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参加した日独の学生は、ほぽ全員本プログラムで人生初の実質的な国

^

際交流を経験しますここでの目的は、特定の企業の雰囲気や労働環境
をよく知るためというよりは、その国と人の価値観や考え方に直接触れるこ
とに重点が置かれ、その経験を経た学生はその後の種々の活動について
モチベーションが高まることが確認されていますそのような優れたインタ

山本

量一

ーンシップ修了生を、日独両国でこれまでに120名以上も送り出したことは、

教授

本専攻としても大きな誇りです

化学工学専攻

詳しい実施スケジュールは以下の通りですが、特に例年10月と12月に
大学の国際化が加速する昨今ですが、本専攻でもかねてより世界各
国からの研究者や留学生を受け入れて来ました下図は過去10年間に

TUD生を京大に迎えてhう両国参加学生による研修報告会は、化学工
学専攻の重要なイベントとして定着しています

本専攻に滞在した留学生・外国人研究者の出身地別の人数の推移です
これを見ると明らかなように、全体の約過半数を占めるアジアとの交流はも

2 3月

京大・TUD両大学で各6名の派遣学生を選考する

ちろん、欧州や北南米との交流も盛んに行われています
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京大・TUDのコーディネータ(教員)が学生の適性と企業の
希望を老慮した上で派造先を決定する

8月上旬

6名の京大生が渡独しTUDでインターンシップを受ける

2ケ月間

ドイツ各地の企業でインターンシップを行う

ヨ
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9月下旬

1
旧

ヨ

Thヨヨnd

これらの実績の中で化学工学専攻独自の活動として今回特に紹介し

10月上旬

6名のTUD生が来日し、京大でオリエンテーションを受ける

(2ケ月問)

日本各地の企業でインターンシップを行う

12月上旬

一日京大に集合し、研修報告会を行う

たいのが1、イツのドルトムントエ化大学(TUD)との交流協定に基づく国
際インターンシッププログラムです。これは「成績優秀な日本人学生6名を

終了後)

大学院生から選抜してTUDを管理拠点としてEU企業に2ケ月間派遣す
る」と同時に「TUDから学生6名を選抜して京大を管理拠点として日本企
業に2か月間受け入れる」というユニークな現場体験型の相互プログラム
で、すでに20年以上にわたって継続していますありがたいことに、最近で

は独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度から
の財政支援を得て、より充実した形で実施できるようになりました
通常、国内のインターンシッププログラムでは、企業と学生のりクルート活
動の一環として行われるケースが多いですが、本プログラムは異なり、参
加した日独両大学の学生が、大学院修了後にインターンシップを行った企
業(京大生の場合はEU企業、TUD生の場合は日本企業)に就職するこ
とを想定したものではありません(そういう事例が出れぱ、それはそれで望
ましいことですが)直接的な利益はあくまで日独の学生が経験として得る
もので、アレンジする大学にとっても受け入れる企業にとっても、期待される
交流会での一枚

利益は間接的なものになります
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日TUDに集合し、研修報告会を行う
帰国後に京大でも報告会を行う
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参加学生と受け入れ企業にアンケートを行い、その内容を
次年度以降の実施に活用する

ジョン万プログラム

「ケンブリ、ソジ大学大学院工学研究科短期研究型プログラム」
南方菜緒
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都市社会工学専攻修士課程2年
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Research

In Japan,1 develop the innovative monitoring system for assessing the soundness
^

綴

Of civil engineering structures with using Micro Electro Mechanical sensor (MEMS)

CSIC

Cutting、edge research in my 6eld.1joined one of research institutions in cambridge
University last summer. The group was cambridge centre for smart

審

M創^

and wireless sensor network system. so ljoined this program to learn the most

^
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Infrastructure and construction (CSIC).1n cslc, there are various research 6elds
hence there are many speciaⅡSt researches in cslc.
I have only two months so l needed to focus on a
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few topics. considering my research in Japan,1
discussed with my supervisor in cambridge

University. There are two purposes, one is to go to
the site and to know how to monitor and how to
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So l wanted to go to the actual site and to make sure
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the di丘erence from the site in Japan. Through many

Sites and experiments,1 Suck in much knowledge about the cutting・edge techn010gy. Everyone was kind enough to
explain about aⅡ I watched and wanted to know there.1 Want to make use ofthis experience for my research.
Private

On weekend,1 enjoyed sightseeing with my friends from cambridge
University. The favorite one is the traditional event "punting" with my
Iaboratory member. we were rowing the boatfor 2 hours in one way and then
having picnic on the grass. There we had some special drink and foodS Ⅱke
Scone with cheerful chat.1n this way, people in uK spend a great deal of time
ー、、

With their friends

My study and my life in cambridge was so pleasure for me.1 Could go

through so many experiences and make the relationship with many students. The life where 1 ⅡVed by myself in
Wolfson c0Ⅱege and made the communication with my supervisor and other students direcuy encouraged me to
Promote myseH. Little by little,1 Want to make use ofthis experience for my research and my Ⅱfe.

This pr08ram 宮ave me a quite special opportunity for me!
1'm grateful for many people related with this project.
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Life and study at Kyoto uniV引Sity

ドンパッポマニー(Donpapob Manee)
社会基盤工学専攻博士後期課程1年

My name is Donpapob MANEE.1 am a new doctoral student of Global center for education and research on Human
Security Engineering program (GCOE) at Kyoto university.1 belong to hydr010gy and water resources research
Iaboratory of department of dvil and earth resources engineering.1 Would like to use this section to thanks Japanese
Government for providing opportunity to study in leading position of Japanese university by the support from
Monbukagakusho (MEXT) scholarship

The living in Kyoto city is convenient for many reasons for a new student who comes from Thailand. First, the
Japanese transportation has good system and accuracy on time which consists of the many type of announcement with
Japanese and English language to help foreign tourist and students. There is such noti6Cation voice and status in every
bus stop and a11 Public transportation vehicles, so l can manage and set up daily schedule to match up studying time
easily. second, Kyoto people are wiⅡing to help a foreigner in case of giving information and place direction.
Furthermore, Japanese food has various styles such as noodle, rice bowl and sushithat can assist me in easy way to
Iiving adaptation. Kyoto ciw is a杜raction of historical city with a lot of historic temples and shrines. During learning in
academic dass,1 also feel happy to learn Japanese's culture as we11.1 think the suitable Japanese's cultures are
responsibiⅡty and gentleness to older person, so l have many wonderfulthings to adopt in my activities life.

An academic's education at 五rst semester starts with two subjects that consist of a ordinary lecture and an intensive
international workshop program. The lecture dass has many foreign students from each continent. They always discuss
and share background of their experience together. The Kyoto university also has hydraulic laboratory (Disaster
Prevention Research lnstitute, DPRD which has new techn010gy and completely support the information of calculation
results.1n addition,1 had a chance to a杜end 23rd lnternational Hydr010gical program (1HP) which was held in Kyoto,
Japan from 2 t0 13 December 2013.1Hp is the only intergovernmental program of the uN system devoted to water
research, water resources management, and education and capacity building. since its inception 血 1975,1Hp has been
focusing on ecohydr010gy for river basin management under climate change. This program was not studying in lecture
room only, but we also had a 6eld trip for fU16Ⅱ the understanding of ecohydr010gy system in Yodo River Basin. The
Lake Biwa Museum and uji River were selected as demonstration ec010gic system in Japan. FinaⅡy, the a11international
Students of 23rd lHp presented the results of their
knowledge and the usefulinformation for invitation and
Convindng the people to realize the e丘ected of climate
Change to ecohydr010gy.
In brief, the living and learning at Kyoto university
Provides many advantages of lifestyle convenience,
Obtaining systematic culture and touring around
二ψ

attractive city. The academic in dass and neld trip
Study wiⅡ improve gained new knowledge experience
along the student's life, through techn010gy transfer to
my country.

琵琶湖博物館
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第9回UniV引Sity Administrators MlorkshoPに参加して

Yeung香港特別行政区政府教育局削局長による挨拶、Richard
Armour大学敦育資助委呉会3務局長による同委貝会の活動概要およ

教務課留学生掛

び番港の高郷教育機関で学ぶ学門.への継済支援等に関する基調謝汝
の後、2Π問にわたる10セッションが1'1われまLた。

水ワークショップはH本の大学及びアジア1制司の芥大学:から、同際交流

→1ツションは、student Housing and campus Residential Life(学ιk

や留学関係の業務に携わっている突務扣町教職貝が堂に会して、粁

1何つ>と大学の住環境)、 student 1Πtegration lnitiative on camP11S

大学の作1際交流の現状や、1土1際化に向けた典通課題について、意兒交

"詞の学ιkと容1学生の典学ヘの新たな試み)、counseⅡng support
forlntemational students(劉学生のためのカウンセリングサポート)、

換をh'う貰電な機会となっています
今回で9回Nを迎えるワーケショップは京都大学と香港科技大学との"
俳ι、より、会場は番港科技大学で行われました平成25午座の靴

University support in Sωdent lntegration lnitiatives "国の学y11

フーー

と留学小の典学に向けた火学の支援)の1川つのサプテーマに基づいて

マは Promoting 血e lntegration of LOCヨ1 and 1Πternational

hわれ、各大学の教職Nのプレゼンテーションの後、質疑応符や令体討

Students to crea te a vibrant and stimulation Learning

論が行われました

Environment "1叫の学生とfW学中の北学促進によるi舌気に満ちた学

京都人学からも倒際交流化職↓11乳および1:学研究科職員1乳がプレ
ゼンテーションを行い、チュター制1空や毎年行っている吊学4.対象の研修

習環境の雛築でした
参加者はフジア謠圓の冬大学に加え、新たに北米や大洋州の大学か
らも関係者が迎えられました京都大学からは森純一1到際交流推進機排

旅lf竿の取紕みを紹介しました
本ワークショップでは、国際化に向けた他大学の収組みゃ,果題等を共

長、国際業泌に従哥iする1"務職U2名、りサーチ・アドミニストレーター2乳

有でき、また広く大学制のネ外ワークを拙築することができ、とてもイi意設

が参加し、.寸49大学、174名の参力11があ"まLた

なものとなりましたラップアップセッションでは平成26年度についても引き続

ワークシヨップ1̲師貞では、weishyy香港科技大学削学長及びKevin
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き開催されることが俳認されました
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ラップアップセッション

会場の様子

国際交流日誌

(平成25年10月1日 平成26年3月31印

1"16U 水

スィス・サンガレン大学Alina Heimgartnerさんによる什ンガレンシンポジウム説明会の1刑i朧(於:京都大学桂キャンハス

10河28Π打 29"火

JSPSアジア研究教育拠点事業第3回包括シンボジウム朋催(於:京都大学宇治キャンハス)

11j125H H

大学の世界展開力強化事業FDシンポジウム開催価武ホテル七ントノーム京都)

リ123日木 24U 金

1二学研窕科'Ⅱ務職貝が築9回Universiw Admini5trators workshoPに参加於:香港科技大学)

"127日打

JSPSアジア研究教育拠点亊業第4回ステアリング委員会於:つくば11i 国立環境研究所

Iho committce for lnιer"札liom11 、CⅡdelnlc [、chⅡnge. Gr日dⅡate scho01 0f Eng川eering. kl010 unl、 ersiu . KI'oto '1弓・85窪0, JaP1ιn
Pho"e 075383.2050 「、、Ⅱ7忌383.2ぽ認

615・8530 京都市西京区京都大学桂京都大学工学研究科国際交流委員会
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