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【今月のトピックス】
第 2 回 ＵＳＴ－総研大共同セミナー

平成 27 年 11 月 26 日から 28 日の 3 日間、本学の協定締結大学である、韓国の科学技術聯合大
学院大学校（University of Science and Technology, UST）と、葉山キャンパスにて学融合レク
チャー “総研大－ＵＳＴ共同セミナー 「ビッグデータと計算科学ワークショップ」”を実施
しました。UST からは教員 11 名、学生 16 名、職員 5 名が参加しました。また総研大からは、教員
（実行委員）7 名（永山理事、生理科学専攻 池中教授、情報学専攻 宇野教授、統計科学専攻 持
橋准教授、生命共生体進化学専攻 佐々木教授及び印南准教授、学融合推進センター長 平田教授）、
学生 7 名の他、あわせて実施された総研大と UST の懇親会や教官会議では、学長、理事や様々な
専攻から教員の方々が参加されました。
初日は韓国の学生とともに鎌倉の寺院を訪れ、鎌倉観光ボランティア協会の方のご支援のもと、
日本文化に親しんでいただきました。
また、初日の夜には湘南国際村センターにて懇親会を開催しました。長谷川眞理子副学長、実

行委員長の永山理事、及び UST の Choi, Jeong-Kil 教授よりご挨拶をいただいた後、地域文化学
専攻の朝倉敏夫教授より、「日韓食文化」をテーマにご講演いただき、日韓の学生・教職員の親
睦を深めました。

懇親会の後、日韓教官会議が開催され、UST の教員と本学の実行委員に加え、長谷川副学長、加
速器科学専攻 両角講師が参加されました。本学と UST の相互理解を深めるとともに、お互いの課
題を共有し、将来的な連携の方向性について議論いたしました。翌日も教官会議を開催し、岡田
学長、田村理事もご参加され、継続的に議論を行い、今後のセミナーでは、UST や本学の持つ中国
やベトナム等との連携を活用し、4 か国での共同開催が実施できないか、検討を行っていくことと
なりました。
共同セミナーは、ビッグデータに焦点をあて、ビッグデータとは何か、ビッグデータはどのよ
うに扱うべきか、そしてどのように活用すべきかを、身の回りにある日常的なデータを使いなが
ら、座学形式ではなく、ワークショップ形式で学ぶもので、6 名程度のグループを 4 つ作り、グル
ープワークを中心に進められました。最後は、グループごとのプレゼンテーションコンテストが
行われ、教員・学生の投票により優勝グループが決定されました。
UST との共同セミナーは今回が 2 回目となりますが、今回はワークショップ形式であったことも
あり、両国の学生のコミュニケーションが非常に活発に行われました。また、同時に行われた教
官会議においても、お互いの課題の共有とともに、将来的な連携が具体的な形で有意義な検討が
行われました。

【国際・社会連携課】

学生企画事業

ＵＲＡカフェ

11 月 14 日(土)都内にて、｢総研大 URA カフェ｣を開催しました。本イベントは、University
Research Administrator (以下、URA)について大学院生や若手研究者に紹介し、参加者自身の今
後の研究活動やキャリアを考えるイベントです。他大学も含め 21 人の学生が参加し、全体では 34
人と、予想をはるかに越える多数の参加者がありました。参加学生の専門分野も宗教学や天文学、
高エネルギー科学、核融合科学、脳科学、遺伝学など、実に多様で、異分野交流の機会となりま
した。集まった参加者の動機は、URA がどのような仕事なのか知りたい、将来のキャリアの一つに
なり得るかどうか考えたい、広報に興味があるなど、様々でした。イベントでは、学生企画事業
の担当学生による調査結果の発表、URA・URA 類似職の 3 名の方々による発表、そして参加者から
URA の方々への質問、というプログラムを組み、URA についていろいろな角度から理解を深めた後
に会場全体での意見交換を行いました。講演でお話いただいた、坂本貴和子先生(生理学研究所特
任助教)と、鈴木友先生(金沢大学 URA)は総研大修了生であり、参加した総研大生にとっては URA
として活躍する先輩のお話を聞ける機会となり、刺激を受けたに違いありません。さらに、総研
大の学融合推進センターの先生方、そして信州大学 URA 室長の杉原伸宏先生にもゲストとしてご
来場いただき、多くの貴重なコメントをいただきました。
大学院生や若手研究者のうちから現職の URA に話を聞き、その仕事の実際を知る機会は、日本
ではこれまでほとんど例がなく、本事業の特にユニークな部分です。URA の仕事は実際にはとても
広い範囲に及んでいるのですが、申請支援や広報活動などの外から見えやすい URA の姿ばかりに
私たちは注目してしまいがちです。その点、本イベントでは、URA は所属研究機関の経営戦略に深
く関わり、機関の研究活動を推進させるための支援をしているマネジメント職である、というこ
とを現職の URA のエピソードから伺い知ることができました。すなわち、各研究機関が目指すビ
ジョンを実現するために、個々の URA は研究活動全体を俯瞰する視点を持ち、最短かつ最適な戦
略を立てて行動しています。多くの大学院生は、日頃、個々の研究に向き合う中で近視眼的にな
りがちですが、参加者の皆さんは本イベントを通して URA を知ることで、専門や組織を超えた大
きな枠で、自身の研究活動を俯瞰できたのではないでしょうか。「総研大 URA カフェ」の参加者
が、5 年後、10 年後に未来の日本の研究活動をリードしていく研究者になることを願っています。

URA への質問を考える参加者たちの様子

参加者から URA への質問の様子

【学生企画事業「総研大 URA 研究会」代表

生理科学専攻

学生

菊地原沙織】

大学共同利用機関シンポジウム 2015

11 月 29 日（日）にアキバスクウェアにおいて、大学共同利用機関シンポジウム 2015「研究者
に会いに行こう！」が開催されました。今回は全参加機関の 21 機関それぞれの研究者が研究の面
白さや最新トピックスについてミニ講演を行いました。総研大からは長谷川眞理子 副学長より
「総研大とは -トンガッタ研究者を育てる-」と題して総研大の紹介をしていただきました。当日
は 600 人を超える多くの方がお越しくださり、大変盛況なシンポジウムとなりました。
今年も講演会場の隣では大学共同利用機関法人等の各機関のブースが設置されました。ミニ講
演の題材（詳細は https://www2.kek.jp/intersympo/2015/）に合わせた展示もあり、歴博では「骨
考古学」に関連した骨の展示、情報研ではコンピューターと金魚が一緒にいる水槽の展示など各
機関において趣向を凝らした魅力的な展示がされていました。
その一角に総研大もブースを設けて、参加者の皆様に総研大を紹介してきました。今年は総研
大ブースの立地が良く（ありがとうございました！）、配布用の資料・グッズが早めに無くなっ
てしまいましたが、資料が無くなった後も、参加者の皆様に口頭で色々と説明させていただきま
した。各機関のブースでも総研大・専攻の説明をしてくださっているという話をちらほら聞き、
大変嬉しかったです。
最後になりますが、今年度のシンポジウムの幹事をされましたＫＥＫの皆様、誠にありがとう
ございました。この場を借りて御礼申し上げます。
【広報社会連携室】

【イベント情報】
●総研大の行事
1月
開催日
時間帯
10月13日(火)2月16日(火)
18:15-19:45
毎週火曜日

イベント名称・開催場所

参考URL

学融合レクチャー｢科学と対話｣
国立情報学研究所、日本科学未来館

https://www.soken.ac.jp/eve
nt/20151013/

8日(金)-9日
(土)

生命共生体進化学専攻オープンキャンパス
葉山キャンパス

https://www.soken.ac.jp/eve
nt/oc20160108/

10日(日)

学融合推進センター・戦略的共同研究・学内公開
セミナー「料理の環境文化史：生態資源の選択、 https://www.soken.ac.jp/eve
収奪、消費の過程が環境に与えるインパクト」
nt/20160110/
国立民族学博物館

13:15-16:45

18日(月)-19日
(火)

学融合推進センター・萌芽的研究会「惑星科学と
https://www.soken.ac.jp/eve
社会の相互の関係の在り方についての研究会」
nt/20150118-19/
JAMSTEC高知コア研究所

26日(火)-28日
(木)

総研大アジア冬の学校
国立天文台

28日(木)-29日
(金)
31日(日)

14:00-16:00

http://hinode.nao.ac.jp/Asi
an_WS/

2015学融合推進センター公募型研究事業・公開研 http://cpis.soken.ac.jp/pro
究報告会
ject/research/koukaihoukoku
IPC生産性国際交流センター（葉山）
/index.html
サイエンスカフェ 「脳とコンピューターをつなげ
る」
理科ハウス（逗子）

2月
開催日

時間帯

15日(月)-16日
(火)

イベント名称・開催場所

参考URL

総合教育科目「生命科学と社会Ⅰ」
葉山キャンパス

https://www.soken.ac.jp/eve
nt/seimeikagakutosyakai1/

総研大アジア冬の学校（NARIT-UST-GUAS Radio
Astronomy Winter School 2016）
Eastin Tan Hotel Chiang Mai
天文科学専攻 スプリングスクール（春の体験入
学）
国立天文台三鷹キャンパス

15日(月)-19日
(金)
29日(月)-3月3
日(木)
29日(月)-3月4
日(金)

遺伝学専攻(遺伝研)体験入学
国立遺伝学研究所

http://www.narit.or.th/en/i
ndex.php/raws2016
http://guasastronomy.jp/springs.html

春休み定期コース http://www.nig.ac.jp/nig/ja
/phd-program/taiken

●基盤機関の行事
1月
開催日

時間帯

10月31日(土)1月11日(月・ 9:30-17:00
祝)
12月1日(火)-1
9:30-16:30
月31日(日)

イベント名称・開催場所
参考URL
巡回展「岩に刻まれた古代美術―アムール河の少 http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/exhibition/thematic/tr
数民族の聖地シカチ・アリャン」
aveling/sikachi_yokohama
横浜ユーラシア文化館 3階企画展示室ほか
http://www.rekihaku.ac.jp/e
くらしの植物苑特別企画 冬の華・サザンカ
xhibitions/plant/project/ne
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
xt.html

12月10日(木)10:00-17:00
1月26日(火)

年末年始展示イベント「さる」
国立民族学博物館 本館展示場

12月15日(火)9:30-16:30
2月7日(日)

第3・第4展示室特集展示「夷酋列像－蝦夷地イ
メージをめぐる人・物・世界ー」
国立歴史民俗博物館 第3・第4展示室 副室

ナビひろば

http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/eto/2016saru
http://www.rekihaku.ac.jp/e
xhibitions/special/index.ht
ml

5日(火)

14:00-16:00

平成27年度遺伝研国際シンポジウム「Japan Q-Bio http://www.nig.ac.jp/labs/C
Week」
elArchi/nigsymposium2016/in
東京大学、国立遺伝学研究所
dex.html

8日（金)～13
日（水)
9日(土)

第296回日文研フォーラム「日本美術に見るユーモ
ア――河鍋暁斎の動物戯画と暁斎が笑った明治の http://events.nichibun.ac.j
西洋化」
p/ja/
ハートピア京都 大会議室

13:00-15:00

10日(日)

11:00-12:00

10日(日)

13:30-16:30

11日(月・祝)

10:30-16:30

第385回歴博講演会「にせものの文化史」
国立歴史民博物館 講堂

http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/lecture/index.html

みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そ
う「バリ島の仮面作りと職人－命をふきこむ技と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
祈り」
seum/event/salon/409
国立民族学博物館 第3セミナー室（本館2階）→
東南アジア展示場（本館展示場）
http://www.minpaku.ac.jp/mu
みんぱく映画会「虹の兵士たち」
seum/event/forum/201512seas
国立民族学博物館 講堂
ia/index#eiga
年末年始展示イベント「さる」関連イベント
関連プログラム「ふむふむ なるほど！みんぱく初
歩き ワークブックとえんぴつをもって展示場を http://www.minpaku.ac.jp/mu
めぐろう！」
seum/event/eto/2016saru
国立民族学博物館 エントランスホール（本館1
階）

11日(月・祝)

年末年始展示イベント「さる」関連イベント
関連プログラム「おりがみで遊ぼう！～干支シ
リーズ「申」」「新年初折りに挑戦！がんばって http://www.minpaku.ac.jp/mu
三猿を折ってみよう」
seum/event/eto/2016saru
国立民族学博物館 エントランスホール（本館1
階）

11日(月・祝)

13:30-15:00

年末年始展示イベント「さる」関連イベント
http://www.minpaku.ac.jp/mu
トークイベント「みんぱく×ニフレルー人と生き
seum/event/workshop/nifrel2
物をつなぐ」
0160111
国立民族学博物館 本館第5セミナー室

16日(土)

13:00-17:00

第100回歴博フォーラム「申年のサル」
ヤクルトホール

http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/forum/index.html

16日(土)

13:30-15:00

みんぱくセミナール「東南アジアの人形芝居」
国立民族学博物館 講堂

http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/seminar/452

17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「画像データベースで見る・学ぶ「近代日本の http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/salon/410
身装文化」」
国立民族学博物館 本館第3セミナー室

23日(土)

13:30-15:30

24日(日)

10:00-16:00

24日(日)

11:00-12:00

24日(日)

11:30-12:00
14:00-14:30

http://www.rekihaku.ac.jp/e
第202回くらしの植物苑観察会「山菜利用の変化」
xhibitions/plant/observatio
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
n/index.html
年末年始展示イベント「さる」関連イベント
関連プログラム「干支の申で絵馬を作ろう」「展
示場のさるをスケッチしよう！みんなで大きな絵 http://www.minpaku.ac.jp/mu
馬ができるかな」
seum/event/eto/2016saru
国立民族学博物館 エントランスホール（本館1
階）
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そ
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う「東南アジアの人形芝居－撮影裏話」
seum/event/salon/411
国立民族学博物館 本館展示場
年末年始展示イベント「さる」関連イベント
関連プログラム「西アフリカの昔話を語る」「干
支の動物が西アフリカの昔話に登場するよ！どん http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/eto/2016saru
な動物かお楽しみに」
国立民族学博物館 エントランスホール（本館1
階）

24日(日)

13:30-16:00

30日(土)

10:30-12:00

30日(土)

13:00-16:00

みんぱく映画会「消えた画 クメール・ルージュ
の真実」
国立民族学博物館 講堂
太田朋子名誉教授 クラフォード賞受賞記念講演
会
三島市民文化会館小ホール
みんぱく映画会 みんぱくワールドシネマ「あの
日の声を探して」
国立民族学博物館 講堂

http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/forum/201512seas
ia/index#eiga
https://www.city.mishima.sh
izuoka.jp/ipn023494.html

30日(土)-31日 30日10:30-19:00
(日)
31日9:30-12:00

公開シンポジウム「アンデス文明初期の神殿と権
力生成」
http://www.minpaku.ac.jp/mu
キャンパス・イノベーションセンター東京 1階国 seum/event/rm/20160130-31
際会議室

31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
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う「チョコレート博物館」
seum/event/salon/412
国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば）

開催日

時間帯

イベント名称・開催場所

参考URL

6日(土)

13:00-16:15

みんぱく映画会「波伝谷に生きる人びと」
国立民族学博物館 講堂

http://www.minpaku.ac.jp/si
tes/default/files/minpaku_c
alendar201510_201603.pdf

6日(土)

13:30-17:00

第26回歴博映画の会「酒造技術の継承」
国立歴史民俗博物館 講堂

http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/movie/index.html

7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
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う
seum/event/salon
国立民族学博物館

13日(土)

11:00-13:00

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「ドキュメンタリー映画で知るマレーシア
seum/event/workshop/ws_2016
の影絵芝居の現在」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）

13日(土)

13:00-15:00

第386回歴博講演会「石碑の中に歴史をよむ」
国立歴史民俗博物館 講堂

14日(日)

11:00-13:00

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「バリ島の影絵芝居：お話とワークシッ
seum/event/workshop/ws_2016
プ」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）

14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
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う
seum/event/salon
国立民族学博物館

19日(金)

14:00-16:00

第297回日文研フォーラム「ロシア文学における日
http://events.nichibun.ac.j
露戦争の記憶 ――「日本」の表象を中心に――」
p/ja/
ハートピア京都 大会議室

20日(土)

10:30-17:00

歴博映像フォーラム10「屋久島の森に眠る人々の
http://www.rekihaku.ac.jp/e
記憶」
vents/lecture/index.html
新宿明治安田生命ホール

20日(土)

11:00-13:00

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「ジャワの影絵芝居：パフォーマンスと
seum/event/workshop/ws_2016
ワークショップ」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）

20日(土)

13:30-15:00

みんぱくゼミナール「みんぱくにタイ寺院ができ
http://www.minpaku.ac.jp/mu
るまで」
seum/event/seminar/453
国立民族学博物館 講堂

2月

http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/lecture/index.html

21日(日)

11:00-13:00

21日(日)

14:30-15:30

23日(火)-4月3
9:30-16:30
日(日)

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「インドネシアの仮面舞踊：お話とワーク
seum/event/workshop/ws_2016
ショップ」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そ
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う
seum/event/salon
国立民族学博物館
http://www.rekihaku.ac.jp/e
第3展示室 特集展示「和宮ゆかりの雛かざり」
xhibitions/special/index.ht
国立歴史民俗博物館 第3展示室
ml

24日(水)

特別展「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・ http://www.minpaku.ac.jp/mu
物・世界―」特別公開・内覧会
seum/exhibition/special/201
国立民族学博物館 特別展示館
60225/index

25日(木)～5月
10:00-17:00
10日(火)

特別展「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・ http://www.minpaku.ac.jp/mu
物・世界―」
seum/exhibition/special/201
国立民族学博物館 特別展示館
60225/index

27日(土)

11:00-13:00

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「ラオスの自然から生まれるパフォーマン
seum/event/workshop/ws_2016
スとワークシップ」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）

27日(土)

13:30-15:30

第203回くらしの植物苑観察会「くらしに息づく植
物」
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑

28日(日)

11:00-13:00

新展示関連ワークショップ「東南アジアの仮面と
http://www.minpaku.ac.jp/mu
人形」「カンボジアの影絵芝居：お話とワーク
seum/event/workshop/ws_2016
ショップ」
0213-0228
国立民族学博物館 第5セミナー室（本館2階）

28日(日)

14:30-15:30

みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そ
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う
seum/event/salon
国立民族学博物館

【受賞】
○物理科学研究科 核融合科学専攻 鈴木康浩 准教授、横山雅之 教授ら、および藤堂泰 教授ら
プラズマ・核融合学会 「第 20 回技術進歩賞」 受賞
○複合科学研究科 統計科学専攻 早水桃子 学生
Google 「アニタ ボルグ記念奨学金（アジア太平洋地域）」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 北村大地 学生
第 9 回 IEEE SPS 「Japan Student Paper Award」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 稲邑哲也 准教授ら
計測自動制御学会 「2015 年システム・情報部門 SSI 優秀論文賞」 受賞
○生命科学研究科 遺伝学専攻 北野潤 教授
生命科学研究科 生理科学専攻 西村幸男 准教授
日本学術振興会 「第 12 回（平成 27 年度）日本学術振興会賞」 受賞
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 豊田賢治 修了生
井上科学振興財団 「井上研究奨励賞」 受賞
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 蟻川謙太郎 教授
日本比較生理生化学会第 37 回大会 「日本比較生理生化学会 学会賞」 受賞

【編集後記】
今年は暖冬だと気を抜いていたら、最近とても
寒くなってきて風邪をひきそうです。忘年会・新
年会・年末年始で食べ過ぎ・飲み過ぎてはいませ
んか？体調を戻しつつ新年頑張りましょう！
さて、前年の 12 月 16 日に葉山キャンパスで学
融合セミナーが開催されました。今回は学融合推
進センターに 11 月に着任された菊地浩平 助教か
ら「手話を用いた相互行為の微視的分析」と題し
て講演が行われました。また新たな研究分野の教
員が学融合推進センターに加わり、さらなる学融
合を目指して、楽しくなりそうです。
広報社会連携室 Ｙ．Ｈ
○広報社会連携室では、総研大の研究成果をメディアを
通じて広く社会に発信しています。特に、総研大在学生
が筆頭著者として研究論文を出版する際、プレスリリー
スを行う場合は、総研大と所属専攻（基盤機関）との共
同プレスリリースを行っておりますので、是非総研大広
報社会連携室までご連絡ください。
○各専攻の学生・担当教員の「メディア出演」、
「受賞・
表彰」および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ
活動等の社会連携・貢献活動」についてニューズレター、
ウェブ掲載等により発信しておりますので、各種情報を
是非お寄せください。
○研究論文を投稿する場合や、メディア等に出演される
場合は、
「総合研究大学院大学」と表記いただきますよう、
総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。

椿・ススキと葉山キャンパス
発行
編集

2016 年 1 月 6 日

神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
広報社会連携室
TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp
※(at)は@に変換してください。
ⓒ2016SOKENDAI

