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第３回 日露産官学連携実務者会議 議事次第 
 
１．日時： 令和 3 年 1月 27 日（水）15:00～18:30 
 
２．開催形式： オンライン形式（Zoom 使用） 

 
３．主催： 北海道大学・新潟大学，モスクワ国立大学，日露大学協会 
 
４．使用言語： 日本語及びロシア語（同時・逐次通訳入り），発表資料は英語 
 
５．プログラム： 

   時間 プログラム 
15:00－15:10 開会挨拶  

- 横田 篤   北海道大学 理事・副学長 
- 佐藤 邦明 文部科学省 高等教育局 主任大学改革官・ 

国際企画室長 
第一部：テーマ「日露産官学連携によるキャリア支援」（15:10－16:40） 
  今年度の専門セクション動向や，「キャリア支援・人材育成」の

観点における産官学連携の好事例紹介・分析 
15:10－15:15 ・2020 年度の専門セクション活動報告 

 ロマーエヴァ マリーナ 北海道大学 国際部国際連携課 
産学官連携コーディネーター 

15:15－15:20 ・日露産学官連携の動向及び連携型のキャリア支援の取り組み 
 瀬戸口 剛 北海道大学 工学研究院 研究院長・教授 

15:20－15:25 ・日露高度人材交流の現状や今後の課題について―ジェトロのロ
シア高度人材に関する調査結果を基に― 

 下社 学 独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO) 
企画部 主幹 

15:25－15:35 ・日露人材育成に携わる大学・企業・自治体にとっての利点 
- Uliana STRIZHAK 高等経済学院 国際経済政治学部 

東洋講座主任教授 
Denis PEREDERIN 高等経済学院 国際経済政治学部 

東洋講座 客員講師 
安達 史紀           LLC UNIQLO (RUS)  CEO 

- Viktor KORSUNOV サハリン国立大学 国際部 部長 
 久野 和博 在ユジノサハリンスク日本国総領事 

15:35－15:45 ・日露人材育成プログラム参加者へのキャリア支援 
- 松下 聖 近畿大学 グローバルエデュケーションセンター 

特任講師 
- 新井 滋 東京外国語大学 世界言語社会教育センター 

特任教授 
15:45－15:50 ・8項目の協力プラン及び日露人材育成に関する取組 

 靏田 将範 経済産業省 通商政策局 欧州課 課長 
 

15:50－15:55 ・北海道とロシアとの地域間交流と日露人材の育成に関する取組 
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 佐藤 知至 北海道 国際課 ロシア担当課長 
15:55－16:25 意見交換・質疑応答 
16:25－16:40 総括・閉会 

 瀬戸口 剛 北海道大学 工学研究院 研究院長・教授 
休憩（16:40－17:00） 
 
第二部：テーマ「今後の日露教育交流の発展に向けて」（17:00－18:30） 
 世界展開力強化事業最終年度に向けて，日露大学間の単位互換

の推進に向けた取組や，事業終了後の日露教育交流推進体制に
ついての好事例紹介・意見交換 

17:00－17:05 来賓挨拶 
 Igor GANSHIN  ロシア連邦高等教育科学省国際連携部部長 

17:05－17:10 日露学生連盟活動報告 
17:10－17:25 人材交流委員会活動報告/日露教育・学生交流の動向報告 

(コンピテンスベースのアプローチ・ネットワークフォームによる教育連携の紹介等) 

 加藤 博文 北海道大学 モスクワオフィス 所長 
             （人材交流委員会 委員長） 

17:25－17:50 発表 
 ・日本の大学との学術・教育交流の動向について 

 Natalia BUKHSHTABER モスクワ国立大学 副学長 
(国際化推進担当) 

 ・ダブルディグリープログラムにおける単位互換の実践 
 山川 詩保子 新潟大学 国際連携推進本部 准教授 

 ・北東連邦大学とのジョイントマスタープログラムについて 
 杉本 敦子 北海道大学 北極域研究センター 教授 
  ※人材交流委員会 加藤委員長による代読 

17:50－18:00 ・世界展開力強化事業終了後の日露教育交流推進体制について 
 川野辺 創 北海道大学 国際連携機構 副機構長・教授 

18:00－18:20 コメント・意見交換・質疑応答 
・コメンテーター 

- Vladlen KUGUNUROV 北東連邦大学 副学長(国際交流担当) 
- Evgeniya ZHDANOVA アルタイ国立大学 副学長(学務担当) 

 - Alexander RAEVSKIY   モスクワ国立大学 心理学部 准教授 
 - Igor TITOV   在日ロシア連邦大使館 参事官 
- 金子 百合子 神戸市外国語大学 外国語学部 教授 
- 加藤 百合  筑波大学 人文社会系 教授 
- 瀬戸口 剛   北海道大学 工学研究院 研究院長・教授 
- 吉岡 路     文部科学省 高等教育局高等教育企画課 

 国際企画室 専門官 
18:20－18:30 総括・閉会 

 加藤 博文 北海道大学 モスクワオフィス 所長 
             （人材交流委員会 委員長） 
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６．参加機関 
  【日本の機関※】（約 80 名） 

・関係省庁： 
文部科学省, 経済産業省 

・高等教育機関： 
       (日露大学協会加盟校) 

金沢大学, 近畿大学, 神戸学院大学, 神戸市外国語大学, 信州大学, 創価大学, 千葉大
学, 筑波大学, 東海大学, 東京外国語大学, 東京工業大学, 東京農業大学, 長崎大学,  
南山大学, 新潟大学, 広島大学, 福島県立医科大学, 北海道大学 

    (その他の大学) 
     愛知県立大学, 小樽商科大学, 慶應義塾大学, 国際教養大学, 東京大学, 長岡技術科学

大学, 日本経済大学 
  ・企業・自治体 等： 
    北海道, 日本貿易振興機構, 双日株式会社, NTT ロシア, 三井物産(株), 自営業, ほか 
  ※大学の世界展開力強化事業採択校活動状況報告会参加機関を含む 
 
  【ロシアの機関】（約 105名） 

・関係省庁 
ロシア連邦高等教育科学省, 在日ロシア連邦大使館 

・高等教育機関： 
       (日露大学協会加盟校) 

モスクワ国立大学，太平洋国立大学, アルタイ国立大学， 極東連邦大学，北東連邦大学, 
北方（北極圏）連邦大学，イルクーツク国立大学，サハリン国立大学，太平洋国立医科
大学，南方連邦大学 

    (その他の大学) 
アストラハン国立大学, アルタイ国立工科大学, アルメチエフスク国立石油大学, ヴォ
ルゴグラード国立大学, ウリヤノフスク国立大学, ウラル連邦大学, カザン連邦大学, 
極東国立交通大学, 極東国立農業大学, クラスノヤルスク国立医科大学, 高等経済学院, 
クズバス国立工科大学, サラトフ国立大学, サンクトペテルブルク国立経済大学, サン
クトペテルブルク国立建築土木大学, サンクトペテルブルク国立文化大学, サンクトペ
テルブルグ国立大学, シベリア国立大学, シベリア国立科学技術大学, セチェノフ第一
モスクワ国立医科大学, チェリャビンスク国立大学, チュメニ国立大学, トムスク国立
制御システム無線電子工科大学, トムスク国立大学, ドン国立工科大学, ニジニーノヴ
ゴロド国立言語大学, ノヴォシビルスク国立医科大学, ノヴォシビルスク国立建築土木
大学, ハバロフスク国立経済法科大学, ペルミ国立工科大学, 北西国立医科大学, 北極
圏国立農工大学, モスクワ市立教育大学, モスクワ国立言語大学, ムルマンスク国立工
科大学, ロシア大統領府附属ロシア国民経済行政学アカデミー, MISIS 国立研究工科大
学 

  ・行政機関・地方公共団体・研究機関・企業等： 
ロシア連邦交流庁, サハ共和国対外関係・先住民局, サンクトペテルブルク市科学高等
教育委員会, 極東連邦農業バイオテクノロジー研究センター, ヤクート農業研究所, ロ
シア科学アカデミーシベリア支部北方圏生物問題研究所, 露日協会チェリャビンスク
支部, LLC UNIQLO RUSSIA, Robowizard / Kawasaki Robotics 

  ・日本の在外公館, 大学の事務所（ロシア・CIS 諸国） 
在ユジノサハリンスク日本国総領事館, 名古屋大学ウズベキスタン事務所 


