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　大学教育に関わるステークホルダーは、前世紀

と比較できないほどの広がりを持ってきています。

そして、2012年度は、今世紀初頭から、国立大学

法人法制定の前から、財務省・総務省・文部科学

省とで奏でられていた通奏低音に、忽然と大音量

の打楽器が加わり、学部教育と大学院教育それぞ

れに次のような重く、また大きな課題がかかって

きました。

A「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に

関する調査研究」報告書の公開（近未来における国

際通用性の規範、　IEA（International Engineering 

Alliance）のGraduate Attributes の定訳版公開）

B 国立大学改革強化推進事業公募・申請

C 博士課程教育リーディングプログラム公募・申

請

D ミッションの再定義

　これらは、新たに出現したステークホルダーの

声が高まった表れといえましょう。

　そしてまた、2011年に開設した理工学部に入学

した学生が進学するにふさわしい大学院となるべ

く；

E 平成27年4月を目指した工学府組織改編

についても、上述の様々な課題に応えるのと同じ

ビジョンをもって臨まねばならないと思います。

　BからDは、10年以上奏でられ続けてきた通奏

低音が，数多くの表現型を伴って顕れたいくつか

でもあります。　この全体は、2012年6月に「大学

改革実行プラン」として発表され、政権担当政党が

代わった2013年においても継続された政策となっ

ています。

　あらためて、このハイライトの文章として「大学

改革実行プラン」を次に記すのは、19世紀型幻想

を残しつつ20世紀を生き抜いてきた大学の形態の

ままで21世紀に立ち向かえるのかという根源的な

問いを、高等教育のステークホルダー達が発して

いるためであり、これからの21世紀を生き抜く局

面が、様々な反論はあるにしても、ある程度正鵠を

得た形で表れており、これらが発せられている状

況を理解したうえで、応えていく道を照らすビジョ

ンを、工学府を構成するすべての方に、それぞれ

持っていただきたいからに他なりません。

　大学改革実行プランは2つの大きな方向と、それ

ぞれ4つの具体戦略方向から構成されています。

大きな方向の一つは、「I 激しく変化する社会にお
ける大学の機能の再構築」で、その具体戦略方向は；

1 大学教育の質的転換と大学入試改革：2 グロー

バル化に対応した人材育成：3 地域再生の核とな

る大学づくり：4 研究力強化（世界的な研究成果

とイノベーションの創出）。もう一方の大きな方向

は「II 大学の機能の再構築のための大学ガバナン
スの充実・強化」で、5 国立大学改革：6 大学改

革を促すシステム・基盤整備：7 財政基盤の確立

とメリハリある資金配分の実施：8 大学の質保証

の徹底推進 が具体戦略方向として発表されていま

す。

　この「大学改革実行プラン」という要求に、大学

としては、戦術的また戦略的に臨もうとした1年で

あったと思えます。　これに対し、工学研究院・工

学府では、今世紀に入って以来、工学研究院長以下

「ビジョン」の重要性を認識し、ビジョンから導か

れる戦略・戦術を採用していくというスタンスを

とってきました。　2012年は、そのため大学全体

の戦術・戦略と工学研究院・工学府の戦術・戦略

とが合致しない局面も、いくつか生じました。

　そうした齟齬の中でも、「工学府ビジョン」から

英語教育環境および教育研究活動のグローバル化

対応整備は進められ、工学基礎研究棟をESタワー

として一新することに着手できました。2013年に

向けては「工学府ビジョン」実現の一環として、前

述のEがAという国際基準と整合ある姿で実るよ

う、皆さまの協力を願う次第です。

2012年度教育企画経営会議主査 小泉　淳一
2013年度教育企画経営会議主査 川井　謙一

 今世紀初めに表れた課題が様々な姿で顕れた1年
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　2007年4月に開設した工学府PED教育プログラムを特
別にマネジメントするPEDマネジメント部を設置し、多様
なキャリアパスに対応し産業界でミスマッチなく活躍でき
る国際同等性を持つ人材というプロフェッション育成を支
える、ユニークな基盤科目群の充実を図ってきました。
　 特 に、産 業 界 や 学 協 会 と 連 携 し て の「Presentation 
English」「Professional Ethics in EU & US」「研究企画能
力育成帝人スタジオ」「研究企画能力育成バイオインダスト
リースタジオ」「研究企画能力育成エンジニアリングスタジ
オ」「グローバル企業における効果的な事業計画策定」「プロ
フェッショナルエンジニア」などの教育プログラムを共同
で開発し、下の年表のように充実・進化させてきました。
　こうした継続的な産学連携教育プログラムの開発と実践
に対し、関東工学教育協会から平成24年度関東工学教育協
会賞（業績賞（団体））（写真右）が授与されました（授賞式、
平成25年5月28日）。日本工学教育協会からも、PEDマネ
ジメント部の継続的なプロフェッション教育とそのアドミ
ニストレーション活動に対し、第17回工学教育賞（業績部
門） に選考されました。後者については平成25年８月29
日、日本工学教育協会大会で授賞式が行われます。

PED教育プログラムの継続的な進化と



横浜市大との医工融合研究遠隔講義

双方向遠隔講義による横浜市大との
医工融合教育

　物理情報工学専攻・電気電子ネットワークコースでは、
平成22年度より、横浜市大との相互乗り入れ講義「医工学
融合研究」を開講しています。この講義は、工学と医学の両
教員が共同して、最先端の医工融合研究事例をオムニバス
形式で紹介・解説をします。工と医どちらの学生にとって
も、異分野の研究視点と問題解決の考え方に触れることが
できる大変貴重な機会となっています。
　開講当初は本学教員が横浜市大キャンパスに出張して講
義を行っていましたが、平成24年度からは、横浜市大での
講義を遠隔講義システムによって本学に配信し、工学府学
生が本学キャンパスで受講しやすい体制を整えました。さ
らにH25年度には双方向の講義が可能な環境を整え、教員
の移動時間の節約と効率化を実現しました。
　今後は、分野横断型教育の高度化にむけて、遠隔講義
の映像・音声の質を向上させ、さらに効果的な講義が可能
な環境を整えていく予定です。

遠隔講義で拡がる分野横断・グローバル教育

ＥＳタワー (仮称)グローバル講義システム構想

　工学府では、現在、国際センター（国際交流ラウンジ）整
備事業の一環として、ESタワー（仮称：現工学基礎棟）内
に、国内外の教育研究拠点と接続可能な遠隔講義システム

（グローバルスタジオ）および遠隔実験室（グローバル実験
室）を整備する準備を進めています。工学府学生が、高い質
のグローバル教育に対応した講義を受講できるよう、フル
HDによる高精細な映像と円滑な双方向コミュニケーショ
ン手段を提供し、臨場感のある遠隔講義を実現します。さ
らに、実験コンテンツ等の教育資源を世界に向けて発信す
るなど、世界に開かれた教育を視野に入れたシステムへの
拡張も予定しています。
　本システムは、平成25中に導入が予定されており、現在、
仕様策定が進んでいる状態です。来年度からの稼働にご期
待ください。

ESタワー内グローバルスタジオ（イメージ）

ESタワー内グローバル実験室（イメージ）
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　本格的な国際化を目指して2012年度から本コースで始
まった大学院博士課程前期（いわゆる修士課程）の全講義の
英語化（一部の共通科目や非常勤科目を除く）。昨年度の本
稿ではこれに至る経緯を紹介しましたが、今回は下図に示
すアンケート結果（学生は１〜２年生の合計193名、教員
は17名が対象）をもとに「その後」をご紹介します。

学生にとっての英語化

　下図からわかるように学生は英語が苦手！勉強が必要！
と強く感じています。実際、就活ではグローバルの重要性を
頻繁に聞かされるでしょうし、国際会議などではアジア諸
国の学生のハイレベルの英会話が大きなプレッシャーだろ
うと思います。で、実際に授業に出ている学生たちを見る
と、日本語のときよりずっと真剣です。寝ている学生がほと
んどいません。集中力を切らしたら何を説明されているか
わからなくなるそうです。アンケートを見る限り、この試
み自体や教員がしゃべる英語はおおむね好評なようです。
積極的な学生からは「なぜ今までなかったのか不思議」とい
う意見まで聞かれました。コースでは「英語で講義」4科目
以上を修了要件としましたが、多くの学生は5科目以上を
実際に履修するので、英語に接するのは100時間以上にな
ります。自身の向上に関する学生の自己評価は辛口ですが、
専門用語や専門表現を含め、多少なりとも英語に慣れたの
ではないでしょうか。

全ての講義を英語で行う

（物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース）

教員にとっての英語化

　学生の自己評価ほどではありませんが、学生は英語力不
足、「英語で講義」が必要というのがコース教員の考えです。
ただし、自らの英語で授業が成り立つのか、教員にとっても
手探りの中で最初の１年が終了しました。そして、案外、普
通にできたと感じています。英語が専門教育の障害になる
という心配の声が当初からありましたが、結果的に問題な
しが半数以上。実際、日本語のときと試験の出来に差がない
との意見があり、今後、客観データを慎重に分析する必要が
ありそうです。上記のように当初は自らの英語に不安を感
じた教員が相当数いたはずです（在外経験のない筆者もそ
の一人）。そこで学内資金を使って教員に対する英語講習を
実施しましたが、これは案外新鮮で、好評でした。いずれに
せよ1科目の担当で延べ23時間を英会話しますから、教員
の英語力への効果は相当なものです。国際会議の準備や英
語論文の執筆が簡単になった、という感想が聞かれました。
このような教員の上達は、必ず学生教育にも効果的に反映
するはずです。

今後の展望

　今後、英語が必須なことは誰もが認識していますが、日
本の教育で英語が骨太に使われることはまれでした。しか
しやってみると「よい！」というのが実感です。教員の英語
向上、学生への展開、全体のレベルアップ、国際場面での活
用という好循環が大いに期待されます。
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車両設計開発工学概論

（日産自動車と連携した人材育成）
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　特定の専門分野に限定することなく、クルマづくりの全
体像を学ぶ機会を提供しています。
　「車両設計開発工学概論」は工学府共通科目として平成
21年度から開講されました。その教育目標として、①机上
と現物の違いを認識する（理論と実際、目標と現物）、②“す
りあわせの技術”を体験する（System Integration）、③プ
ロジェクトの運営方法を学ぶ（Project Management）、の
3点を掲げています。受講者は、平成21年度76名、22年
度88名、23年度107名、24年度116名と、年々増加して
います（25年度は129名）。
　本科目は、日産自動車との産学連携により運営され、第
一線の技術者の方に講義をお願いしています。講義のタイ
トル（自動車の企画・計画と開発プロセス、環境技術、車体
構造、駆動系装置、カーエレクトロニクス、自動車の安全技
術、ITS、懸架系、操舵系と車両運動性能、品質工学、チーム
ビルディング）からわかるように、クルマづくりの流れにつ
いて学べるユニークな内容です。毎回、受講生が提出した
レポートは講師の方にフィードバックし、改善を図ってい
ます。また、例年、日産先進技術開発センター（NATC）の
見学会を催し、環境への配慮が行き届いた新しいコンセプ
トのオフィスで、電気自動車等の研究・先行開発の現場に
触れる機会を提供しています。
　さらに、夏休み中に、希望者に対して、自律走行模型自動
車の設計製作を行うインターンシップを実施しています。
工学府学生約20名と、日産自動車の若手技術者約10名が
参加し、大学院生と日産自動車の若手技術者が混成チーム
を組み、独立４輪駆動車を目指した完全自律走行模型自動
車の設計製作に取り組みます。大学院生にとって、年齢の
近い社会人と直に意見を交換し、設計製作の実習に取り組
むことで、教室では得がたい経験を積んでいるようです。
成果報告会は、平成24年9月28日、メディアホールで開
催されました。製作した模型自動車による競技だけでなく、
設計の企画意図のプレゼンテーションを行い、会場と厳し
い質疑応答を交わします。プレゼンに対する参観者による
評価と、模型自動車による競技の成績を総合して優勝チー
ムが決定されます。
　受講生のアンケートによれば、「車両開発の一連の流れを
経験できた」、「後輩がこの人材育成を希望しているのでぜ
ひ来年も開催していただきたい」、「最小の実験回数で最適
解を見出す品質工学の手法は自分が担当する今後の実験に
非常に参考になった」など、参加者にとって得がたい経験に
なっています。

 

「車両設計開発工学概論」授業の様子

自律走行模型自動車による競技

優勝チームの表彰
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工学部・工学府学生の受賞
受賞者氏名
【指導教員】 賞名等　（受賞年月日） 備考（授与者等）

工学府　稲垣　訓
(H20年度博士課程後期修了)
工学府　太田　裕己
(H21年度博士課程前期修了)

【小豆島 明教授】

アメリカトライボロジー学会論文賞
（Wilbur Deutsch Memorial Award）　（2012.5.8）

Society of Triborogists and Lubrication 
Engineers（STLE）

工学府　水藤　雄章
【光島 重徳教授】 優秀ポスター賞　（2012.5.16） 燃料電池開発情報センター

工学府　安田　順
【高橋 宏治教授】 「最優秀ポスター賞」、「優秀ポスター賞」　（2012.6.7） 日本ばね学会

工学府　野田　祐輔
【大野 かおる教授】 若手優秀ポスター発表賞　（2012.6.15） ナノ学会

工学府　竹内　宏賢
【一柳 優子准教授】 若手優秀ポスター発表賞　（2012.6.15） ナノ学会

工学部　田尾　玄秀
(H13　工学部建設学科卒業)

【河端 昌也准教授】
第23回JSCA新人賞　（2012.6.22） 日本構造技術者協会

工学府　濱中　祥弘
【渡邉 昌俊教授】 優秀ポスター賞（2012.7.22） 分子病理学研究会

工学府　王　珅
【新井 宏之教授】

The Best Student Paper Award/Second Prize
（2012.8.8）

IEEE International Workshop on　
Electromagnetics : Applications and Student 
Innovation Competition

工学府　和藤　好生
工学府　福井　翔大

【高田 一教授】
Best Presentation Award　（2012.8.25） JSSUME 2012

工学府　岩田　かおり
【渡邉 正義教授】

13th International Symposium on Polymer 
Electrolytes(ISPE) Poster Award of Honorable Mention

（2012.8.30）
ISPE-13 International Scientific Committee

工学府　多々良　涼一
【渡邉 正義教授】

13th International Symposium on Polymer 
Electrolytes(ISPE) First Prize Poster Award（2012.8.30） ISPE-13 International Scientific Committee

工学部　山下　裕太
【亀屋 隆志准教授】 優秀発表賞（富士電機賞）　（2012.9.13） 環境科学会

工学府　川野　裕介
【高橋 昭雄教授】 1st Poster Award（ベストポスター賞）　（2012.9.20） DECHEMA Society for Adhesion and Adhesives

工学府　石原　咲子
【石井 一洋教授】

第44回流体力学講演会／航空宇宙数値シミュレーション技術
シンポジウム2012　優秀発表賞（2012.9.24） 日本航空宇宙学会

工学府　轟　慧
【上ノ山 周教授】

化学工学会 粒子・流体プロセス部会シンポジウム賞
（プレゼンテーション賞）　（2012.10.15） 化学工学会 粒子・流体プロセス部会

工学府　石井　香織
(H24博士課程前期修了)

【早野 公敏准教授】
第47回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

（2012.10.17） 地盤工学会

工学府　府川　裕史
(H24博士課程前期修了)

【早野 公敏准教授】
第10回地盤改良シンポジウム優秀発表者賞

（2012.10.19） 日本材料学会

工学府　矢野　大志
【西野 耕一教授】

日本マイクログラビティ応用学会研究奨励賞
（2012.11.22） 日本マイクログラビティ応用学会

工学府　﨑井　大輔
【大山 俊幸准教授】

2012 Asia-Pacific Polyimides and High Performance 
Polymers Symposium Honorable Mention Poster Award
　（2012.11.22）

2012 Asia-Pacific Polyimides and High 
Performance Polymers Symposium Organizing 
Committee

工学府　桑原　理一
【大野 かおる教授】 The Best Poster Presenter Award　（2012.11.24） Asian Consortium of Computational Materials 

Science
工学府　深川　真衣

【横山 泰教授】
Phenics International Network Symposium Poster Prize
　（2012.12.1）

Phenics International Network Symposium 
Organizing Committee

工学部　上原　直樹
【光島 重徳教授】 学生優秀ポスター賞　（2012.12.6） 水素エネルギー協会

工学府　早川　大地
【上田 一義教授】

「神奈川県ものづくり技術交流会」ポスター賞
（2012.12.21） 神奈川県産業技術センター

工学部　金丸　悠理
【後藤 敏行教授】 優秀発表賞（2013.2.16） 映像情報メディア学会メディア工学研究委員会

工学府　小口　希
【八木 幹雄教授】 油脂技術優秀論文賞（2013.2.21） 油脂工業会館

工学府　堀　創介
【梅澤 修教授】 大学院研究奨励賞（2013.3.1） 日本鋳造工学会

工学府　松尾　和哉
【高橋 宏治教授】 優秀研究発表賞（技術分野）（2013.3.1） 日本材料学会

工学府　田尻　大裕
【梅澤 修教授】 大学院研究奨励賞（2013.3.1） 自動車技術会

工学部　東口　貴幸
【上ノ山 周教授】 日本海水学会若手会 第四回学生研究発表会優秀賞（2013.3.7） 日本海水学会

工学部　夏井　裕介
工学部　森　潤一

【長尾 智晴教授】
全国大会学生奨励賞（2013.3.8） 情報処理学会

工学府　細藤　嘉人
【前田 雄介准教授】 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞（2013.3.12） 日本機械学会

工学部　青木　貴弘
【森下 信教授】 Best Presentation Award（2013.3.15） 日本機械学会関東支部

工学部　野間　慧
【日野 孝則教授】 日本船舶海洋工学会奨学褒賞（2013.3.22） 日本船舶海洋工学会

工学部　佐伯　秀真
【村井 基彦准教授】 弘陵賞（2013.3.22） 弘陵造船航空会

工学部　北原　宅馬
工学部　芳居　修平

【平川 嘉昭助教】
日本航空宇宙学会学生賞（2013.3.22） 日本航空宇宙学会

工学部　野口　絢子
【梅澤 修教授】 日本鉄鋼協会奨学賞（2013.3.22） 日本金属学会

日本鉄鋼協会
工学部　吉原　圭亮

【荒木 拓人准教授】 武藤栄次賞優秀学生賞（2013.3.22） 日本設計工学会

工学府　神田　純一
【梅澤 修教授】 努力賞（2013.3.28） 日本鉄鋼協会

（http://www.ynu.ac.jp/education/ynu_research/result/award.php?y=2012から抜粋）
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年度別参加者数（SS（受入）：相互学術交流体験）

派遣元大学名 H23 H24 計
上海交通大学→YNU 10 10 20
釜慶大学→YNU 9 10 19
北京大学→YNU 10 0 10
計 29 20 49

年度別参加者数（SV（派遣）：相互学術交流体験）
派遣先大学名 H23 H24 計
YNU→上海交通大学 10 10 20
YNU→釜慶大学 10 10 20
YNU→北京大学 7 1 8
計 27 21 48

年度別参加者数（SV（派遣）：ショートインターンシップ）

派遣先大学名 H23 H24 計
YNU→上海交通大学 3 3 6
YNU→釜慶大学 3 2 5
YNU→北京大学 3 7 10
計 9 12 21

年度別参加者数（SS（受入）：ショートインターンシップ）

派遣元大学名 H23 H24 計
上海交通大学→YNU 3 3 6
釜慶大学→YNU 3 3 6
北京大学→YNU 3 2 5
計 9 8 17

※平成24年 北京大学とのSS ／ SVは環境情報研究院が担当

　日本学生支援機構の留学生交流支援制度により、上海交
通大学（中国）及び釜慶大学校（韓国）との間で、工学分野に
おける２種類の学生交流プログラムを実施しました。
（i）相互学術交流体験プログラム（約２週間）
　相互学術交流体験プログラムでは、各交流大学から専門
分野の学生を10名受入れ（SS）、横浜国立大学にて約２週
間の教育プログラムを実施しました。また同様に、横浜国
立大学から各交流大学へと10名の日本人等学生を派遣し

（SV）、交流大学における教育プログラムを受講してもらい
ました。各プログラムでは、英語による専門的な内容の講
義や学生研究発表会、各種施設見学や文化体験プログラム
等を実施しました。

学生交流プログラム

（ショートステイ（SS）、ショートビジット（SV））

（ii）ショートインターンシッププログラム（３カ月）
　ショートインターンシッププログラムにおいては、各交
流大学から3名の学生を、横浜国立大学にて3カ月以内の
期間で受け入れる（SS）とともに、横浜国立大学から各交流
大学へ２〜３名の日本人学生を派遣（SV）しました。本プロ
グラムでは、学生は研究室に配属され専門分野に関する研
究やプロジェクトワークを行い、専門知識を身に付けなが
ら派遣先との交流を行いました。プログラム参加者が取り
組んだ研究テーマの例は以下のとおりです。
・ 数値流体力学を用いたスラスターの流体解析（上海交通
 大学SV）
・ コチュジャン製造の残留微生物数の研究（釜慶大学SV）
・ 過大予荷重によりき裂先端に形成する残留応力場の有限
　要素解析（釜慶大学SS）
　S&SVプログラムへの参加学生は専門分野に関する知識
を得ただけでなく、派遣先の学生との交流、発表会や研究
活動等を通じて、国際的なコミュニケーションの大切さを
実感するとともに、両国の文化の相違について理解を深め
ました。本プログラムに参加した学生が、将来的にグローバ
ルに活躍する人材へと育っていくことを期待しています。

SVプログラムの様子（釜慶大学） SSプログラムの様子（上海交通大学）

参考
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年度別参加者数
専攻名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 計
機能発現工学 9 4 4 1 3 2 3 1 27
システム統合工学 2 2 1 2 1 2 2 12
社会空間システム学 10 5 3 3 8 6 4 1 40
物理情報工学 9 5 7 3 3 4 5 6 4 46
計 30 16 11 10 14 14 11 12 7 125

　工学研究マネージメント学習プログラムは、博士課程後
期の学生を対象に、「研究の企画立案、研究資金獲得、研究
資金を管理しながらの研究の遂行、そして成果の社会への
公表と還元」という一連の流れを経験してもらうためのも
のです。
　学生は研究の企画立案をしてプログラムに応募、審査委
員会にて審査を行い、研究費等の支給が決定されます。こ
のプログラムで支援される研究費の使途は、①研究の成果

工学研究マネージメント学習プログラム

発表や研究動向調査のための外国等で開催される学会・シ
ンポジウム出席のための旅費や参加費、②研究に使う薬品
や部材、部品などの消耗品に限られます。また、研究期間の
終了後には、学生自身が企画・立案し成果報告会、講演会
をセットで開催することになっています。
　この学習プログラムは 2005 年度から実施しており、
2013年度までの採択者数は125名になります。
 

　本制度は、博士課程後期入学者数の増加と入学した学生
への経済的支援、併せて日本学術振興会特別研究員（DC1、
DC2）採用者数の増加を目指して、2007年度より導入され
た制度です。
　この制度に採用された学生は、RA相当として雇用され給
与の支給を受ける特別研究員、奨学金としての支給のみを
受ける特待生として区分されます。

年度 特別研究員採用者数 特待生採用者数 日本学術振興会特別研究員採用者数※
2007年度 ８ ０ １
2008年度 ８ １ ６
2009年度 ７ ２ ４
2010年度 ３ ３ １
2011年度 ３ １ １
2012年度 ６ ３ 3
2013年度 　　　　4 4 　　　　　審査中
2007 〜 2012年度　計 　　　　39 14 　　　　　16

※各年度の特別研究員／特待生採用者数の内数

工学府特別研究員／特待生

給与、奨学金の支給は博士課程後期入学時から1年毎、ただ
し、審査の上最大3年間更新が可能ですが、日本学術振興会
特別研究員（DC1、DC2）に採用された場合は、支給を中止
することとなっています。
　2007年度の制度導入以降2013年度まで特別研究員39
名、特待生15名が採用されており、日本学術振興会特別研
究員（DC1、DC2）にも16名が採用されています。

工学府PED教育プログラム　海外インターンシップ派遣支援

年度 支援人数 支援総額（千円） 派遣先国名

2008年度 7名 3,080 イギリス（サザンプトン）、中国（上海）、デンマーク（コペンハーゲン）、オランダ（アムス
テルダム）、ポルトガル（リスボン）、スペイン（バルセロナ）

2009年度 7名 3,557 オランダ（アムステルダム）、スペイン（カナリア諸島）、オーストラリア（ブリスベン）、タ
イ（バンコク）、スウェーデン（ストックホルム）、アメリカ（テキサス）、中国（上海）

2010年度 11名 4,936 オランダ（アムステルダム）、ノルウェー（スタバンゲル）、ブラジル（クリチバ）、スペイ
ン（バルセロナ）、ポルトガル（リスボン）、タイ（バンコク）、タイ（チョンブリ）

2011年度 4名 1,608 アメリカ（ルイジアナ）、ブラジル（サンパウロ）、オーストラリア（メルボルン）

2012年度 6名 2,631 アメリカ（ミシガン・ニューアーク・ルイジアナ）、ドイツ（アーヘン）、ベルギー（ブリュッ
セル）、オーストラリア（クイーンズランド）


