
研究科 専攻 学年等 氏名 渡航目的 学会名/調査内容/参加講習・プログラム名 開催地/調査地 発表題目または研究テーマ 開催（調査）期間 指導教員

1 文学 総合心理科学 後期課程3年 金山　裕望
学会発表

（ポスター発表）
【A】9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies 2019

ドイツ
（ベルリン）

Coaching in Parent-Child  Interaction  Therapy:Sequential Analysis of Interaction between a Mother of Child
with Autism Spectrum Disorder and a Therapist in Child-Directed Interaction Coaching

2019/7/17～7/20 佐藤　寛

2 文学 総合心理科学 後期課程3年 水崎　優希
学会発表

（ポスター発表）
【A】9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies 2019

ドイツ
（ベルリン）

Elements of mindful parenting related to mothers' stress response and childcare happiness 2019/7/17～7/20 佐藤　寛

3 文学 総合心理科学 後期課程2年 上田　紗津貴
学会発表

（ポスター発表）
【A】9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies 2019

ドイツ
（ベルリン）

Measuring Depression in College Students Using the Implicit Association Test(IAT) 2019/7/17～7/20 佐藤　寛

4 文学 総合心理科学 後期課程2年 竹森　啓子
学会発表

（ポスター発表）
【A】9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies 2019

ドイツ
（ベルリン）

Mediation Effect of Anxiety on Relationship between Self-Compassion and Depression:Controlling the
Effects
of  Narcissism and Self-Esteem

2019/7/17～7/20 佐藤　寛

5 理工学 物理学 後期課程3年 若松　勝洋
学会発表

（口頭発表）
【A】The 11th International Conference on Chemical Kinetics(ICCK2019)

フランス
（オルレアン）

First-Principles Calculation of Catalytic Activity Modifications with an Electric Field 2019/6/23～6/26 小倉　鉄平

6 理工学 化学 後期課程3年 竹村　翔太
学会発表
(口頭発表)

【A】The 7th International Conference on DV-Xα Method(ICDM)
インドネシア
（スマラン）

Systematic First-Principles Calculations of Charge Transfer Transitions of Transition Metal Ions(Sc³⁺,Ti³⁺,V³
⁺,Cr³⁺,Mn³⁺,Fe³⁺)in α-Al₂O₃ with Structural Optimization

2019/9/2〜9/4 小笠原　一禎

7 理工学 情報科学 後期課程3年 中村　遼
学会発表

（口頭発表)
【A】IEEE COMPSAC ２０１９

アメリカ
（ミルウォーキー）

1.Sparse Representation of Network Topology with K-SVD Algorithm
2.On the Predictability of Network Robustness from Spectral Measures

2019/7/15～7/19 大崎　博之

8 理工学 化学 後期課程2年 戸田　尚吾
学会発表

（ポスター発表）
【A】The 10th Interanational  Conference on Advanced Vibrational
Spectroscopy

ニュージーランド
（オークランド）

Probing Electric Field Effects on the Liquid Structure of an Ionic Liquid with Raman Spectroscopy 2019/7/8～7/12 重藤　真介

9 理工学 物理学 後期課程1年 橋本　遼 海外調査 【Ｂ】ロケット観測実験の望遠鏡の光学性能の調査
アメリカ

（ロチェスター）
宇宙赤外線背景放射の観測のロケット実験ＣＩＢＥＲ－２　打ち上げ準備のための、望遠鏡の高額性能の調
査

2019/8/22～9/2 松浦　周二

10 理工学 化学 後期課程1年 ALLUQMANI Fatimah
学会発表

（口頭発表）
【A】The 7th International Conference on DV-Xα Method(ICDM)

インドネシア
（スマラン）

Visualization and modeling of energy-structure relationship of Mn⁴⁺in oxides with D₄h symmetry based on
first-principles calculations and machine learning

2019/9/2～9/4 小笠原　一禎

11 理工学 生命医化学 後期課程1年 廣瀬　友衣奈
学会発表

(ポスター発表）
【A】米国細胞生物学会

アメリカ
（ワシントン）

Elucidation of a role of extruded syntaxin-4 in a complex morphogenesis of mammary epithelia 2019/12/7～12/11 平井　洋平

12 総合政策 総合政策 後期課程2年 青木　嵩
学会発表

（口頭発表）
【Ａ】Asian-Pacific Pianning Society 2019 国際会議（Seoul）

大韓民国
（ソウル）

New-Towns in the Kyoto-Osaka-Kobe Area:Regional Characteristics Analysis of Typology by Population
Structure and Inflow

2019/8/22～8/24 角野　幸博

13 言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 後期課程3年 松本　望希
学会発表

（口頭発表）
【A】上海外国語大学第七届英美文学国際研討会

中国
（上海）

Weapons and Humanity:The Transformation of Shaw's View on Technology in Major Barbara  and Too True to Be
Good

2019/4/26～4/27 伊藤　正範

14 言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 後期課程2年 岸本　健太
学会発表

（口頭発表）
【A】16th　International　Pragmatics　Conference

中国
（香港）

Embodied ways of  intervening into and instructing pairs of trainees:Amultimodal analysis of Taido lessons 2019/6/11 森本　郁代

15 言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 後期課程1年 李　坤
A学会発表
（口頭発表）

C短期講習参加

【A】2019年日本語の誤用及び第二言語習得研究国際シンポジウム
【C】「日本語誤用と日本語教育研究叢書の執筆について」

中国
（北京）

【A】「NPが→NPを」と「NPを→NPが」の誤用から見る学習者の「目的語」と「主語」の捉え方
【C】「NPを」の誤用からみる「目的語」の捉え方に関する日本語と中国語との対照研究

【A】2019/11/9～11/10
【C】2019/11/8

于　康

16 言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 後期課程1年 任　霞
A学会発表
（口頭発表）

C短期講習参加

【A】2020年日本語の誤用及び第二言語習得研究国際シンポジウム
【C】「日本語誤用と日本語教育研究叢書の執筆について」

中国
（北京）

【A】中国語母語話者　日本語学習者の作文における受身文の不使用に関する一考察
【C】受身文・受身表現の不訳と多訳から見る言語間の統語的意味的制約に関わる記述的研究

【A】2019/11/9～11/10
【C】2019/11/8

于　康

17 言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 後期課程1年 肥田　栞奈
A学会発表
（口頭発表）

C短期講習参加

【A】2021年日本語の誤用及び第二言語習得研究国際シンポジウム
【C】「日本語誤用と日本語教育研究叢書の執筆について」

中国
（北京）

【Ａ】「NPはNPがVP」における「は」と「が」の誤用に関する一考察
【C】中国語母語話者日本語学習者の作文における構文的制約をうける「は」と「が」の誤用メカニズムに関す
る研究

【A】2019/11/9～11/10
【C】2019/11/8

于　康

18 人間福祉 人間福祉 後期課程3年 三宅　由佳 海外調査 【B】英国Troubled Families programmeの事業評価に関する調査
イギリス

（ロンドン）
英国Troubled Families programmeの事業評価に関する調査 2019/8/20～8/24 山本　隆

19 経営戦略 先端マネジメント 後期課程3年 稲田　優子
学会発表
(口頭発表)

【A】14th European Conference on Innovation and Eutrepreneurship
ギリシャ

（カラマタ）
Effects　of a Japanese business school course on entrepreneurial competencies 2019/9/18～9/20 佐竹　隆幸

20 経営戦略 先端マネジメント 後期課程1年 澤谷　敏行 海外調査
【B】中国の大学経営の中心にある大学共産党書記にインタビューを実
施するため、蘇州大学江勇党書記を訪問

中国
（蘇州）

中国の大学経営―学内組織における党書記の役割― 2019/4/20～4/24 石原　俊彦

21 経営戦略 先端マネジメント 大学院研究員 三浦　玉緒
学会発表

（ポスター発表）
【A】Frontiers in Service Conference 2019

シンガポール
(シンガポール）

How to Achieve Service Excellence by Servitization in Manufacturing 2019/7/18～7/21 山本　昭二

※【Ａ】学会発表　【Ｂ】海外調査　【C】短期講習 以上21名

２０１９年度 大学院海外研究助成金＜１次募集＞　採用者 2019.8.27更新
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