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【今月のトピック】
「平成 21 年度「総合研究大学院大学４月入学式」を開催」
桜の花がきれいに咲き晴天に恵まれた，４月９日（木）葉山キャンパス 2 階講堂において平成
21 年度４月入学式が執り行われました。
今年度の４月入学者数は外国からの留学生も含めて 86 名でした。
式典に先立ち，奥田暁仁さんによるピアノ演奏が行われ，開式の辞，役職者紹介に続いて，入
学者の名前が一人ずつ読み上げられ入学が許可されました。高畑尚之学長から式辞があり，出席
者は緊張した面持ちで聴き入っていました。

式辞を述べる高畑尚之学長
【文責：総務課広報係】
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「平成 21 年度（前学期）学生セミナー『研究者の三原色』開催」
■期 日 平成 21 年 4 月 9 日～4 月 10 日
■場 所 本学葉山キャンパス及びロフォス湘南
■参加者 学生 107 名、教員 37 名、計 144 名
本年度学生セミナーは「研究者の三原色」というタイトルで、これから研究者になろうという
強い意志を持って入学された新入生のみなさんに研究者として必要な要素、「研究能力」「コミ
ュニケーション」「夢」について改めて深く考えてもらおうと企画されました。
セミナーは３つのセッションに分かれています。１つめは「Ability〜研究者に必要な能力とは」
です。理系・文系・学際分野の最前線でご活躍されている先生方をお招きし、現在研究者となる
までに歩んで来たバックグラウンドについて講演していただきました。各先生方、歩んでこられ
た研究者人生は三者三様で、とても興味深く、おもしろくお話を伺いました。また、学生を交え
たパネルディスカッションも白熱し、新入生の考える「これからの研究者に必要な能力」にツッ
コミを入れつつもしていただいたアドバイスは、新入生はもちろん、参加していた我々セミナー
実行委員にも非常に有益なものでした。

懇親会でお酒の力も加わり、だいぶ和やかとなった雰囲気の中、２つめのセッション
「Communication〜専門を越えた相互理解」が行われました。総研大は他分野の研究科・専攻から
なり、お互いの研究について知らないことが多いです。お互いの垣根を越えた相互理解を目指し、
自分の研究分野の意外な常識をグループ内の他分野の人に披露しあいました。さすが他分野の学
生が一堂に会するだけあって、話題の幅も広く、笑い・驚きに満ちた会場は非常に盛り上がりま
した。

２日目は３つめのセッション「Dream〜自分の夢を再認識しよう」です。研究生活を続ける中で
行き詰ったり、目標を見失いそうになることもあります。そんなときに支えとなる自分の夢を書
き出し、みんなの前で語ることでその夢を自分の中でより確かなものにしよう、という企画です。
自分の夢を書き出し発表するのは恥ずかしいものですが、新入生のみなさんは堂々と自分の夢を
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グループのメンバーに語っていました。自分の夢・目標に対する新入生のみなさんの熱い思いを
聞き、入学２年目の自分も気持ち新たに頑張らなくては、と思わずにはいられないくらいでした。

本年度学生セミナーは盛況のうちに終了しました。３つのセッションを通じて、新入生の皆様
が今後の研究生活を進めて行くうえで必要となる「三原色」の重要性を認識していただけたら幸
いです。
今回、セミナーを企画・運営するにあたって、多くの方々にご支援いただいたことに改めて感
謝申し上げます。また、約１年に渡ってセミナーの企画を議論してきたセミナー実行委員のみな
さんとは、この実行委員をしなければ出会えなかった良き仲間だと思っております。セミナー成
功の達成感は本当にすばらしいものです。またみなさんに会えることを心より願っております。
本当にありがとうございました。

〔宇宙科学専攻

松田桂子〕

プログラム
時間

内容

場所

4 月 9 日（木）
入学式
総研大葉山
キャンパス

入学式/学生セミナー 受付
12:50
13:00
13:30
14:10
14:55

-

13:00
13:30
14:10
14:40
15:20

入学式ガイダンス
楽器演奏
入学式
メンタルヘルス講演会

総研大共通棟
２階 講堂
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学生セミナー
15:20 - 15:30
15:30 - 18:35

学生セミナーのみの参加者受付
開会式
Ability Session

ロフォス湘南 1F

「研究者に必要な能力とは」
15:30 – 16:35 講演
講演① 岡ノ谷一夫先生
（理化学研究所 脳科学研究センター 生物言語研究チーム チームリーダー）
講演② 村山斉先生
（東京大学 数物連携宇宙研究機構<ＩＰＭＵ> 機構長）
講演③ 田中洋子先生
（筑波大学大学院 人文社会科学研究科 准教授）

18:35 - 18:45

16:40 – 17:20 学生ディスカッション
17:30 – 18:35 パネルディスカッション
会場移動

18:45 - 20:05

夕食

20:05 - 20:15
20:15 - 22:00

会場移動

22:00 - 22:15
22:15 - 23:00
23:00

ロフォス湘南 1F
太宰ホール

ロフォス湘南 1F
研修室大楠

（懇親会）

「専門を越えた相互理解」
20:15 – 20:50 説明・発表①
20:55 – 21:20 ディスカッション
21:30 – 22:00 発表②
正面玄関 移動
バスでの移動（ホテルへ）

ロフォス湘南 1F
太宰ホール

ホテルハーバー
横須賀

チェックイン
4 月 10 日（金）

9:00 - 12:00

12:00
12:20
12:30
13:00
14:00

-

12:20
12:30
13:00
14:00
解散

Dream Session
「自分の夢を再認識しよう」
9:00 – 10:45 説明・発表①
10:55 – 11:25 ディスカッション
11:30 – 12:00 発表②
閉会式
記念撮影
総研大へ移動 （徒歩１０分）
昼食（学生セミナー実行委員選出）

ロフォス湘南 1F
太宰ホール

総研大・セミナー室
103・104

【文責

全学事業推進室】

「本島修前所長が最終講義を行いました」
３月 19 日（木）、多治見市のセラミックパーク MINO において、３月末に退任された本島修
前所長の最終講義を実施しました。
本島修前所長は、「今後の核融合研究への期待」と題し、自身が核融合研究の道に進んだ経緯や、
核融合科学研究所の創設から大型ヘリカル装置の完成、ファーストプラズマの点火を経て、現在
に至るまでを振り返って話されました。さらに、未来のエネルギーといわれる核融合の実現につ
いて、夢から到達可能な目標になったと語り、重水素実験を行うために「地元の理解と応援が不
可欠」と強調されました。国内の研究者、学生、地元関係者及び研究所職員ら約 250 人の参加者
は、懐かしい話や今後の核融合研究の話について、熱心に聴講しました。
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ご自身の研究や懐かしい話など取り混ぜながら語る本島修教授
（本学では、核融合科学専攻長でした）
最終講義を終えて、本島前所長から皆様への感謝の言葉と、最終講義の資料をホームページに
て公開しております。（http://www.nifs.ac.jp/event/motojima_090319.html）
【文責：核融合科学研究所経営企画課】

「基礎生物研究所オープンキャンパスを開催しました」
桜が満開となった 4 月 3 日（金）、基礎生物学専攻ではオープンキャンパス「春休み！基礎生
物学研究所に行こう。」が開催されました。これは大学院広報活動の一環として、「平日のいつ
もの研究所の様子を公開」することで、一般の大学とはひと味違う、研究所の大学院生活を実感
してもらえたらと企画されたものです。全国各地から 15 名の学生の皆さんを迎え、施設見学ツア
ーや、研究室での体験実験などが行われました。また、夕方の懇親会では在学生との交流も深ま
り、「研究所大学院の利点（や大変な点）」など率直な意見交換が盛んに行われていました。

真剣な眼差しで研究紹介ポスター
を見つめる参加の皆さん

是非研究室に立ち寄ってもらおうと、工夫を
凝らした張り紙合戦
【文責：基礎生物学研究所 広報国際連携室】
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【各種募集】・・・現在公募中の情報を掲載しています。
事

項

応募期間
～5 月 29 日
（金）必着

イノベーション ISM(教授・准教授・助教の公募)

提 出 先
統計数理研究所人事係

http://www.ism.ac.jp/jobs/index_j.html
葉山高等研究センター（「科学と社会」助教の公募）

5 月 31 日（日）
必着
総研大 理事 池内 了

http://www.soken.ac.jp/recruitment/pdf/assistant13.pdf
6 月 30 日（火）
まで
国立天文台研究支援係

国立天文台研究集会
http://www.nao.ac.jp/Jobs/Job000162.html

随時（滞在希
望初日の前
月 1 日まで）

国立天文台滞在型研究員

国立天文台研究支援係

http://www.nao.ac.jp/Jobs/Job000175.html

【イベント情報】・・オープンキャンパス，入試説明会，入試など大学行事に関わるもの。
5月
日程
3 日(日・祝)
-4 日(月・祝)

時間

行事名
湘南国際村フェスティバル
・講演会
・サイエンスカフェ
・観望会
http://www.shonan-village.co.jp/festival/
遺伝学専攻 大学院説明会

16 日(土)

16 日(土)

30 日（土）
6月
日程
5 日（金）
-6 日（土）
6 日(土)
6 日（土）
11 日（木）

場所
３日 湘南国際村センター
４日 葉山キャンパス
協賛 総合研究大学院大学

国立遺伝学研究所

http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/setumeikai.html
基礎生物学専攻・生命共生体進化学
東京ガーデンパレスホテル
10:00-16:00
専攻合同大学院説明会
http://www.nibb.ac.jp/graduate/ （基礎生物学専攻）
http://www.esb.soken.ac.jp/ （生命共生体進化学専攻）
天文科学専攻
国立天文台三鷹キャンパス
10:00-18:00
入試ガイダンス・公開講演会

時間

行事名
5 日 13:30-21:00 生命共生体進化学専攻
6 日 9:30-12:00 オープンキャンパス

場所
葉山キャンパス

http://www.esb.soken.ac.jp/
13:00-17:00

基生研大学院説明会

http://www.nibb.ac.jp/graduate/
天文科学専攻
13:00-16:45
入試ガイダンス・公開講演会

基礎生物学研究所

京都リサーチパーク

学術総合センター
1 階 特別会議室
http://www.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=544
18:00-20:00

情報学専攻大学院入試説明会
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13 日（土）
19 日（金）

15:00-16:30

サイエンスカフェ

湘南国際村センター
主催：葉山キャンパス

統計科学専攻 大学院説明会

統計数理研究所

http://www.ism.ac.jp/senkou/setsumeikai.html
7月
日程
24 日（金）・
25 日（土）
29 日(水)

時間
未定
14:00-16:00

行事名

場所
宇宙航空研究開発機構
相模原キャンパス一般公開
宇宙科学研究本部
横須賀市自然・人文博物館
第２回 中高生のための科学セミナー
主催：葉山キャンパス

＜基盤機関の行事＞
5月
日程

時間

行事名
パネル巡回展「太陽のふしぎ」

５月予定

場所
神戸市立青少年科学館
協力：宇宙航空研究開発機構

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
パネル巡回展「月のふしぎ」

５月予定
6 月 2 日（火）
まで
6 月 21 日（日）
まで
6 月 21 日（日）
まで
7 月 12 日（日）
まで
7 月 21 日（火）
まで

1 日(金）

1 日（金）1 日(金）
-31 日(日)
6 日(水)まで

雲仙岳災害記念館
協力：宇宙航空研究開発機構

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
特別展；千家十職×みんぱく：
国立民族学博物館
茶の湯のものづくりと世界のわざ
http://www.minpaku.ac.jp/special/senke/
ミニ企画展示：
国立歴史民俗博物館
錦絵に見る江戸の料理茶屋
http://www.rekihaku.ac.jp/events/regular/room_03.html#mini
企画展「世紀の天文ショー 皆既日食 鹿児島県立博物館
がやってきた」
協力：宇宙航空研究開発機構
もっと宇宙に近づこう
大阪府立大型児童館ビッグバン
「宇宙科学、太陽、月の世界へ」
協力：宇宙航空研究開発機構
企画展「チベット ポン教の神がみ」

国立民族学博物館

http://www.senri-f.or.jp/tomonokai_kouen/index.html
13:30-

企画展示ギャラリートーク

http://www.rekihaku.ac.jp/events/now.html
パネル巡回展
「日本の宇宙科学の歴史」
http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
パネル巡回展「日時計の楽しみ」

国立歴史民俗博物館
大洗わくわく科学館
協力：宇宙航空研究開発機構
日立シビックセンター科学館
協力：宇宙航空研究開発機構

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
企画展示；錦絵はいかにつくられたか
http://www.rekihaku.ac.jp/events/now.html
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国立歴史民俗博物館

9 日(土）

11:00-12:00

歴博探検「江戸時代の外国人」

国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/kids/explore/index.html
第 305 回歴博講演会
国立歴史民俗博物館
14:00-16:00
「呪術を使った職能者たち」
9 日(土）
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
くらしの植物苑特別企画
国立歴史民俗博物館
10 日（日）まで
伝統の桜草
くらしの植物苑
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule.html
16 日(土），
13:30常設展示ギャラリートーク
国立歴史民俗博物館
23 日（土），
30 日（土）
http://www.rekihaku.ac.jp/events/regular/gallerytalk.html
国文学研究資料館
10:00-16:30
和書のさまざま －書誌学入門－
16 日(土)
注）休館日 土・日・祝日
-6 月 19 日(金)
http://www.nijl.ac.jp/%7Ekoen/wasyo2009.htm
サンプリングの入門コースと調査デー
統計数理研究所
10:00-16:00
18 日（月）
タの分析法
-21 日（木）
http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html
23 日（土）

26 日（火）

第 122 回くらしの植物苑観察会
「佐倉城址の初夏の植物」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/plant/index.html

国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

10:00-16:00

統計数理研究所

13:30-15:30

R による記述多変量解析

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html
企画展 太陽のひみつ～みんなを照
31 日（日）まで
らすなぞの星～
6月
日程
6 月予定

6 月予定

6 月予定

5 日（金）

島根県立三瓶自然館
協力：宇宙航空研究開発機構

時間

行事名
場所
パネル巡回展
八ヶ岳自然文化園
「日本の宇宙科学の歴史」
協力：宇宙航空研究開発機構
http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
福岡県青少年科学館
パネル巡回展「太陽のふしぎ」
協力：宇宙航空研究開発機構
http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
多摩六都科学館
パネル巡回展「月のふしぎ」
協力：宇宙航空研究開発機構
http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/event/index_tenji.shtml
10:00-16:00

統計データの可視化

統計数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html
6 日(土）

13:00-17:30

第 68 回歴博フォーラム
「東アジアの建築文化」

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
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新宿明治安田生命ホール
主催：国立歴史民俗博物館
※注）事前申込必要

6 日(土）

14:30-16:30

歴博映画の会

国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/movie.html
11 日（木）
-12 日（金）
13 日（土）

主催：国立情報学研究所
http://www.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=544
第 306 回歴博講演会
14:00-16:00
国立歴史民俗博物館
「中世の借金事情」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html

19 日（金）

20 日（土）

学術総合センター1 階 特別会議室

NII オープンハウス

統計数理研究所オープンハウス 2009 統計数理研究所
13:00-17:00

一橋記念講堂
主催：国立歴史民俗博物館
※注）事前申込必要

第 6 展示室関連フォーラム第 69 回
「高度経済成長と生活変化」

http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule.html#1
20 日（土），
27 日（土），
23 日（火）
-24 日（水）
26 日（金）
27 日（土）

13:30

常設展示ギャラリートーク

国立歴史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp/events/regular/gallerytalk.html
10:00-16:00

薬剤疫学入門

統計数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html
マーケティングのためのデータ解析入門
18:00-21:00
http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html
第 123 回くらしの植物苑観察会
13:30-15:30
「樹をみて絵図を読む」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule.html#3
企画展示：日本建築は特異なのか
-東アジアの宮殿・寺院・住宅－

30 日（火）－8
月 30 日(日）

統計数理研究所
国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

国立歴史民俗博物館

7月
日程

時間

行事名

11 日（土）

13:00-17:00

人間文化研究機構第 10 回公開講演会・ 有楽町朝日ホール
シンポジウム「百鬼夜行の世界」
主催：国立歴史民俗博物館

18 日（土）

第 307 回歴博講演会「東アジアからみた
日本建築史」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
14:00-16:00

18 日（土）-8
月 30 日（日）

25 日(土）

場所

ミニ企画展示：百鬼夜行の世界
第 124 回くらしの植物苑観察会
「日本の建築と森林文化」
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule.html#3
13:30-15:30

国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

＜教員の受賞情報＞
文化科学研究科
国際日本研究専攻
○ 牛村 圭 教授
重光葵賞実行委員会

主催（外務省

後援）
9

重光葵賞

受賞

物理学研究科
構造分子科学専攻
○ 唯美津木 准教授
社団法人大学女性協会 主催 第 11 回守田科学研究奨励賞 受賞
核融合科学専攻
○ 大藪修義 教授、増崎 貴 准教授、阪本隆一 准教授が所属するプロジェクト
チーム
文部科学省 主催 平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞 受賞
宇宙科学専攻
○ 佐々木 進 教授が所属する「かぐや」プロジェクトチーム
文部科学省 主催 平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞 受賞
高エネルギー加速器科学研究科
加速器科学専攻
○ 早野仁司 准教授
財団法人高エネルギー加速器科学研究会 主催 西川賞 受賞
複合科学研究科
総計科学専攻
○ 染谷博司 助教
社団法人電気学会産業応用部門 主催 部門優秀論文発表賞 受賞
情報学専攻
○ 佐藤いまり 准教授
文部科学省 主催
平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞 受賞
生命科学研究科
生理科学専攻
○ 深田優子 准教授
文部科学省 主催
平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞 受賞
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【編集後記】
総研大ニューズレター第 12 号をお届けします。
ゴールデンウィークは、どのようにしてお過ごしでしたか。この時期に４月の話題を出して恐
縮ですが、今年の春は８６人の新入生を迎えました。大学の新入生と聞くと一般には、「若者、
若人」といったイメージですが、本学の新入生の皆さんを拝見すると、大学生の息子がいる私よ
りも随分年上の方（昔の若者）もおられます。本学の設立理念からすれば特別不思議なことでは
ありませんが、この年配の方々が、若者に負けない純粋な知的探求心を持って入学されたことを
拝察いたしますと、ただ敬服するだけでなく、しみじみと大学の責任の大きさ重さを実感します。
法人化後、国立大学の経営は、効率化の号令のもと、各大学の実情に関係なく運営費交付金が一
律に漸減されており、本学も例外なく厳しい現状にあります。しかしながら、先ほどご紹介し
た昔の若者をはじめとする新入生の皆さんからたくさんの元気を頂き、微力を尽くして参りたい
と決意を新たにする次第です。
〔総務課〕

◎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

2009 年 5 月 7 日

広報委員会
神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
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ⓒ2009 SOKENDAI
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