総研大ニューズレター
第 39 号

2011.8

発行

●目次
【今月のトピックス】 「高エネルギー加速器科学研究科 第 2 回オープンキャンパス 開催
高エネルギー加速器科学研究科」
「日本歴史研究専攻 大学院夏季説明会 開催
日本歴史研究専攻」
「国際日本文化研究センター 日文研フォーラム 開催
国際日本文化研究センター」
「統計科学専攻 北川源四郎 総研大教授最終講義 開催
統計科学専攻」
「サイエンスカフェ『読本（よみほん）－江戸伝奇小説の世界』 開催
総務課」
【各種募集】
【イベント情報】
主なイベント予定
8 月初旬～31 日 天文科学専攻 サマーステューデント（第 1 期）
8 月中旬～9 月 14 日 天文科学専攻 サマーステューデント（第 2 期）
8 月 8 日～11 日 天文科学専攻 スプリングスクール
8 月 22 日～26 日 核融合科学専攻 夏の体験入学
8 月 23 日 JSPS サマー・プログラム 2011 報告会
8 月 30 日 核融合科学専攻 博士論文公開発表会
9 月 30 日 学位記授与式
10 月 1 日 総研大フォーラム
10 月 2 日 日本歴史研究専攻 大学院秋季説明会
10 月 2 日 地域文化学専攻・比較文化学専攻 オープンキャンパス
10 月 13 日 入学式
10 月 22 日 日本文学研究専攻 大学院入試説明会
10 月 29 日 核融合科学専攻 オープンキャンパス

【今月のトピックス】
高エネルギー加速器科学研究科

第 2 回オープンキャンパスを開催

一時は東日本大震災の影響から開催が危ぶまれましたが，オープンキャンパス方式に開催形態
を変更した総合研究大学院大学・高エネルギー加速器科学研究科の大学院説明会（つくば）が梅
雨の季節の最中，何とか雨にはならなかった７月７日（木）にＫＥＫにおいて無事行われ，全国
の大学などから次世代の研究者を目指す精鋭１２人が参加しました。
午前中は，まず受付で関連資料（募集要項を含む）を配布し，研究科全体の紹介を行なった後，
加速器科学専攻，物質構造科学専攻，素粒子原子核専攻から各２名の講師による各専攻の案内・
研究内容等の例年以上に丁寧で分かりやすい説明がありました。
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午後からは，各専攻・各研究グループ毎に２７ブース及び素粒子原子核専攻理論部門によるミ
ーティングルームを設けて，担当教員及び総研大在学生により詳細な研究内容の紹介が行われ，
参加者は各ブース及びミーティングルームにおいて非常に熱心に説明に聞き入っておりました。
なお，加速器科学専攻及び素粒子原子核専攻理論部門からのお菓子の提供，研究科長の個人裁
量によるミネラルウォーターの配布もあり，緊張続きの参加者にも一時リラックスした場面も見
受けられました。
その後，研究科長自ら見学バスに乗り構内案内にて行ったＫＥＫの施設見学が行われ，先輩研
究者が実際に日々携わっている KEKB，BELLE 測定器，放射光実験施設，先端加速器試験施設
などＫＥＫにしか存在しない各実験施設の壮大さや，すばらしさを実感していただけたようです。
最後に，希望する専攻毎に分かれ入試対応や研究環境，生
活面についてと様々な個別の相談が行われ，非常に活発な質
疑応答が行われました。
昨年同様にオープンキャンパスの全日程が終了すると，充
実感に満ちた表情が会場に広がりました．参加者同士連絡先
の交換を行ったり，感想などを語り合う様子も見えました．
月並みですが，今回の参加者の中から一人でも多くの人が，
次のＫＥＫ及び総研大を支えてくれることを節に願いたい
と思います。
【文責：高エネルギー加速器科学研究科長 齊藤芳男】

日本歴史研究専攻 大学院夏季説明会を開催
７月 10 日（日）に明治大学アカデミーコモンで、文化科学研究科日本歴史研究専攻の大学院夏
季説明会を開催しました。これまでは「講演会」として実施してきましたが、今年度は名称を「夏
季説明会」に変更しました。秋の国立歴史民俗博物館での「説明会」との連続性をはかり、日本
歴史研究専攻をめざす学生の方々により広く当専攻とその研究活動を知っていただくことをめざ
したためです。
説明会は 2 部構成で実施しました。
第一部「卒業生が語る大学院」では、当専攻卒業生の卯田宗平さん（東京大学特任講師）に当
専攻で得たこと、さらにそれが現在の研究でいかに役立っているのか、といったことをお話いた
だきました。
第二部「信仰と儀礼の歴史学」では、当専攻の教員が自身の研究について講演しました。村木
二郎准教授は「聖地の形成と展開」というタイトルで、考古学の立場から中世の経塚の機能を聖
地形成とのかかわりで論じました。また、山田慎也准教授は「告別式の展開と葬儀の形成」と題
し、聞き取り調査や近代の文献史料によって葬儀の近代化を論じました。ともに、豊富な画像を
用いたわかりやすい講演で、学際研究という日本歴史研究専攻の特徴も宣伝することができまし
た。
参加者は 21 名で、例年より学生の方の参加が目立ちました。「説明会」と改称した効果のあら
われと考えられます。また、進学を想定した文化科学研究科や当専攻に関する質疑応答も増えま
した。今回試みた卒業生による講演が、こうした参加者の反応につながったと思われます。

【文責
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日本歴史研究専攻】

国際日本文化研究センター

日文研フォーラムを開催

国際日本文化研究センターは、７月１２日（火）京都市内のハートピア京都で、第２４７回日
文研フォーラムを開催しました。この催しは、日文研に来所中の外国人研究者に一般向けの発表
と交流の場を提供することを目的に、毎月開催しています。テーマは日本に関連したものとし、
１回ごとに完結する形式です。
今回は、社団法人東アジア平和投資プログラム代表で日文研外国人研究員の RHO Daniel
（ﾛｰ ﾀﾞ
ﾆｴﾙ）氏が「竹島から「韓流」まで：日本と韓国の「地政心理」の出会い」と題して講演しました。
戦後の日韓関係を「地政心理」という概念に基づいて解釈・整理しました。同氏の講演に続いて、
戸部良一日文研教授の講評、聴衆との質疑応答も行われ、１２０名余りの聴衆が熱心に聞き入っ
ていました。

【文責

国際日本文化研究センター】

統計科学専攻 北川源四郎 総研大教授最終講義を開催
統計数理研究所において、「人・学問をつなぐ統計数理」をテーマとした平成２３年度オープ
ンハウスが 7 月 14 日（木）に開かれ、立川市で初めて開催した昨年を大幅に上回る参加者でにぎ
わいました。
その中で、４月に統計数理研究所長から大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長に移
った北川源四郎氏（総合研究大学院大学名誉教授）の「統計的モデリングー共同研究を振り返っ
て－」とする総研大最終講義が行われました。３月に予定されていましたが、東日本大震災のた
め延期となっていました。会場には補助席を含めて 160 人が詰めかけ、北川氏の入所から退任に
至るまでの研究実績などに熱心に耳を傾けました。
北川氏は、父親の関係で幼少期から世界の統計学者と会っていたこと、大学院で赤池弘次元統
数研所長のたった１人のゼミ受講
生となったことがきっかけで統数
研に入ったこと、数多くの研究の
思い出話などを語られました。そ
して「今後はデータ中心科学が第
４の科学として大事であり、機構
全体のミッションとしても取り組
みたい。若い方は年間 10 本の共同
研究をしていただきたい。自分の
体験から、複雑な研究を同時にい
くつもやることが非常に大事だと
思っている。総研大で９人のドク
ター誕生に関与できたことはあり
がたいと思います」と謝意を述べ
られました。
【文責 統計科学専攻】
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サイエンスカフェ『読本（よみほん）－江戸伝奇小説の世界』を開催
６月２５日（土）、湘南国際村センターにおいて、総研大とかながわ国際交流財団との共催で
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、高校生
から９０代以上の方まで幅広い年代の４９名の参加がありました。
講師として、文化科学研究科の大高洋司教授を迎え、「読本（よみほん）－江戸伝奇小説の世
界」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。
江戸時代の後半に出版された波瀾万丈の勧善懲悪小説＝「読本」の流れを辿りながら、柳亭種
彦の「近世怪談霜夜星（きんせいかいだんしもよのほし）」や、曲亭馬琴の代表作「南総里見八
犬伝（なんそうさとみはっけんでん）」、「椿説弓張月（ちんせつゆみはりづき）」など江戸時
代小説の世界をわかりやすく説明していただきました。
参加者は読本の魅力と価値について、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。
また、終了後のアンケート結果においても、「とても満足」「満足」と回答した方が多く、本
学における研究成果を一般の方にわかりやすく伝えるというサイエンスカフェ本来の目的は充分
達成されたようでした。

【文責

総務課】

【各種募集】現在公募中の情報
事

項

国立天文台滞在型研究員

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

http://www.nao.ac.jp/Jobs/Job000237.html
学融合推進センター
随時
研究論文助成
http://center.soken.ac.jp/act/thesis.html

総合研究大学院大学
総務課葉山事務室

平成 23 年度（第 17 回）総合研究大学院
平成 24 年 3 月修了見込みの者：
大学
平成 23 年 12 月 15 日（木）まで 総合研究大学院大学
長倉研究奨励賞
学務課研究協力係
http://www.soken.ac.jp/news_all/1855.html
平成 23 年度 みんぱく若手研究者奨励
応募締切：平成23年9月30日（金） 国立民族学博物館 研究協
セミナー 受講者募集
力課共同利用係
http://www.minpaku.ac.jp/offer/
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【イベント情報】
● 総研大の行事
8月
日程

時間

行事名
場所
天文科学専攻 サマーステューデント（第 1
初旬
国立天文台
期）
-31 日（水）
http://guas-astronomy.jp/ss2011.html
8 月中旬
天文科学専攻 サマーステューデント（第 2
国立天文台
-9 月 14 日
期）
（水）
http://guas-astronomy.jp/ss2011.html
国立天文台 野辺山キャン
8 日（月）
天文科学専攻 スプリングスクール
パス
-11 日（木）
http://guas-astronomy.jp/springs2011.html
22 日（月）
核融合科学専攻 夏の体験入学
-26 日（金） http://soken.nifs.ac.jp/
23 日（火）
30 日（火）

ＪＳＰＳサマー・プログラム２０１１報告会
13：30～

核融合科学研究所
ホテルグランドパレス（九段
下）

核融合科学専攻 博士論文公開発表会

http://soken.nifs.ac.jp/

9月
日程

時間

10 日（土）

10:00-12:00

17 日（土）

10:00-12:00

平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大
学コース「見えないひかりで見る宇宙」

宇宙科学研究所 2 階大会
議場

24 日（土）

10:00-12:00

平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大
学コース「宇宙から地球を考える」

宇宙科学研究所 2 階大会
議場

学位記授与式

葉山キャンパス

行事名
総研大フォーラム「震災復興、原発事故、エネ
ルギー政策」

場所
県民共済みらいホール（み
なとみらい 29 街区）

30 日（金）

行事名
場所
平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大 宇宙科学研究所 2 階大会
学コース「日本の宇宙科学の歴史」
議場

10 月
日程

時間

1 日（土）

13:00-17:30

2 日（日）

13:00-17:00

日本歴史研究専攻 大学院秋季説明会

国立歴史民俗博物館

13:00-17:00

地域文化学専攻・比較文化学専攻
オープンキャンパス

国立民族学博物館
2階

2 日（日）

8 日（土）

http://www.minpaku.ac.jp/education/university/guide/opencampus.html
平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大 宇宙科学研究所 2 階大会
10:00-12:00
学コース「赤外線でさぐる宇宙のはて」
議場

13 日（木）
15 日(土）

入学式
10:00-12:00

葉山キャンパス

平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大 宇宙科学研究所 2 階大会
学コース「小惑星探査機『はやぶさ』の挑戦」
議場
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22 日（土）

10:00-12:00

平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大
学コース「地球の兄弟星を調べる惑星探査」

宇宙科学研究所 2 階大会
議場

22 日（土）

13:00-17:00

日本文学研究専攻 大学院入試説明会

国文学研究資料館

29 日（土）

9:30-16:00

29 日（土）

10:00-12:00

オープンキャンパス 安全でクリーンな未来の
エネルギー「核融合」
平成 23 年度 市民大学 総合研究大学院大
学コース「宇宙生物学への招待」

核融合科学研究所
宇宙科学研究所 2 階大会
議場

● 基盤機関の行事
8月
日程

時間

行事名

場所

「どっぷりオセアニア―夏のみんぱくフォーラ
国立民族学博物館
ム 2011」

6 月 19 日（日）
-8 月 21 日（日）

http://www.minpaku.ac.jp/
7 月 26 日（火）
-9 月 4 日（日）

9:30-16:00

企画展示 紅板締め－江戸から明治のランジ
国立歴史民俗博物館
ェリー－

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
国立天文台
南の島の星まつり 2011

7 月 30 日（土）
-8 月 7 日（日）

石垣島天文台
VERA 石垣島観測局
石垣港新港地区サザンゲ
ート広場
石垣市民会館

http://www.southern-star.jp/
1 日（月）
-7 日（日）

国立天文台
スター・ウィーク 2011～星空に親しむ週間～

全国各地

http://starweek.jp/index.shtml
「どっぷりオセアニア
―夏のみんぱくフォーラム 2011」関連
展示場クイズ「みんぱＱ オセアニア編」

1 日（月）
-21 日（日）

国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/

1 日（月 ）

18:30-19:45

平成 23 年度 国立情報学研究所 市民講座
第 2 回「新しい情報社会の扉を開く量子技術
学術総合センター
－量子コンピュータは本当に実現できるの
か？」

http://www.nii.ac.jp/shimin/
8 月 2 日（土）
-9 月 4 日（日）

9:30-16:00

くらしの植物苑特別企画 「伝統の朝顔」

国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/plant_now.html
8 月 2 日（火）
-9 月 4 日（日）

9:30-16:00

特集展示 妖怪変化の時空

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/special_03.html
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国立歴史民俗博物館

5 日（金）

10:20-17:00
受付 10:00～

国立民族学博物館・日本国際理解教育学会
国立民族学博物館
共催 博学連携教員研修ワークショップ２０１
セミナー室（2 階）及び展示
１ in みんぱく「学校と博物館でつくる国際理
場内
解教育－新しい民博展示を活用する－」

http://www.minpaku.ac.jp/research/pr/110805.html

6 日（土）
-7 日（日）

7 日（日）

8 日（月 ）

13 日（土）

６日：国立民族学博物館講
堂
「どっぷりオセアニア
７日：国立民族学博物館本
―夏のみんぱくフォーラム 2011」関連
館正面玄関（屋外）※雨天
研究公演「マオリの伝統芸能 カパハカ」
時：1 階エントランスホール
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/
「どっぷりオセアニア
―夏のみんぱくフォーラム 2011」関連
15:00-16:00 みんぱくウィークエンド・サロン国立民族学博物館
研究者と話そう 第 216 回講演「太平洋の
島々の衣装と布」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/
みんぱく夏休みこどもワークショップ「撮って、
10:30-16:00
切って、貼って、作ろう！自分発のメディア世 国立民族学博物館
受付 10:00～
界！」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/ws_photo110808.html
みんぱくミュージアムパートナーズ
国立民族学博物館
12:00-15:30 イベント・ワークショップ
☆「点字教室」
6日
13:00-15:00
7日
10:30-14:30

http://www.minpaku.ac.jp/museum/partners/event.html#tenji
13 日（土）

14 日（日）

20 日（土）

14:00-16:00

第 332 回歴博講演会「紅宇」伝来の紅板締め
国立歴史民俗博物館
資料

「どっぷりオセアニア
―夏のみんぱくフォーラム 2011」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 217 回講演「オセアニアの
ことばで数をかぞえよう！」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/
国立天文台野辺山宇宙電
9:30-16:30
国立天文台野辺山特別公開 2011
波観測所
http://www.nro.nao.ac.jp/visit/open2011/open2011_top.html

20 日（土）

20 日（土）

20 日（土）

10:00-21:00

いわて銀河フェスタ 2011

国立天文台水沢 VLBI 観測
所

http://www.miz.nao.ac.jp/content/news/event/20110630-175
国立天文台
VERA 入来観測局
八重山高原星物語 2011
http://www.miz.nao.ac.jp/content/news/event/20110630-175
新オセアニア展示関連
国立民族学博物館
13:30-15:00
第 399 回 みんぱくゼミナール
講堂
開場 13:00
海に生きるくらし－島と島をつなぐ遠洋航海
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar11.html
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21 日（日）

21 日（日）

27 日（土）

「どっぷりオセアニア―夏のみんぱくフォーラ
ム 2011」関連
11:00-12:00
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン- 研究者と話
そう 第 218 回講演「フシギなチカラ」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/
「どっぷりオセアニア
国立民族学博物館
13:30-16:30 ―夏のみんぱくフォーラム 2011」関連
開場 13:00
みんぱく映画会／みんぱくワールドシネマ「サ 講堂
ムソンとデリラ」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/minpakuforum/20110619oce/
9:30-16:30

国立天文台
岡山天体物理観測所特別公開 2011

国立天文台
岡山天体物理観測所

http://www.oao.nao.ac.jp/public/event/op2011/
27 日（土）

27 日（土）

10:00-12:00

第 149 回 くらしの植物苑観察会
「朝顔の仕分け」

国立歴史民俗
博物館くらしの植物苑

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/plant_now.html
国立民族学博物館
みんぱくミュージアムパートナーズ
本館 第 7、第 5 セミナー室
イベント・ワークショップ
11:00-16:00
☆夏休みものづくりワークショップ「帆つきアウ 及 び 玄 関 前 水 槽 （ 帆 走 体
験）
トリガーカヌーを作って帆走させよう！」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/partners/event.html#canoe

28 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
国立民族学博物館
そう 第 219 回講演「文化をまもる」

8 月 29 日（月）
-9 月 1 日（木）

10:00-16:00

統計数理研究所公開講座
「多変量解析法」

統計数理研究所
大会議室

http://www.ism.ac.jp/lectures/23e.html
9月
日程
1 日（木 ）

4 日（日）

4 日（日）

時間

行事名
平成 23 年度 国立情報学研究所 市民講座
18:30-19:45 第 3 回「コミュニケーションを科学する－井戸
端会議の中の構造とは？」
http://www.nii.ac.jp/shimin/
KEK 一般公開
9:00-16:30
「宇宙・物質・生命」− 見えない世界を探る −
http://www.kek.jp/openhouse/2011/
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 220 回講演「パレスチナ刺
繍と女性たち」
第 333 回歴博講演会「米と長寿の民俗」

場所
学術総合センター

高エネルギー加速器研究
機構（KEK）

国立民族学博物館

10 日（土）

14:00-16:00

10 日（土）
（予定）

みんぱくミュージアムパートナーズ
イベント・ワークショップ
国立民族学博物館
☆「点字教室」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/partners/event.html#tenji
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国立歴史民俗博物館

東京国際科学フェスティバル 2011

9 月 10 日（土）
-10 月 10 日（月）

都内全域
提案・運営機関体：国立天
文台

http://tokyo.sci-fest.net/2011/ja/apply/entry.html
11 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 221 回講演「影絵人形芝 国立民族学博物館
居ワヤン・クリットのこと」

11 日（日）

時間未定

ＪＡＸＡ 宇宙学校・くらよし

鳥取県立倉吉未来中心

17 日（土）

13:30-15:00
開場 13:00

第 400 回記念 みんぱくゼミナール
「グローバリゼーションと移民」

国立民族学博物館
講堂

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar11.html
みんぱくウィークエンド・サロン18 日（日）
14:30-15:30 研究者と話そう 第 222 回講演「韓国系移民 国立民族学博物館
はどうして多いのか？」
主催：国文学研究資料館
特別展示「近衞家陽明文庫 王朝和歌文化
東京ウィメンズプラザ ホー
14:00-15:30
19 日 （ 月 ・
一千年の伝承」事前講演会
ル（渋谷区）
祝）
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/
統計数理研究所公開講座
「モデルフリー制御器設計の新展開 ―
所外会場（京都テルサ）
10:00-18:00
21 日（水）
FRIT(Fictitious Reference Iterative Tuning)法
-22 日（木）
の基礎理論とその応用－」
http://www.ism.ac.jp/lectures/23f.html
9 月 22 日（水）
-11 月 29 日
（火）

10:00-17:00

企画展「インド ポピュラー・アートの世界～近 国立民族学博物館
代西欧との出会いと展開」
企画展示場Ａ

24 日（土）

13:30-15:00

第 150 回 くらしの植物苑観察会
「縄文人が利用したマメ類」

25 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 223 回講演「アフリカのケ 国立民族学博物館
ータイ最新事情」

10 月
日程

時間

行事名

場所

1 日（土）

13:30-15:30

歴博映画の会「金沢の暮らしと技術」

国立歴史民俗博物館

14:30-15:30

企画展「インド ポピュラー・アートの世界～近
代西欧との出会いと展開」関連
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 224 回講演「タイトル未定」

18:30-19:45

平成 23 年度 国立情報学研究所 市民講座
第 4 回「インターネット時代の文字コード－漢
字コードの迷信を打破する！」

2 日（日）

5 日（水 ）

http://www.nii.ac.jp/shimin/
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国立歴史民俗博物館

学術総合センター

10 月 6 日（木）
-12 月 6 日（火）

10:00-17:00

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし―
―ドイツコレクションを中心に」

国立民族学博物館
特別展示館

http://www.minpaku.ac.jp/special/20111006aynu/
8 日（土）

14:00-16:00

第 334 回歴博講演会
「古代の都と太宰府・多賀城」

国立歴史民俗博物館

10 月 8 日（土）
-12 月 4 日（日）

10:00-16:30

特別展示「近衞家陽明文庫 王朝和歌文化
一千年の伝承」

国文学研究資料館
展示室

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/
10 月 14 日（金）、
28 日（金）
11 月 11 日（金）、
18 日（金）
12 月 2 日（金）

14:30-16:00

連続講演「古典資料の創造と伝承」

国文学研究資料館
大会議室

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/lecture/

11:00-12:00

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 225 回講演「タイトル未定」

9 日（日）

13:30-16:00

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連 みんぱく
映画会「TOKYO アイヌ」

国立民族学博物館

15 日（土）

13:30-15:00
（開場
13:00）

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連 第 401 回
みんぱくゼミナール「物にみるアイヌ文化の地
域性」

国立民族学博物館
講堂

14:00-15:00

企画展「インド ポピュラー・アートの世界～近
代西欧との出会いと展開」関連
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 226 回講演「タイトル未定」

16 日（日）

14:00-15:30

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連 「アイヌ音
楽ライブ トンコリ×ウポポ」（仮題）

国立民族学博物館

18 日（火）
-2１日（金）

10:00-16:00

統計数理研究所公開講座
「統計学概論」

統計数理研究所
大会議室

9 日（日）

16 日（日）

http://www.ism.ac.jp/lectures/23c.html

22 日（土）

10:15-12:15
14:00-16:00

22 日（土）

13:30-15:30

23 日（日）

14:30-15:30

10 月 25 日（火）
-11 月 6 日（日）

9:30-16:00

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連 ワークショ
ップ ムックリ体験

国立民族学博物館

くらしの植物苑観察会
国立歴史民俗博物館
「佐倉城址の秋の植物」
くらしの植物苑
特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 227 回講演「タイトル未定」
重要文化財 洛中洛外図屏風甲本公開

10

国立歴史民俗博物館

13:00-17:00

国立歴史民俗博物館
第 78 回 民俗展示の新構築１
「近代化のなかの誕生と死」

30 日（日）

11:00-12:00

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連
国立民族学博物館
みんぱくウィークエンド・サロン研究者と話そう 第 228 回講演「タイトル未定」

30 日（日）

13:30-16:30

特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」関連 みんぱく映
画会「Beautiful Japan」

29 日（土）

早稲田大学小野記念講堂

国立民族学博物館

【教員の受賞情報等】
高エネルギー加速器科学研究科
加速器科学専攻
○木村誠宏 准教授、高田卓 助教（筑波大学）、村上正秀 名誉教授（筑波大学）
米国低温工学学会 最優秀研究論文賞 受賞
素粒子原子核専攻
○西田昌平 助教
TIPP 2011 Best Poster Award 受賞
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【編集後記】
総研大ニューズレター第 39 号をお届けします。
８月に入って全国的に連日、暑い日が続いているようです。東京電力管内では電力不足に伴い
前年度比 15％減の節電要請がありますが、各方面の様々な節電への取り組みの成果もあって、今
のところ目標は達成できているようです。
さて、夏休みに入ったこともあって、各基盤機関では小中高校生を主な対象とする催しが本誌
「イベント情報」欄にも盛りだくさんとなっています。機関毎に工夫された各種イベントに数多
くの児童・生徒が参加してくれて、その体験を通して科学への関心を持ってもらえればと思いま
す。

◎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
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