏名 派遣先国
人文学研究科 准教授 佐藤　昇 英国・ギリシア共和国
国際協力研究科 准教授 伊藤　高弘 アメリカ合衆国
理学研究科 助教 保井　みなみ アメリカ合衆国
法学研究科 教授 川島　富士雄 中国
国際協力研究科 准教授 斉藤　善久 ベトナム
工学研究科 助教 原田　幸弘 英国
都市安全研究センター 准教授 藤永　隆 ニュージーランド
工学研究科 助教 日出間　るり アメリカ合衆国
工学研究科 助教 堀江　孝史 英国
経済学研究科 教授 難波　明生 アメリカ合衆国
医学研究科 助教 増田　充弘 アメリカ合衆国
医学研究科 特命講師 法華　大助 フランス
海事科学研究科 准教授 上田　好寛 ドイツ
医学部附属病院 助教 寺川　智章 アメリカ合衆国



プログラム

職名 氏名 派遣期間 派遣先国 派遣機関

10:15 ～ 10:20 開会の挨拶
副学長（研究
推進担当）

小田　啓二

10:20 ～ 10:40 人文学研究科 准教授 佐藤　昇
H28.3.26-
H28.12.30

英国・ギリシア共
和国

オクスフォード大学古典学部、
在アテネ英国考古学研究所

10:40 ～ 11:00 国際協力研究科 准教授 伊藤　高弘
H27.10.16-
H28.8.10

アメリカ合衆国 タフツ大学

11:00 ～ 11:20 理学研究科 助教 保井　みなみ
H28.3.31-
H29.1.31

アメリカ合衆国
Thayer School of Engineering,
Dartmouth College

11:20 ～ 11:40 法学研究科 教授 川島　富士雄
H28.10.1-
H29.9.30

中国 上海交通大学凱原法学院

11:40 ～ 12:00 国際協力研究科 准教授 斉藤　善久
H26.4.5-
H27.3.25

ベトナム ハノイ法科大学

12:00 ～ 13:20 休憩

13:20 ～ 13:40 工学研究科 助教 原田　幸弘
H28.2.29-
H29.1.31

英国
インペリアル・カレッジ・ロ
ンドン

13:40 ～ 14:00
都市安全研究セン
ター

准教授 藤永　隆
H28.10.1-
H29.7.31

ニュージーランド
Department of Civil and
Environmental Engineering, The
University of Auckland

14:00 ～ 14:20 工学研究科 助教 日出間　るり
H27.3.22-
H28.3.31

アメリカ合衆国
カリフォルニア大学
バークレー校

14:20 ～ 14:30 休憩

14:30 ～ 14:50 工学研究科 助教 堀江　孝史
H27.12.1-
H28.12.12

英国 Newcastle University

14:50 ～ 15:10 経済学研究科 教授 難波　明生
H28.3.31-
H29.3.11

アメリカ合衆国
University of California,
Riverside

15:10 ～ 15:30 医学研究科 助教 増田　充弘
H26.4.15-
H27.3.29

アメリカ合衆国
Dept. of Medical Oncology,Dana-
Faber Cancer Institute

15:30 ～ 15:40 休憩

15:40 ～ 16:00 医学研究科 特命講師 法華　大助
H28.10.31-
H29.5.1

フランス
Marie Lannelongue
Hospital

16:00 ～ 16:20 海事科学研究科 准教授 上田　好寛
H28.3.24-
H29.3.23

ドイツ
Department of Mathematics and
Statistics, University of Konstanz

16:20 ～ 16:40 医学部附属病院 助教 寺川　智章
H29.5.21-
H29.11.20

アメリカ合衆国
University of Buffalo, Rosswell
Park Cancer Institute

16:40 閉会

17:00 ～ LＡＮＳ ＢＯＸ２階にて激励会

長期海外派遣成果報告会（第8回）
　若手教員の

H30.2.7（水） 10:15 ～16:40
本部6階大会議室

参加費・無料
（激励会会費は1名3，000円・要予約）

本学は、学長主導のもと、平成21年9月に若手教員長期海外派遣制度を開始致しました。

本制度は、次世代の本学の教育研究を担う人材育成に資するため、若手教員 (原則として45歳以

下) に長期在外研究の機会を設けるものです。

このたび、平成22年以降に派遣され平成29年11月30日までに帰国された研究者のうち14名を対象

に、下記のとおり報告会を開催致します。 本制度は、平成30年度も継続される予定であり、先生方、

学生の皆様におかれましては、振るってご参加いただきますようご案内申し上げます。

●参加申し込み方法

右記連絡先に、メールでお申し込みください。
●連絡先

国際部国際企画課国際学術交流グループ
E-mail：intl-relations@office.kobe-u.ac.jp Ｔｅｌ：（078)803-5282


