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2.4 国内外との交流
(1) 海外出張・研修
気候・水資源部門
篠田雅人
モンゴル（2008年4月14日～2008年4月29日）
「ダスト発生に関する研究」
グローバルCOEプログラム事業経費
モンゴル（2008年7月28日～2007年8月6日）
「ダスト発生に関する研究」
グローバルCOEプログラム事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月10日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加・発表」
グローバルCOEプログラム事業経費
安養寺久男
中華人民共和国（2008年9月2日～9月8日）
「平成20年度鳥取大学国際戦略本部強化事業国際シンポジアム東北農業大学大会で発表
表及び東北農業大学建学60周年記念式典出席」
国際戦略本部強化事業費
中華人民共和国（2008年9月14日～9月23日）
「チェックダムとダム農地の選定と現地調査及び資料収集」
拠点大学交流事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月2日～11月11日）
「ナイル川流域における効率的水利用に関する調査研究、資料収集」
科学研究費補助金（基盤研究（B）、海外学術調査）
クウェート（2009年3月9日～3月13日）
「クエート「文明間対話」セミナー出席」
奨学寄付金
エジプト・アラブ共和国（2009年3月14日～3月22日）
「エジプト灌漑システムの学際的研究（共同利用研究）」
奨学寄付金
木村玲二
モンゴル（2008年4月14日～2008年4月29日）
「ダスト発生時における諸観測」
グローバルCOEプログラム事業経費
中華人民共和国（2008年5月9日～2008年5月19日）
「拠点大学交流事業に関わる現地調査および打ち合わせ」
拠点大学交流事業経費
中華人民共和国（2008年11月16日～2008年11月21日）
「ダスト観測候補地の選定とCAREERIに属する学生・研究者への講演」
科学研究費（20405038）
クウェート（2009年3月9日～2009年3月13日）
「第8回文明間対話セミナーにおける研究発表」
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乾燥地研究センター共同研究費
エジプト・アラブ共和国（2009年3月14日～2009年3月22日）
「ラシュダ村（ダハラオアシス）における灌漑排水システムに関する学際的調査」
乾燥地研究センター共同研究費
安田 裕
中華人民共和国（2008年5月8日～2008年5月18日）
「グローバルＣＯＥプロジェクトに関する現地調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
大韓民国（2008年6月16日～2008年6月21日）
「グローバルＣＯＥプロジェクトに関する資料･情報収集」
グローバルCOEプログラム事業経費
スウェーデン王国 （2008年6月24日～2008年7月18日）
「乾燥地土壌中の物質移動に関する研究」
私費
中華人民共和国（2008年10月10日～2008年10月19日）
「拠点校プロジェクトに関する現地調査」
拠点大学交流事業経費
スウェーデン王国 （2009年3月9日～2009年3月23日）
「グローバルＣＯＥプロジェクトに関する共同研究」
日当、宿泊費：グーバルCOEプログラム事業経費、交通費：私費
生物生産部門
恒川篤史
中華人民共和国（2008年5月15日～2008年5月21日）
「2008日中友好・クブチ沙漠植林サミット参加」（5/15～5/18）
「拠点大学交流事業現地調査」（5/19～5/21）
グローバルCOEプログラム事業経費
米国（2008年9月15日～2008年9月23日）
「グローバルCOEプログラムに関する研究打合せ」
グローバルCOEプログラム事業経費
トルコ・エジプト・チュニジア（2008年11月3日～2008年11月22日）
「国連砂漠化対処条約・科学技術委員会参加」（11/3～11/6）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」（11/7～11/11）
「若手研究者ITP事業に係るMSプログラムコースワーク講師」（11/12～11/22）
グローバルCOEプログラム事業経費
若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
中華人民共和国（2009年1月8日～2009年1月13日）
「若手研究者ITP事業に係るMSプログラム委員会参加」（1/8～1/10）
「拠点大学交流事業打合せ」（1/11～1/13）
拠点大学交流事業経費
グローバルCOEプログラム事業経費
シリア（2009年1月16日～2009年1月21日）
「ICARDAとの協力事業に係る打合せ」
若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
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メキシコ合衆国（2009年3月3日～2009年3月9日）
「INIFAPとの協定書締結及び現地調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
坪

充

モンゴル（2008年4月14日～2008年4月29日）
「現地調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
中華人民共和国（2008年5月9日～2008年5月22日）
「拠点大学方式による学術交流および現地調査」
拠点大学交流事業経費
モンゴル（2008年8月30日～2008年9月13日）
「現地調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
チュニジア（2008年11月12日～2008年11月22日）
「ITPの講義および学術交流」
若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
イスラエル（2008年12月11日～2008年12月21日）
「国際会議およびGNDRI会議参加」
グローバルCOEプログラム事業経費
モンゴル（2009年3月5日～2009年3月20日）
「現地調査」
科学研究費補助金経費
辻

渉

エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加・発表」
科学研究費補助金経費
インド（2009年2月1日～2009年2月16日）
「ICRISAT（International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics，国際半乾燥熱帯
作物研究所）における現地調査および現地試験」
科学研究費補助金経費
伊藤健彦
モンゴル（2008年5月26日～2008年6月4日）
「モンゴル草原の人工構造物が絶滅危惧有蹄類の生息地を分断化する影響の評価－現地
調査」
科学研究費補助金基盤（A）
モンゴル（2008年8月17日～2008年9月8日）
「モンゴル草原の人工構造物が絶滅危惧有蹄類の生息地を分断化する影響の評価－現地
調査」および「モンゴル･ゴビ地域の絶滅危惧大型野生動物による乾燥適応植物の種子
散布－現地調査」
科学研究費補助金基盤（A）およびグローバルCOEプログラムに係る若手研究者支援
経費
中華人民共和国（2008年9月25日～2008年9月30日）
「北東アジア地域協力と発展国際シンポジウム出席」
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学長経費
インド共和国（2008年10月12日～2008年10月20日）
「アジアの冷涼砂漠地域における持続可能な生活のための環境保全に関する国際ワーク
ショップ出席」
科学研究費補助金基盤（A）
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」
科学研究費補助金基盤（A）
井上知恵
シリア（2008年4月18日～2008年7月1日）
「ICARDAでコムギに関する共同研究の実施」
グローバルCOEプログラム事業経費
スーダン（2008年8月15日～2008年8月31日）
「スーダン科学技術大学で根寄生植物ストライガに関する共同研究の実施」
アジア・アフリカ学術基盤形成事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加・発表」
グローバルCOEプログラム事業経費
緑化保全部門
井上光弘
オーストラリア（2008年3月30日～2008年4月4日）
「第２回国際塩類化フォーラムへの参加と研究発表のため」
奨学寄附金
中華人民共和国 (2008 年 8 月 27 日～2008 年 9 月 4 日)
「農業生産の節水灌漑に関する調査研究のため」
グローバルCOEプログラム事業経費
モーリタニア・カタール (2008 年 11 月 3 日～2008 年 11 月 11 日)
「再資源化資材による節水型野菜栽培に関する調査研究のため」
次世代・地域資源産業育成事業経費
エジプト (2008 年 11 月 20 日～2008 年 11 月 29 日)
「ナイル流域における食糧・燃料の持続的生産に関する調査研究のため」
JST-JICA地球規模課題プログラム経費
チェニジア・シリア (2008 年 12 月 15 日～2009 年 1 月 11 日)
「ＭＳプログラム学生指導のため」
若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
中華人民共和国 (2009 年 2 月 28 日～2009 年 3 月 5 日)
「ＭＳプログラム学生指導のため」
若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
中華人民共和国 (2009 年 3 月 6 日～2009 年 3 月 11 日)
「中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究のため」
拠点大学交流事業経費
山中典和
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中華人民共和国（2008年5月8日～2008年5月16日）
「拠点大学方式学術交流に関わる現地調査打ち合わせ及び試験地調査」
（中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究）
拠点大学交流事業経費
中華人民共和国（2008年6月26日～2008年7月4日）
「乾燥地環境修復技術研究のための調査」
鳥取大学校費
中華人民共和国（2008年10月20日～2008年10月27日）
「拠点大学方式学術交流に関わる現地調査打ち合わせ及び試験地調査」
（中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究）
拠点大学交流事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」

グローバルCOEプログラム事業経費
チュニジア（2008年12月16日～2008年12月27日）
「ＭＳプログラムに係る研究指導」

若手研究者インターナショナルトレーニングプログラム事業経費
中華人民共和国（2009年2月25日～2009年3月4日）
「拠点大学方式学術交流に関わる現地調査打ち合わせ及び試験地調査」
（中国内陸部の砂漠化防止及び開発利用に関する研究）
拠点大学交流事業経費
社会経済部門
安藤孝之
タンザニア連合共和国（2008年6月29日～2008年7月11日）
「ヤトロファに関するプロジェクト形成可能性調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
メキシコ合衆国（2008年8月13日～2008年8月20日）
「国立農牧林業研究所（ＩＮＩＦＡＰ）との学術交流協定締結に関する打ち合わせ」
グローバルCOEプログラム事業経費
タンザニア連合共和国（2008年10月13日～2008年10月26日）
「ヤトロファのプロジェクト形成に関する打ち合わせ及び試験圃場設置」
グローバルCOEプログラム事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」
グローバルCOEプログラム事業経費
メキシコ合衆国（2009年3月2日～2009年3月11日）
「国立農牧林業研究所（ＩＮＩＦＡＰ）との学術交流協定の締結」
グローバルCOEプログラム事業経費
タンザニア連合共和国（2009年3月12日～2009年3月20日）
「ヤトロファのプロジェクト形成に関する打ち合わせ及び試験圃場モニタリング」
グローバルCOEプログラム事業経費
5）保健・医学部門
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大谷眞二
モンゴル（2008年7月29日～2008年8月5日）
「GCOEプログラムに係る打合せ」
グローバルCOEプログラム事業経費
シリア（2009年1月16日～2009年1月21日）
「GCOEプログラムに係る打合せ」
グローバルCOEプログラム事業経費
6)プロジェクト研究員
河合隆行
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月10日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」
鳥取大学学長経費
チュニジア（2008年11月12日～2008年11月21日）
「第9回International Conference on Desert参加」
鳥取大学学長経費
黒崎泰典
モンゴル（2008年7月29日～2008年8月8日）
「モンゴルにおけるダスト発生に関する調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
エジプト・アラブ共和国（2008年11月4日～2008年11月12日）
「第9回乾燥地開発国際会議参加」
グローバルCOEプログラム事業経費
齊藤忠臣
中華人民共和国（2008年5月9日～2008年5月19日，2009年10月10日～2009年10月19日）
「中国黄土高原における小規模ウォーターハーベスティングに関する調査」
グローバルCOEプログラム事業経費
拠点大学交流事業経費
チュニジア（2008年11月9日～2008年11月22日）
「第9回International Conference on Desert Technologies参加ならびに土壌調査」
農業農村工学会学術基金ほか
Ould Ahmed, B.A.
モーリタニア (2008 年 10 月 23 日～2008 年 11 月 10 日)
「Conference on Water and Agriculture 参加・発表および再資源化資材による節水型野菜栽
培に関する調査研究」
次世代・地域資源産業育成事業経費

(2) 研究者・受託研修員・研究生の受け入れ
研究者
黄 明斌（2008年7月1日～2008年7月14日）
中国科学院水土保持研究所・教授
「黄土高原におけるリモートセンシングの手法を用いた蒸発散量の推定」
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日本学術振興会経費
鄭

琳琳（2009年1月20日～2009年7月20日）
中華人民共和国内蒙古大学講師
「内蒙古に自生するNitraria tangutorum Bobr.の耐塩性機構の解明」
中国・人材育成事業（JICA/JICE）

研究生
Hanchen Duan （2009年2月16日～2009年3月31日）中華人民共和国
Meshesha Derege Tsegaye （2008年10月1日～2009年3月31日）エチオピア
Ailijian Maimaiti（2008年10月1日～2009年3月31日）中華人民共和国
Mai Kail（2008年10月1日～2009年9月30日）中華人民共和国
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