
Science and Technology 2019 プログラム実施報告 

 

 明治大学理工学部・大学院理工学研究科は 2019 年 7月 2日から 7月 11日まで留学生の短期受

入れプログラム「Science and Technology in Japan」を実施しました。2016 年度から開始した本プロ

グラムは今年で 4年目を迎え、海外の協定校等（※１）から 12名の学生が参加しました。 

（※１）参加者の出身大学：クイーンズランド工科大学(オーストラリア)、マニパル大学（イン

ド）、モンクット王工科大学（タイ）、フィリピン国立大学（フィリピン）、Management 州立

大学（ロシア）、Kashgar 大学（中国） 

 

 目的 ・ 特徴 

プログラム参加者が、極東における経済と技術開発の最大の拠点たる日本の産業と文化を学

び、理解することが最大の目的です。欧米とは一線を画す独自性を持ち、一般に理解しにくいと

されることの多い我が国の社会や産業、科学技術及びその基盤を形作る文化への理解を深めるこ

とは、グローバルな環境で活躍することを目指す理工系大学生の基礎として大いに役立ちます。 

また、このプログラムは今年度から明治大学大学院理工学研究科科目において実施されてお

り、履修者である大学院理工学研究科学生が、海外からの学生と、日本の科学技術の現状や自身

の研究分野について英語で議論し、発表する能力を養うことができる点も、このプログラムの大

きな特徴です。 

 

 プログラム構成 

主に理工系分野の講義及びそれに関連する実験や研究施設・企業等見学により構成されていま

す。座学で知識を得るのみならず、研究者の生の声を聞き、技術が応用されている現場を見る機

会も設けました。 

 

■講義・・・2019年度は機械情報学、建築学、応用化学、数学、物理学の 5 分野を主な対象とし

ました。 

①理工学部教員による日本語・日本社会の紹介”Introduction to Japanese Language and Culture” 

②理工学部教員による日本の科学技術の紹介” Introduction of Science and Technology in Japan １” 

③理工学部教員による機械情報工学、建築学、応用化学、数学、物理学における研究紹介 

[講義タイトル]  

・Dynamics on vibration control and shaking table experience tour 

・Earthquake Damage and Retrofitting Technique in Japan, Experiment Lab. Tour 

・Materials for Energy & Environmental Applications 

・How to track the flame/smoldering front of combustion of a paper sheet in mathematics 

・Nanoparticle synthesis assisted by proteins 

 各講義の概要はこちら⇒http://www.meiji.ac.jp/sst/international/stj.html 

④大学院理工学研究科学生による研究紹介” Introduction of Science and Technology in Japan 2” 

⑤理工研修了生による講義 

 

■見学等・・・National Institute for Materials Science 

 

http://www.meiji.ac.jp/sst/international/stj.html


 実施の様子 

■7月 2日 

①電気電子生命学科 熊野照久専任教授による講義” Introduction of Science and Technology in Japan 

１” ：日本を取り巻く状況を人口、経済、環境等の面から、また、日本社会の特性を治安、

教育、政治等の面から説明し、日本の科学技術の昔と今の立ち位置を紹介。また、参加者が

関心を寄せる日本の科学技術について発言。 

 

 

■7 月 3日 

①総合文化教室 波戸岡景太専任教授による講義”Introduction to Japanese Language and Culture” ：

参加者が日本語と日本文化を学び、コミュニケーション、文化、歴史についての洞察を得ら

れる講義を行いました。 

 

 

➁機械情報工学科 松岡太一専任准教授による講義” Dynamics on vibration control and shaking table 

experience tour”：地震の衝撃から健全性を保つことに焦点をあて、振動と制御を減らす方法に

ついての研究に関する講義を行いました。振動台による実際の地震動を実演し、防振システ

ムと制振装置を紹介。 

 



■7月 4日 

①建築学科 晉沂雄専任講師による講義” Earthquake Damage and Retrofitting Technique in Japan、 

Experiment Lab. Tour” ：人々と構造技術者が地震による被害にどのように対処したかを理解

し、堅牢で回復力のある社会を構築する方法についての研究に関する講義と実験室見学を行

いました。 

 

 

■7月 5日 

①物理学科 吉村英恭専任教授による講義” Nanoparticle synthesis assisted by proteins”：学際的分

野、材料科学およびライフサイエンスにおける研究成果を知り、タンパク質機能を利用した

ナノ粒子合成法や電子顕微鏡などの合成ナノ粒子の評価法を紹介。  

 

 

■7 月 8日 

①応用化学科 我田元専任講師による講義”Materials for Energy & Environmental Applications” ：昨

今の社会が直面する環境汚染や新エネルギー問題への取り組みを物質科学分野から紹介。 

②国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）訪問 

 

 



■7月 9日 

数学科 矢崎成俊専任教授による講義” How to track the flame/smoldering front of combustion of a 

paper sheet in mathematics”：火炎の挙動を観察して簡単な実験を行い、紙の燃焼のくすぶり現

象の数学モデルを紹介。 

 

 

 

■7月 10日 

①大学院理工学研究科学生による講義”Introduction of Science and Technology in Japan ２”：各大

学院生が、自身の研究テーマや研究進捗状況・成果について発表。 

 

 

②最終発表会準備：参加者が関心を持ったテーマを発表し、ディスカッションを経て発表グル

ープを 3班編成。 

 

 

 

 

 



③理工件修了生による講義：片山あかね氏(機械工学専攻 2018 年度修了生・現 SONY株式会社

所属)を招へいし、身近なものとセンサーやスイッチなどの機能を組み合わせ、プログラミン

グすることで、さまざまなアイデアを形にできるツール「MESH」を使い、新しい仕組みを生

み出す創造力や、身の回りの課題を解決する思考力を問われるプログラムを実施。 

 

■7月 11日 

最終発表会：3班が本プログラム及び日本滞在を通じて得られた知識や興味関心を基にテーマ

設定し、発表・質疑応答。理工学部長をはじめとする教員・職員、理工学部・理工学研究科

学生が参加。 

【発表テーマ】 

①Vibration control 

②Japanese food and culture 

③Transportation in Tokyo 

 

 

 



 参加者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■STJ helped us understand a lot about how Japan's various industries work and gave us a broader 

understanding about Japanese culture. The staff and senior students helped us at every stage and taught us 

about the Japanese work ethic while introducing us to various fields under science and technology. I have 

gained a broad understanding of where Japan is focused towards, and what its goals are for the future 

(society 5.0). This insight will help me learn and apply the same things wherever I can. 

 

■The STJ program helped me in learning about the various technical fields and researches going on in Japan. 

The tours and experiments were really helpful and helped me learn about topics varying from material 

science to earthquake control. The program also helped me to interact with people from different cultures 

and learn about them. Overall it was a wonderful experience. 

 

■I joined the STJ 2019 program to gain new insights on the current advanced technology in Japan. After 

attending the whole program, I was amazed on how all the lectures were new to me as well as innovative. I 

learned that one must look at his or her surroundings, identify a problem or issue and create a device or 

technology that can address that problem. Overall, I went home with a smarter view on the things around me. 

 

■STJ was unique experience for me. One of the reasons I came here is to challenge myself with studying 

abroad. So I realized that I can communicate to classmates and understand lectures in English. It is the most 

important thing for me. Also I just enjoyed every lectures and learned a lot about Japan. It is an amazing 

country. I wish I will come back one day. 

 

 最後に 

訪問研究施設・企業の方々、並びに講師の方々、協力いただいた学生の皆さんには、大変お世

話になりました。この場を借りて、関係者一同、心よりお礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

明治大学理工学部 

明治大学大学院理工学研究科 


