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【今月のトピックス】
海外総研大レクチャーを開催
先導科学研究科の海外総研大レクチャー「進化からみた生物学の諸階層の新しい統合-多様性と
共生の進化史の解明に向けて-」は、インドネシア科学院、ボゴール農科大学と合同で 1 月 25 日
～29 日の間、インドネシア・ボゴールにて開催されました。総研大からは教職員 10 名、学生 11
名が参加しました。
初日は総研大・インドネシア科学院・ボゴール農科大学との合同セミナーが開催されました。
颯田教授等によるオープニングスピーチから始まり、総研大の教員及びインドネシア科学院等の
研究者によるプレゼンテーションが朝 9 時から 16
時過ぎまで行われました。その後のディスカッシ
ョンにおいては、本学教員・学生・インドネシア
科学院等の研究者による活発な議論、意見交換が
行われました。引き続き、本学及びボゴール農科
大学の学生によるポスター発表も行われ、和やか
な雰囲気の中で参加者と学生との間で熱心に質疑
応答が行われました。なお、優れたポスター発表
を行った両大学の学生にはポスター賞が贈られま
した。セミナーの最後には総研大とインドネシア
科学院・ボゴール農科大学との間で互いに持参し
たお土産を交換するなど交流を深めました。
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翌 27 日は、インドネシア科学院を訪問し、標本等の見学を行いました。インドネシア科学院に
は様々な標本が数多く保管されており、シーラカンスや日本にはいない昆虫等の貴重な標本を学
生、教職員共に興味深く観察し、科学院職員に熱心に質問をしていました。また、研究室も見学
させて頂きましたが、そこでは日本と同様に熱心に皆さんが研究をされていました。ちなみに研
究機材は日本製が多いことも目に付きました。
インドネシア科学院を訪問した後、夕方にチボダス
植物園に到着し 2 日間滞在しました。チボダス植物園
は非常に広大で、また標高 1300～1400ｍの高原に位
置するため、ジャカルタに比べて気温が低く過ごしや
すい陽気でした。夕食後には日本・インドネシアの学
生による催し物が行われました。インドネシアの学生
は自慢の歌を披露し、本学学生からは合気道の演舞が
行われ、終始和やかな雰囲気となりました。インドネ
シアの学生が歌った曲目の中には日本語の『ドラえも
ん』主題歌もあり、日本の文化もインドネシアで人気
があることを実感しました。ここではこのレクチャー
の一つの目的である異なった文化を背景に持つ学生同士の交流が進展したように思います。これ
以降の行動で両学生がよく会話するようになったと感じました。翌 28 日の午前中は自由時間でし
た。日本とは違う環境のなか、学生が昆虫採集や植物観賞をする姿が印象に残っています。
28 日夕方から翌 29 日はチナンネン村で田植え、水牛洗い、伝統の踊りや楽器演奏、人形作り
等を体験しました。村の見学も行い、現地の動植物や文化の説明を受けました。見学中、村人は
皆さんには笑顔で、暖かく迎え入れていただきました。そして、翌 29 日にはお世話になったイン
ドネシアの方々と別れを惜しみながら帰途に就くこととなりました。
1 月下旬のインドネシアは雨季のため湿気が多く、気温も 30℃程度で、旅行中には激しいスコ
ールに見舞われることもありました。そのような状況の中でマラリアなど熱帯特有の病を防ぐた
め、長袖シャツをまとい、虫除けスプレーで防御するなどして蚊に刺されないよう格闘しました。
これら全てが日本では味わうことのない経験となりました。
今回のレクチャーは学生・教員にとって、インドネシアの研究者との交流を深め、異国の環境
や文化に触れたことにより、研究者として更なる知見を広める大変有意義な経験となりました。
また事務職員にとっても、日本と違う文化の中で英語を通じてコミュニケーションを行った様々
な経験は、大変意義のある収穫だったと思います。
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最後に、ホストを務めていただいたインドネシア科学院等の方々が、日程の作成や現地移動手
段、ホテルの手配などの準備だけにとどまらず、我々とともに行動して食事や観光等の様々な面
で本レクチャーのサポートをしていただいたことにより、大変快適な日々を過ごすことができま
した。インドネシア科学院等の方々には紙面を借りて心からお礼申し上げます。食事面ではイン
ドネシア料理はもちろんのこと、ジンジャーティーといったインドネシアに古くから伝わる飲み
物、マンゴスチンやシルサップ、ランブータンといった現地の果物もご馳走していただきました。
今後このレクチャーが何らかの形で参加された方々の研究の一助となることを期待しております。
【文責：学務課】

統計科学専攻 学生研究発表会を開催
平成２３年度統計科学専攻学生研究発表会が、平成２４年１月２７日１０時３０分より１６時
３０分の間、統計数理研究所セミナー室１において行われました。統計科学専攻においては、学
生の研究の進捗を専攻全体で共有し、それらの研究のさらなる発展をはかるための議論の場とし
て、年に２回の発表の場を設けています。年度の前半には研究教育職員やポスドク研究員ととも
に学生もポスター発表を行うことになっており、これ
は統計数理研究所オープンハウスの行事のひとつに
なっています。そして年度の後半には学生のみによる
口頭発表会を開いています。今回の発表会は後者にあ
たるものです。これらの発表会への参加は原則として
全学生の義務であり、また権利でもあります。今回も
入学後間もない学生や職場の都合で欠席せざるを得
ない社会人学生など特別の事情のある者を除き、ほと
んどの学生が一人１５分程度の持ち時間で口頭発表
を行いました。また、各人２ページの発表要旨をまと
めた学生研究発表会報告集が作成されました。発表と
報告集を元に、参加した学生、ポスドク、教員による
討論が活発に行われました。
【文責：統計科学専攻 教授 中野純司】
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総合研究大学院大学

先導科学研究科オープンキャンパスを開催

去る１月８日（金）及び９日（土）の２日間にわたり、
葉山キャンパスに於いて先導科学研究科（生命共生体進化学
専攻）のオープンキャンパスが実施されました。
両日とも、全国各地から集まった参加者に対し、本学の教
員から、それぞれの研究分野・研究テーマについてパワーポ
イント等を用いた説明があり、積極的な質疑応答が繰り広げ
られました。
また、研究分野等の紹介が終わった後は、研究テーマごと
のポスターセッション、在学生からのメッセージ及び教員や
在学生との情報交換会を行い、実際の大学の雰囲気を感じ取
る機会を持ち、翌日には、在学生や教員とともに参加者全員が各研究室を回り、最先端の研究が
行われている現場を見学しました。
その後も各教員との個別相談が予定時間を超えて続けられ、無事解散となりました。
【文責：総務課】

サイエンスカフェ『生き物の社会

ヒトの社会』を開催

２月３日（金）、葉山町内のレストラン「夕凪亭」を会場に総研大主催のサイエンスカフェ
を開催しました。今回は葉山町や逗子市といった地域の方々を中心に、２０代から７０代まで幅
広い年代の方々１９名の参加がありました。
講師として、先導科学研究科の大槻久助教を迎え、「生き物の社会 ヒトの社会」と題して、
お茶を飲みながらリラックスした雰囲気の中で、２時間の講義を行いました。
アリやハチが女王を中心として巣の中で巧みな分業をこなし社会性昆虫と呼ばれていることや、
霊長類や鳥類のみならず微生物までもが社会性をもっていることなど、進化という目線から生物
の様々な社会を眺め、その起源についてなど、わかりやすく説明していただきました。
参加者は今回のテーマに強い興味を持って参加した方が多く、積極的に質問がなされていまし
た。終了後のアンケート結果においても、満足したという回答が多く、参加者の今回のサイエン
スカフェに対する高い評価が窺えました。

【文責：総務課】
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【各種募集】現在公募中の情報
事

項

応募期間
提 出 先
随時（滞在希望初日の前月１日
まで）
国立天文台研究支援係

国立天文台滞在型研究員
http://www.nao.ac.jp/Jobs/Job000237.html

平成 24 年度国立天文台研究集会（第２回） 平成 24 年 6 月 29 日（金）必着
http://jouhoukoukai.nao.ac.jp/kouryuu/koubo/kyodo.html
学融合推進センター 研究論文助成

随時

http://center.soken.ac.jp/act/thesis.html

国立天文台研究支援係
総合研究大学院大学
総務課葉山事務室

【イベント情報】
● 総研大の行事
3月
日程

時間
行事名
13:00-17:00
総研大学融合プロジェクト シンポジウム
10 日（土）
開場 12:30
「エネルギーを考える」
-11 日（日）
http://center.soken.ac.jp/news/s61umn0000003ewq.html
22 日（木）
学術交流会
-23 日（金）

場所
ＴＫＰ東京駅八重洲カ
ンファレンスセンター

23 日（金）

学位記授与式

葉山キャンパス

23 日（金）

長倉研究奨励賞・総研大研究賞 発表会・授与式

葉山キャンパス

29 日（木）
-30 日（金）
30 日（金）

4月
日程

29 日 13:00
学長イニシャティブ事業 総研大フォーラム
-30 日 17:00 「異分野結合の必要性、課題と方途」
http://www.soken.ac.jp/news_all/2200.html
基礎生物学専攻オープンキャンパス
「春休み！基礎生物学研究所に行こう」
http://www.nibb.ac.jp/opencampus/

葉山キャンパス

基礎生物学研究所

行事名

場所

12 日（木）

入学式

葉山キャンパス

12 日（木）

総合研究大学院大学 学長賞ポスター発表会・授与式

葉山キャンパス

12 日（木）
-13 日（金）

学生セミナー

葉山キャンパス

行事名

場所
東京ステーションコン
ファレンス

5月
日程

時間

葉山キャンパス

時間

基礎生物学専攻 大学院説明会

13 日（土）

http://www.nibb.ac.jp/graduate/
19 日（土）

13:00-16:45

天文科学専攻入試ガイダンス

メルパルク京都

26 日（土）

10:00-18:00

天文科学専攻入試ガイダンス

国立天文台三鷹キャ
ンパス
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● 基盤機関の行事
3月
日程

時間

行事名

場所

2 月 7 日（火）
-４月１日（日）

9:30-16:00

特集展示 和宮ゆかりの雛かざり

国立歴史民俗博物館

第 1 回：11:00～
12:00、第 2 回：
13:00～14:00、
第 3 回：14:30～
15:30

MMP「たっぷりアメリカ」を視覚しょうがい者へ案内

国立民族学博物館
本館展示場、セミナー
室

3 日（土）

3 日（土）
3 日（土）
4 日（日）

4 日（日）

4 日（日）

9 日（金）

10 日（土）

10 日（土）

11 日（日）

11 日（日）

http://www.minpaku.ac.jp/museum/partners/event.html
国際公開フォーラム「インクルーシブデザインとは
13:00-16:45
何か―ケアと育みの環境を目指して」
13:30-15:30

第 14 回「ドキュメンタリーフィルムでみる三里塚」

国立民族学博物館
講堂
国立歴史民俗博物館
講堂

国際シンポジウム「包摂した社会空間の実現にむ
国立民族学博物館
けて：課題とインクルーシブデザインの解決モデ
第４セミナー室
ル」
13:30-16:15( 第２回すばる望遠鏡公開講演会 宇宙史のなかの 一橋記念講堂
開場 13:00) 銀河とブラックホールの生い立ち
主催：国立天文台
http://subarutelescope.org/Announce/2012/01/16/j_index.html
「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」
関連
国立民族学博物館
14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 244 回講演「版画制作でつな
がるイヌイット社会と日本」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
統計数理研究所 公開講座
統計数理研究所
10:00-16:00
「バイオサイエンスのための時系列解析入門」
大会議室
http://www.ism.ac.jp/lectures/23k.html
「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」
国立民族学博物館
関連
13:30-15:30
親子ワークショップ「ひょうたんの楽器をつくろう― 第 3 セミナー室
ホピのくらしとお天気」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20120107ame/#work
第 339 回 歴博講演会
14:00-16:00
国立歴史民俗博物館
「洛中洛外図から風俗画へ」
国立民族学博物館
第 1 回：11:00～
12:00、第 2 回： MMP「たっぷりアメリカ」を視覚しょうがい者へ案内 本館展示場、セミナー
13:00～14:00、
室
http://www.minpaku.ac.jp/museum/partners/event.html
「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」
関連
国立民族学博物館
14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 245 回講演「北西海岸先住民
の美術とトーテムポール」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
9:00-17:00
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第 254 回日文研フォーラム
「帝誅（ころ）しと帝諌（いさ）めの物語―狩野重信
14 日（火）
筆『帝鑑図・咸陽宮図屏風』を読む―」
http://www.nichibun.ac.jp/event/index.html
ヨーロッパ展示、インフォメーション・ゾーン新構築
15 日（木）
オープン
みんぱく公開講演会「ヨーロッパと日本の宗教―
16 日（金）
問いなおされる救済のかたち」
主催：国立民族学博物館・毎日新聞
13:30-15:00 第 406 回みんぱくゼミナール 「文化とアイデンティ
(開場 13:00) ティ―ビルマ／ミャンマーの今」
17 日（土）
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar11.html#s403
17 日
13:20-16:50
17 日（土）
シンポジウム「文化遺産の復興を支援する－東日
18 日
-18 日（日）
本大震災をめぐる活動」
10:20-16:20
（予定）
シンポジウム「記憶・歴史・表象―博物館は悲惨な
18 日（日）
10:00-17:00
記憶をどのように展示するか」
19 日
シンポジウム「ミュージアムと共創～表現で出会
19 日（月）
13:00-18:00
う・表現でつながる～」
-20 日（火） 20 日
主催：国立民族学博物館
10:30-18:00
自然科学研究機構シンポジウム 「知的生命の可
10:00-17:20
能性 ―宇宙に仲間はいるのか III―」
20 日(火・祝)
http://www.nins.jp/public_information/symposium12.html
13:30-16:15 「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」
関連 研究公演「ホピの踊りと音楽」
20 日(火・祝) 開場 13:00
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html
14:00-16:00

23 日（金）

14:00-16:30

日文研学術講演会
―安田喜憲教授退任記念講演会―

ハートピア京都大会議
室

国立民族学博物館
毎日新聞オーバルホ
ール（大阪）
国立民族学博物館
講堂

国立民族学博物館
17 日第５セミナー室
18 日講堂
国立民族学博物館
第４セミナー室
早稲田大学（東京）

東京国際フォーラム
国立民族学博物館
講堂
国際日本文化研究セ
ンター内講堂（日文研
ホール）

http://www.nichibun.ac.jp/event/index.html
24 日（土）

13:30-15:30

くらしの植物苑観察会「ヤクスギの秘密」

国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

24 日（土）
-25 日（日）

24 日
13:30-17:00
25 日
10:30-17:00

国際シンポジウム「グローバルな倫理的消費：フェ
アトレードの新展開」

国立民族学博物館
第４セミナー室

25 日（日）

「たっぷりアメリカ―春のみんぱくフォーラム 2012」
関連
14:30-15:30
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 246 回講演「ホピの銀細工」
http://www.minpaku.ac.jp/30th/salon.html

3 月 27 日（火）
-5 月 6 日（日）

9:30-16:00

企画展示 洛中洛外図屏風と風俗画

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
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国立歴史民俗博物館

4月
日程

時間

行事名

場所

1日（日）

14:30-15:30

みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第247回講演「織りとタパづくり」

国立民族学博物館

2012年度みんぱく遠足・校外学習
事前見学＆ガイダンス

国立民族学博物館

3日（火）、5
日（木）、6日
（金）
8日（日）
7日（土）
14日（土）

みんぱくウィークエンド・サロン―
14:30-15:30 研究者と話そう 第248回講演「民族植物学の旅：
くらしの中のはっぱ」
9:00-16:00
国立遺伝学研究所 一般公開
http://www.nig.ac.jp/koukai/koukai2012.html
第340回 歴博講演会
14:00-16:00
「源平争乱の時代と信仰」

国立民族学博物館
国立遺伝学研究所
国立歴史民俗博物館

15日（日）

14:30-15:30

みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第249回講演タイトル未定

国立民族学博物館

21日（土）

13:00-16:00

第82回歴博フォーラム
「描かれた都市の風景と名所 -京都を中心に-」

国立歴史民俗博物館

21日（土）

13:30-15:00

第407回みんぱくゼミナール「サハリンのキムチ」

国立民族学博物館

22日（日）

14:30-15:30

みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第250回講演「邪視とカメレオン― 国立民族学博物館
東地中海地域のいろいろ（予定）」

4月26日（木）
-6月19日（火）
（予定）

29日（日）

14:30-15:30

5月
日程

時間

3 日（木・祝）

10:00-17:00

6 日（日）

14:30-15:30

12 日（土）

未定

13 日（日）

14:30-15:30

19 日（土）

13:30-15:00

特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今（仮
称）」
特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第251回講演タイトル未定

国立民族学博物館
特別展示館

行事名
Fusion フェスタ in Tokyo
‐核融合！未来を創るエネルギー‐2012
特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第 252 回講演「考現学を楽しむ」
みんぱく映画会／みんぱくワールドシネマ「僕たち
は世界を変えることができない」
特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第 253 回講演タイトル未定
特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
第 408 回みんぱくゼミナール「今和次郎 採集講義
と日常生活文化研究の現在」

場所
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国立民族学博物館

日本科学未来館
国立民族学博物館
国立民族学博物館
講堂
国立民族学博物館
国立民族学博物館
講堂

20 日（日）

14:30-15:30

26 日（土）

特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第 254 回講演タイトル未定

国立民族学博物館

国立天文台
岡山天体物理観測所 特別観望会 2012 春

岡山天体物理観測所
および岡山天文博物
館

http://www.oao.nao.ac.jp/public/event/2012s/

27 日（日）

14:30-15:30

特別展「今和次郎 採集講義―考現学の今」関連
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第 255 回講演タイトル未定

国立民族学博物館

【編集後記】
総研大ニューズレター第 46 号をお届けします。
厳しい寒さが続き、例年と比べて長く感じられたこの冬も、３月に入ると時折暖かさも感じら
れるようになりました。
さて、本号では、本学とインドネシア科学院等との合同セミナーを中心とした海外総研大レク
チャー報告がトップニュースです。本レクチャーは、学生に対して国際的な学術交流の場を提供
するなど、本学の国際化を推進させる事業の１つです。
最近、大学の国際化といえば、東京大学が提案した「秋入学」制度の導入について社会的な反
響が大きいようです。
秋入学の提案には各方面から賛否両論が出ていますが、これをきっかけに、大学教育の在り方
について国民的な関心が集まり、ひいては、「もっと教育・研究費にかける国の予算を拡充すべ
き。」 という声が上がってきてくれれば、・・・・ ”捕らぬ狸”でしょうか。

◎各専攻で教員や学生がメディアに出演が決まっている場合や，発表や表彰等があった際に
はご連絡ください。またメディア等に出演される場合は，可能な限り「総合研究大学院大学」
と標記していただけますようご協力お願いします。

発行
編集

2012 年 3 月 14 日

広報委員会
神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
総務課広報係（担当）
TEL 046-858-1590/FAX 046-858-1542
E-mail: kouhou@ml.soken.ac.jp
ⓒ2012 SOKENDAI
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