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【今月のトピックス】

賀詞交換会を開催3 月 8 日
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サイエンスカフェ「カラスなぜ鳴くの？」-カラスの鳴
き声の研究平成 25 年度総研大国際シンポジウム「遺伝子と文化か
ら明らかにする人類の多様性:アジア･オセアニアを中
心に」
「異分野結合フォーラム」-知識結合の拠点形成に向け
て平成 25 年度総研大国際シンポジウム一般公開「人類地
球をうごく」
総合教育科目「専門基礎 AⅢ統計科学基礎」
学融合推進センター学内公開セミナー「科学技術コミュ
ニケーションの実践知理解に基づくディスカッション
型教育メソッドの開発」
学融合推進センター学内公開セミナー「強い磁場がもた
らす新しい現象」
総合教育科目「専門基礎 AⅡ論理学基礎」
国立遺伝学研究所 体験入学
国立遺伝学研究所 見学会
自然科学研究機構シンポジウム
国立天文台スプリングスクール「春の体験入学」
学術交流会
平成 26 年 1 月 6 日（月）に、総合研
長倉研究奨励賞 発表会
究大学院大学平成 26 年賀詞交歓会が１
長倉研究奨励賞 授与式
階食堂において開催されました。開会に
学位記授与式
あたり、高畑学長より、総研大の新年に
基礎生物学専攻 オープンキャンパス・大学院説明会
向けた抱負について挨拶がありました。
参加者は終始、和やかな雰囲気の中、旧
年を振り返りつつ新しい年に向けて、相
互に歓談を行いました。

【文責
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総務課】

生命共生体進化学専攻オープンキャンパスを開催
生命共生体進化学専攻は、1 月 10 日（金）及び 11 日（土）の 2 日間にわたり葉山キャンパスに
おいて、オープンキャンパスを開催いたしました。本研究科では毎年 2 回オープンキャンパスを
開催しており、今回は 4 名の参加がありました。
平田学長補佐による「総研大と全学事業の紹介」、佐々木専攻長の「生命共生体進化学専攻の
概要説明」から始まり、各分野の研究内容紹介やラボ見学ツアー、情報交換会などが行われまし
た。各参加者は説明に真剣な面持ちで聞き入り、教員に熱心に質問していました。
アンケートでは「教員の方と学生の距離がかなり近いのが印象的だった」「教員の方々の専門
分野が幅広いと思った」「大学院生の話が聞けてよかった」「今後の進路決定の参考になった」
「教員の方と直接たくさんの話ができてよかった」等の感想が聞かれ、大変充実した開催となり
ました。
【プログラム概要】
1 日目
・総研大と全学事業の紹介
・生命共生体進化学専攻の概要説明
・カリキュラム・入試に関する説明
・研究内容紹介
・在学生の紹介とメッセージ
・ポスター説明＆情報交換会
2 日目
・ラボ見学ツアー

【文責 総務課】

平成 25 年度学融合研究事業・公開研究報告会を開催
学融合推進センターでは、総研大内の専攻横断的
な研究を公募し、支援を行ってきました。その支援
を受けた研究課題の代表者（もしくは代理研究者）
が 1 年間の中間報告、もしくは最終報告を行う場が、
公開研究報告会です。これは、研究課題の評価を行
う場ではなく、他分野の研究者からのコメントが新
たな気づきや展開を生み、課題研究をより発展させ
ていくことを目的とした場です。また、参加者の交
流を通して新たな融合研究の創出を目指す、出会い
の場でもあります。
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今年の公開研究報告会は、1 月 23 日(木)、24 日(金)に学
融合推進センター1 階ホールにおいて開催され、18 課題につ
いて、口頭及びポスターの形式でこれまでの成果が発表され
ました。その内、中間報告を行うポスター発表に対しては、
ポスター賞を選定しておりますが、今年度のポスター賞は参
加したすべての教員による投票で決定され、比較文化学専攻
の菊澤律子准教授の「手話言語学を世界へつなぐ -メディア
発信と e-learning 開発に向けて-」と、地域文化学専攻の野
林厚志教授の「『料理』の環境文化史：生態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に与えるイン
パクト」の 2 課題が同点 1 位でポスター賞に選ばれました。この 2 課題については、特典として
次年度の研究費に 25 万円が加算されます。
また、今回の公開研究報告では、上記の発
表の他、現在進行中の総研大研究プロジェク
ト企画会議の進捗状況の報告が行われ、その
在り方と今後の展開に関する議論がなされま
した。総研大研究プロジェクト企画会議とは、
総研大らしい融合研究プロジェクトの創出を
目指した会議ですが、総研大内の他分野の研
究を知り、交流する場としても機能してきて
います。次回は平成 26 年 3 月 14 日（金）の
午後に遺伝研で行われますので、ご都合のよ
ろしい方はぜひご参加ください。企画会議の
詳しい内容は学融合推進センターのホームペ
ージをご覧ください。
今年も、各基盤機関及び葉山キャンパスから 50 名を超える方が集まり、分野を超えた活発な議
論がなされました。また、懇親会にも多くの方が参加され、研究交流という、公開研究報告会の
もうひとつの目的も達成されたと思います。この研究報告会は、総研大内の様々な分野の研究者
が葉山に集まり、泊りがけで交流できる数少ない機会でもありますので、これまで参加されてい
ない方も、ぜひ来年は参加を検討してみてください。

【文責 学融合推進センター 助教 塚原直樹】

総研大レクチャー『学術映像の基礎－みる・つくる 2013』の第 2 部を開催
1 月 22 日、国立民族学博物館（以下、民博）において、総研大レクチャー「学術映像の基礎−
みる・つくる 2013」（代表 久保正敏、以下、学術映像の基礎）の第 2 部が開催されました。「学
術映像の基礎」は、映像の初学者を対象に 2005 年度から開催されており（2009 年度までは「科学
映像の製作理論と製作」）、第 1 部では撮影・編集実習を、第 2 部では完成作品の上映と講評を
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行います。それに加え、映像を創造的に活用されて
いる研究者を様々な分野からお招きして最新のお
話をうかがいます。ちなみに、本年度は撮影実習を
長野県の国立天文台野辺山にて実施させていただ
きました（2013 年 8 月 28 日〜31 日）。
この度開催しました第 2 部では、最初に久保正敏
先生（地域文化学専攻、民博）から、文化科学にお
ける学術映像の活用事例として、民博において映像
制作、その保存と活用（アーカイブズ）方法につい
て、民博で開催された科学映像祭について、ご講義
いただきました。続いて、倉田智子先生（基礎生物学専攻、基礎生物学研究所、以下、基生研）
からは、自然科学における学術映像の活用事例として、基生研でみずから撮影された顕微鏡映像
や研究所の日常を事例にとり、撮影方法や機材の選び方について、様々な事例を挙げて詳しくお
話いただきました。
以上の前半に続いて、後半では、受講生による映像の上映と
講評を行いました。受講生が国立天文台野辺山で制作した作品、
あるいは新たに自身の研究を映像化した作品を順に上映し、大
森康宏先生（立命館大学映像学部、総研大・民博 名誉教授）と
筆者が中心となり、参加者全員で講評します。受講生はいずれ
もビデオカメラによる映像制作は初めての経験でしたが、時間
をかけて撮影・編集し、撮影対象者に対する倫理的配慮もしっ
かり意識することにより、素晴らしい作品を完成することがで
きました。
「学術映像の基礎」は、次年度も開催を予定していますので（現在申請中です）、関心がある
方は、ぜひご参加ください。
【文責 学融合推進センター 客員研究員 村尾静二】

JAXA 宇宙科学研究所、イプシロン搭載宇宙科学ミッションなどの公募を開始
JAXA 宇宙科学研究所は、JAXA 統合後も我が国の宇宙科学に係る学
術研究の中核的な研究拠点として、これまで様々な科学衛星プロジ
ェクトや観測ロケット、大気球実験などを大学共同利用により実施
してきました。昨年は JAXA が開発した新型の固体燃料ロケット「イ
プシロン」ロケットに搭載された小型科学衛星シリーズの 1 号機で
ある SPRINT-A 「ひさき」が軌道投入されたところであり、現在 2
号機の ERG 衛星の開発も進められているところです。
小型科学衛星シリーズに続いて、宇宙理学委員会・宇宙工学委員
会を中心とした学術コミュニティは、将来を見据えた宇宙科学のロ
ードマップ策定作業を進めており、小型科学衛星の成果を活用しつ
つイプシロンロケットを利用した公募型小型計画を、戦略的中型計
画・小規模プロジェクトとともに、宇宙科学研究推進の 3 つの柱の
一つとして定義しようと検討を進めています。
こうした状況を踏まえ、宇宙科学研究所は、公募型小型計画に発
展するイプシロンロケットを打ち上げ手段として用いた世界の宇宙
科学をリードする一級の科学的成果が期待される、小型の計画の公募を全国の大学等の宇宙科学
のコミュニティに対して発出しました。また同時に、大学共同利用の枠組みで実施されている従
来の大気球・観測ロケット実験と、イプシロンロケットを用いたプロジェクトや中・大型科学衛
星プロジェクトの間を埋める小規模の宇宙科学プロジェクトについても同時に募集を開始してい
ます。
【文責 宇宙科学研究所】
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【各種募集】 現在公募中の情報
応募期間
イベント名称･提出先
平成26年6月30日（月）必
平成26年度国立天文台共同開発研究等
着
国立天文台研究支援係
（研究集会第2回）

参考URL
http://jouhoukoukai.nao.ac.jp/
kouryuu/koubo/kyodokaihatsu
/index.html

【イベント情報】
●総研大の行事
2月
開催日

時間帯

イベント名称・開催場所
参考URL
サイエンスカフェ「カラスなぜ鳴くの？-カラ
http://www.soken.ac.jp/news_
スの鳴き声の研究-」
all/3261.html
逗子市 理科ハウス

1日(土)

14:0016:00

2日(日)3日(月)

10:00-12:00
15:00-18:00

3日（月）

10:00-12:00

3日(月)4日(火)

12:00-20:00
9:00-18:00

6日(木)7日(金)

13:00-17:25
9:00-15:30

8日(土)

13:30-18:00

24日(月)26日(水)

10:30-17:00
10:30-1700
13:30-16:30

26日(水)

13:00-16:00

26日(水)

13:00-16:00

27日(木)28日(金)

10:00-19:00
9:00-18:30

国際日本研究専攻 学位申請論文公開発
表会
国際日本文化研究センター
平成25年度総合研究大学院大学国際シン
ポジウム「遺伝子と文化から明らかにする
人類の多様性：アジア・オセアニアを中心
に」
総合研究大学院大学 講堂
第3回総研大「異分野結合フォーラム」－知
識結合の拠点形成に向けて－
総研大・学融合推進センター1階
総研大公開シンポジウム「人類 地球を う
ごく」
品川・ホテルゆうぽうと
総合教育科目「専門基礎AⅢ統計科学基
礎」
国立民族学博物館 第3セミナー室
学融合推進センター・育成型共同研究・学
内公開セミナー「科学技術コミュニケーショ
ンの実践理解に基づくディスカッション型教
育メソッドの開発」
日本科学未来館･会議室1
学融合推進センター・戦略的共同研究・学
内公開セミナー「強い磁場がもたらす新し
い現象」
高エネルギー加速器研究機構 研究本館1
館 第1会議室
総合教育科目「専門基礎AⅡ論理学基礎」
国立民族学博物館 第6セミナー室

3月
開催日

時間帯

イベント名称・開催場所

2日(日)8日(土)

宇宙科学専攻 公開論文発表会

10:00-14:00

3日(月)4日(火)

9:00-18:00
9:00-18:00

http://www.soken.ac.jp/news_
all/3260.html

http://www.soken.ac.jp/event/
20140208symposium/
http://www.soken.ac.jp/event/
201403_ics_a3_jpn/
http://www.soken.ac.jp/news_
all/3266.html

http://www.soken.ac.jp/event/
20140226/
http://www.soken.ac.jp/event/
201403_ics_a2_jpn/
参考URL
http://www.nig.ac.jp/jimu/soke
n/html/nyugaku/taiken/taiken.
html

遺伝研体験入学
国立遺伝学研究所

3日(月)

http://www.nichibun.ac.jp/ja/e
ducation/index.html

研究と生活の調和を目指して-ワタクシ的な
ことと研究のこと総研大･学融合推進センター
総合教育科目「専門基礎AⅠ進化という概
http://www.soken.ac.jp/event/
念」
201403_ics_a1_jpn/
国立民族学博物館 院生演習室
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5日(水)

12:15-18:00

8日(土)

10:30-17:00

8日（土）

13:00-16:30

10日（月）9:00-16:30
13日（木）
19日(水)20日(木)

13:00-18:00
9:00-15:30

19日(水)

13:00-16:00

20日(木)

9:00-10:45

20日(木)

13:30-14:30

26日(水)

10:00-

遺伝研見学会
国立遺伝学研究所
自然科学研究機構シンポジウム
名古屋市科学館サイエンスホール
高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器科学研究科大学院説明
会
国立天文台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
学術交流会
葉山キャンパス
長倉研究奨励賞 発表会
葉山キャンパス
長倉研究奨励賞 授与式
葉山キャンパス
学位記授与式
葉山キャンパス
基礎生物学研究所・基礎生物学専攻
オープンキャンパス・大学院説明会
基礎生物学研究所

http://www.nig.ac.jp/jimu/soke
n/html/nyugaku/taiken/taiken.
html
http://www.nins.jp/public_infor
mation/sympo16.php
http://soken.kek.jp/sokendai/
archives/3174.html
http://guasastronomy.jp/springs2014.html

http://www.nibb.ac.jp/graduat
e/index.html

●基盤機関の行事
2月
開催日

時間帯

11月7日(木)3月31日（月）

10:00-16:30

1日（土）

13:30-15:30

2日(日)

14:30-15:30

7日（金）

10:30-16:30

8日（土）

13:00-15:00

9日(日)

14:30-15:30

15日(土)

13:30-15:00

16日(日)

14:30-15:30

16日(日)

10:00-17:30

2月18日（火）3月30日（日）
2月19日（水）－
6月9日（月）

10:00－18:00

イベント名称・開催場所
常設展示「和書のさまざま」
国文学研究資料館・展示室
第20回歴博映画の会「酒造労働の現在-出
稼ぎから通勤へ-」
国立歴史民俗博物館・歴博講堂
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第330回
南米アンデス文明の神殿で発見されたジャ
ガー人間石彫
国立民族学博物館・展示場
統計科学専攻 学生研究発表会
統計数理研究所・セミナー室1
第362回歴博講演会「中世史料批判学の諸
問題」
国立歴史民俗博物館・歴博講堂
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第331回
＜驚異＞の文化史―アジャーイブとミラビリ
アってなに？
国立民族学博物館・展示場
みんぱくゼミナール 第429回「ベトナムの
黒タイのうた・おはなし」
国立民族学博物館・講堂
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第332回
重宝されるタパと織物
国立民族学博物館・展示場
国際シンポジウム「Desarrollo y Cambio
Social de las Sociedades Prehispánicas en
la Costa Sur del Perú」（ペルー南海岸にお
ける社会の実態と変容）
国立民族学博物館・第4セミナー室
和宮ゆかりの雛かざり
国立歴史民俗博物館
特別展「イメージの力―国立民族学博物館
コレクションにさぐる」（国立新美術館）
国立新美術館 企画展示室2E
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参考URL
http://www.nijl.ac.jp/pages/ev
ent/
http://www.rekihaku.ac.jp/eve
nts/movie/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/event/salon/330

http://www.rekihaku.ac.jp/eve
nts/lecture/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/event/salon/331
http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/event/seminar/429
http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/event/salon/332

http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/event/rm/rm20140216
http://www.rekihaku.ac.jp/exhi
bitions/project/special_03.html
http://www.minpaku.ac.jp/mus
eum/exhibition/thematic/pow
erofimg20140219/index

22日（土）－
23日（日）

10:30-

22日（土）

13:30-15:30

23日(日)

14:30-15:30

26日(水)

18:30-19:45

3月
開催日

時間帯

1日(土)－
2日(日）

10:00-

2日(日)

14:30-15:30

8日（土）

13:00-15:00

8日(土)

13:00-17:20

3月11日（火）5月6日（火）

9日(日)

14:30-15:30

15日(土）

13:30-15:00

16日(日)

13:30-16:30

16日(日)

14:30-15:30

20日(木）

10:00-

20日(木）

18:30-

22日（土）

13:30-15:30

23日(日)

14:30-15:30

30日(日)

14:30-15:30

30日(日)

国際シンポジウム「社会運動と知の生産ー
東アジアにおける政治・アイデンティティ・社
会変化」
国立民族学博物館･第4セミナー室
第179回「くらしを守るもりやはやし」
国立歴史民俗博物館・くらしの植物苑
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第333回
仮面が育む芸能―バリ島仮面舞踊劇トペ
ンの世界
国立民族学博物館・展示場
国立情報学研究所 市民講座第8回
「ソーシャルメディアからの社会予測 -ネッ
トに映る実社会とは？-」
学術総合センター
イベント名称・開催場所
国際シンポジウム「個人・家族・国家のゆく
え―文化人類学と人口学からの学際的ア
プローチ」
国立民族学博物館･第4セミナー室
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第334回
国立民族学博物館・展示場
第363回歴博講演会「出土文字資料を追う古代国家の実像を求めて-」
国立歴史民俗博物館・歴博講堂
人間文化研究機構第23回公開講演会・シ
ンポジウム「高齢期のウェルビーイングと多
様な住まい方」
イイノホール
歴史にみる震災
国立歴史民俗博物館
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第335回
国立民族学博物館・展示場
みんぱくゼミナール「装いのセンスと伝承―
中国のフィールドから」
国立民族学博物館・講堂
みんぱく映画会/みんぱくワールドシネマ
「人生はビギナーズ」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336回
国立民族学博物館・展示場
本館展示新構築：朝鮮半島の文化、中国
地域の文化、日本の文化「沖縄の文化」と
「多みんぞくニホン」 新オープン
国立民族学博物館・展示場
国立民族学博物館・公開講演会「働き者
と、ナマケモノ！？—『はたらきかた』文化
論」
ｵｰﾊﾞﾙﾎｰﾙ・毎日新聞社ビルＢ１
第180回 「朝鮮半島の華花」
国立歴史民俗博物館・くらしの植物苑
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第337回
国立民族学博物館・展示場
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう 第338回
国立民族学博物館・展示場
国際シンポジウム「伝統と創意−台湾原住
民工芸の現在」（仮題）
国立民族学博物館・講堂
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http://www.minpaku.ac.jp/rese
arch/activity/news/corp/2014
0222-23
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http://www.nii.ac.jp/event/shi
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【教員・学生の受賞情報等】
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 印南秀樹准教授
日本学士院「学術奨励賞」受賞
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 櫻井英博准教授
「平成 25 年度日本化学会学術賞」受賞
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 平等拓範准教授
「米国電気電子学会（IEEE）フェロー」称号授与
○生命科学研究科 遺伝学専攻 飯田哲史助教
第 85 回日本遺伝学会「Best Papers 賞【優秀口頭発表賞】」受賞

【編集後記】
総研大ニューズレター69 号をお届けします。
2 月 1 日(土)に、サイエンスカフェを開催し、講演者である塚原助教の
わかりやすく面白い講演に、参加者は熱心に耳を傾けていました。会場
の理科ハウス（逗子）は、かわいらしい内観で、科学が身近に感じられ
る作りとなっていました。ペットボトルに入った水、砂糖、塩、それぞ
れどうやって見分けるのか、考えながら正解を見つけるスタイルが、と
ても楽しかったです。詳しい内容は、次回ニューズレターのトピックス
に掲載させて頂く予定ですので、そちらも併せてご覧ください。
寒い日が続き、総研大では朝
に霜柱が目立つようになりま
した。皆さま、インフルエンザ
などに注意して、厳しい年度末
を乗り切って頂きたいと思い
ます。
【サイエンスカフェのお菓子、カラス
の卵と巣をイメージした力作です】
【理科ハウス:逗子駅の近くにあります。】

広報室 T.W

◎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，受賞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 2014 年 2 月 5 日
編集

広報委員会
神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
広報室（担当）
TEL046-858-1500/FAX046-858-1542
ⓒ2014 SOKENDAI
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