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【今月のトピックス】
名誉教授称号記授与式

平成 27 年 7 月 7 日（火）、葉山キャンパス共通棟 3 階会議室において、総合研究大学院大学名
誉教授称号記授与式が挙行されました。
授与式には 12 名の方が出席され、役員列席のもと岡田学長より一人一人に名誉教授称号記が手
渡され、長年にわたる総研大の教育・研究への貢献に対し、感謝の言葉が述べられました。
式典後の懇談会では、終始和やかに歓談が行われ、その後、葉山キャンパス内の学融合推進セ
ンター及び、先導科学研究科を見学されました。
【総務課】

JSPS サマー・プログラム 2015 オリエンテーション
平成 27 年 6 月 10 日（水）、アメリカ合衆国、英国、フランス、ドイツ、カナダ及びスウェー
デンの 6 カ国から博士号取得前後の若手外国人研究者（フェロー）が 115 名来日し、『JSPS サマ
ー･プログラム 2015』に参加しました。
開講式は総合研究大学院大学にて開催され、JSPS 渡邊理事及び岡田学長の歓迎の挨拶で始まり、
日本学術振興会や海外協力機関からも多くの関係者が出席されました。
来日したばかりのフェロー達は緊張や疲れも見せず、開講式の後湘南国際村センターにて行わ
れた歓迎レセプションでは、本学教員や学生たちと歓談し、活発な異分野交流・国際交流が始ま
りました。

2 日目は、第 1 回目の特別講義が開催されました。文化科学研
究科日本文学研究専攻の相田満准教授より、
“Creatures memorial
service and anything memorial service in Japanese culture”
と題したレクチャーが行われ、フェローの興味も高かったようで、
講演後の質疑応答も活発に行われました。

ホームステイ中を除き連日で日本語講座が行われ、日本語の基本からロールプレイング形式で
の実践的な会話まで、フェローのレベルにあわせた授業に、みなさん熱心に取り組んでおりまし
た。また、2 日目に開催された日本文化紹介では、茶道・書道・折り紙・着付けを体験し、日本文
化に触れながら多くのことを学ぶことが出来たと、参加したフェローにも大変好評でした。

3 日目は、今回初めての試みとして総研大研究紹介及びグルー
プディスカッションが行われました。総研大の様々な分野から
13 名の教員にご協力いただき、総研大で行われている研究紹介
を土台に、様々なバックグラウンドを持つフェローが熱心に議論
を行い、研究を通じた交流を深めました。
午後のポスターセッションでは、総研大学生や教職員も加わり、
それぞれの研究テーマを超えた活発な議論が、休憩時間を惜しん
で行われました。
梅雨の晴れ間に恵まれた週末には、日本家庭でホームステイを
体験し、箱根の温泉、鎌倉の大仏見学、魚釣りなどに行き、素晴
らしい思い出を作りました。14 日（日）夕方の帰着時には、ス
テイ先の小さな子ども達がフェローの手をなかなか離さず、別れ
を惜しんでいる様子がとても印象的でした。ホームステイプログ
ラム終了後のアンケートには、フェロー達の週末ホストファミリ
ーと過ごした時間について、感謝と感動の言葉が綴られ、ホーム
ステイが総研大でのオリエンテーションプログラムの魅力の一
つであることをあらためて認識しました。
15 日（月）には、元東京藝術大学教授の安藤政輝先生の講演
及び邦楽演奏がありました。安藤先生からは日本の伝統楽器につ
いての説明の後に箏、尺八、三味線、十七弦を用いた 6 曲の楽曲
の演奏がありました。講演の際には、安藤先生から箏の形を模し
た「聖護院八つ橋」がフェロー一人一人に配られ、講演と演奏に
聴き入っていました。最後の演目の演奏後には、全員が立ち上が
り、なかなか鳴り止まない拍手から、彼らの大きな感動が伝わっ
てきました。質疑応答の後、フェローが直に楽器に触れ、音を出
してみる機会が提供され、檀上に用意された箏や三味線、尺八に
触れてみたいというフェローが長い列を作りました。
オリエンテーション期間中は梅雨の季節にもかかわらず、富士山の景色を湘南国際村から望む
こともでき、フェロー達は 1 週間のプログラムを終え、全国各地の受入機関に向け旅立っていき
ました。8 月 18 日の報告会では、2 ヶ月間の研究活動を終えた彼らがどんな成果を報告してくれ
るか今から大変楽しみです。それぞれの機関で精力的に研究活動に従事することにより、彼らの
エネルギーが日本の大学教育および学術交流の国際化を促進することを期待しています。

【国際・社会連携課】

プレスリリース「ナミアゲハが生得的に好む色は、植物の匂いによって変化する」
【概要】
ミツバチやチョウのように、花を訪れて蜜を吸
う昆虫には生まれつき好きな色があります。この
生得的に好む色は、野外における彼らの訪花に大
きな影響を持つと考えられています。ナミアゲハ
(Papilio xuthus，以後アゲハ)の色覚に関する先
行研究では、メスは赤もしくは黄色、オスは青を
好むことがわかっていました。今回、このアゲハ
に見られる生得的色嗜好性の性差は、メスの色嗜
好性が特定の植物の匂いによって変化した結果で
あることを、本学生命共生体進化学専攻大学院生
の吉田后那氏と木下充代講師、蟻川謙太郎教授ら
が明らかにしました。
我々は、羽化してから一度も蜜を吸ったことがないアゲハに、４種類の色円板を見せて最初に
円板に降りてストロー状の吻を伸ばした色を生得的な色として記録しました。この生得的に好む
色を、匂いがない状態と様々な植物の匂いがある状態とを比較しました。匂いがないと、半分以
上のオスとメスが青を選びました。ところが、ミカンもしくはユリの花の匂いがあるとメスのア
ゲハでは赤を好む個体が増えました。さらに、食草があるとメスのアゲハは緑色を好む個体が増
えました。一方、オスでは植物の匂いがあっても青を選ぶ個体が多いままでした。つまり、アゲ
ハでは植物の匂い特異的に生得的に好む色が変わり、メスとオスで好む色に差が生まれるのです。
以上の成果は、7 月 15 日に英王立協会の科学誌 Biology Letters (バイオロジーレターズ)に掲載
されました。
【論文全著者】
吉田后那（総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 五年一貫制博士課程 5 年）
伊藤優希（広島大学大学院 生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻 修士修了）
大村尚（広島大学大学院 生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻 准教授）
蟻川謙太郎（総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 教授）
木下充代（総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講師）
詳細は下記ＵＲＬをご覧ください。
https://www.soken.ac.jp/news/21167/
※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。
【広報社会連携室】

【イベント情報】
●総研大の行事
8月
開催日

時間帯

3日(月)-9月4
日(金)

イベント名称・開催場所
参考URL
天文科学専攻サマーステューデント（夏の体験研
http://guas究）
astronomy.jp/ss.html
国立天文台

10日(月)-12日
(水)

学融合レクチャー「科学コミュニケーション」
国立天文台 野辺山宇宙電波観測所

http://www.nibb.ac.jp/commu
nication/lecture/

12日(水)-13日
(木)

サマースクール 2015 -バイオセンシング領域岡崎コンファレンスセンター

http://ibep.ims.ac.jp/headl
ine/2015/000985.html

19日(水)-21日
10:00(金)

基礎生物学専攻 大学生のための夏の実習2015
基礎生物学研究所

http://www.nibb.ac.jp/summe
r2015/

21日(金)

基礎生物学専攻 大学院説明会・オープンキャン
http://www.nibb.ac.jp/gradu
パス
ate/index.html
基礎生物学研究所

13:00-

24日(月)-28日
(金)

核融合科学専攻 夏の体験入学
核融合科学研究所
学融合レクチャー｢学術映像の基礎 みる・つくる
2015－映像による科学の展望｣
長野県セミナーハウス
学融合レクチャー「科学技術倫理と知的財産権 I
基礎編」
放送大学東京文京学習センター

26日(水)-30日
(日)
31日(月)-9月2
日(水)

http://soken.nifs.ac.jp/ope
n/taiken.html
http://www.soken.ac.jp/even
t/20150826-30/
https://www.soken.ac.jp/eve
nt/20150831-0902/

9月
開催日

時間帯

イベント名称・開催場所

参考URL

1日(火)-2日
(水)

学融合レクチャー｢研究と社会｣
https://www.soken.ac.jp/eve
宇宙航空研究開発機構(JAXA)・相模原キャンパス nt/20150901-02/

10日(木)-11日
(金)

学融合レクチャー｢太陽系の科学：南極探査と惑星
https://www.soken.ac.jp/eve
探査の最前線｣
nt/20150910-11/
国立極地研究所、JAXA宇宙科学研究所

20日(日)

自然科学研究機構シンポジウム「宇宙から脳まで
自然科学研究の“ビッグバン”－コンピューター http://www.nins.jp/public_i
が切り開く自然科学の未来－」
nformation/sympo19.php
名古屋大学豊田講堂

13:00-18:00

●基盤機関の行事
8月
開催日

時間帯

イベント名称・開催場所

4月1日(水)-9
月30日(水)

10:00-16:30

通常展示「書物で見る 日本古典文学史」
国文学研究資料館１階 展示室

参考URL
http://www.nijl.ac.jp/pages
/event/exhibition/2015/bung
akushi.html
http://www.rekihaku.ac.jp/e
xhibitions/special/index.ht
ml

4月10日(火)-9
9:30-17:00
月6日(日)

山の流行服
国立歴史民俗博物館

6月-8月の毎週
13:30-16:30
木・土曜日

はじめの一歩 やってみようミラー刺繍
国立民族学博物館 エントランスホール

6月27日(土)-8
9:30-17:00
月23日(日)

巡回展「イメージの力―国立民族学博物館コレク http://www.minpaku.ac.jp/mu
ションにさぐる」
seum/exhibition/thematic/tr
郡山市立美術館（福島県）
aveling/power_koriyama

http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/mmp/201506-08

7月21日(火)-8
9:30-16:50
月7日(金)
7月23日(木)-8
10:00-17:00
月25日(火)
8月7日(火)-9
月6日(日)
8月9日(木)-9
月上旬頃

平成２７年度アーカイブズ・カレッジ（史料管理
学研修会)
国文学研究資料館２階 オリエンテーション室
【新南アジア展示関連】
展示場クイズ「みんぱＱ」南アジア編
国立民族学博物館 南アジア展示場

http://www.nijl.ac.jp/pages
/event/seminar/2015/archive
s.html
http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/forum/20150419sa
sia/index
http://www.rekihaku.ac.jp/e
ドイツと日本を結ぶもの－日独修好150年の歴史－
xhibitions/project/index.ht
国立歴史民俗博物館 企画展示
ml

10:00-16:30

展示特設コーナー「山鹿文庫の蔵書から」
国文学研究資料館１階 展示室

1日(土)

10:30-16:00

2日(日)

13:30-16:30

4日(火)

9:30-11:30

http://www.rekihaku.ac.jp/e
xhibitions/special/index.ht
特集展示
ml
http://www.rekihaku.ac.jp/e
伝統の朝顔
xhibitions/plant/project/in
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
dex.html
夏休みこどもワークショップ「キラキラ カラフル http://www.minpaku.ac.jp/mu
インド布―フィールドワークに挑戦！」
seum/event/workshop/ws_2015
国立民族学博物館 ナビひろば、本館展示場
0801
みんぱく映画会「インド映画特集」第3回
http://www.minpaku.ac.jp/mu
「Mr.&Mrs.アイヤル」
seum/event/fs/150802india
国立民族学博物館 講堂
http://www.nig.ac.jp/nig/ja
夏休み子ども遺伝学講座
/2015/07/events_ja/20150804
国立遺伝学研究所
.html

8日(土)

12:00-20:00

8日(土)

13:00-15:00

8日(土)

13:00-16:30

8月28日(火)-8
月30日(日)

印籠
国立歴史民俗博物館

8月28日(火)-9
月13日(日)

八重山高原星物語 2015、VERA入来局施設公開
鹿児島県薩摩川内市入来町 八重山高原
第380回歴博講演会「プロセイン東アジア遠征と幕
末日本」
国立歴史民俗博物館 講堂
みんぱく映画会「インド映画特集」第4回「DDLJ勇
者は花嫁を奪う」
国立民族学博物館 講堂

http://milkyway.sci.kagoshi
ma-u.ac.jp/~yaeyama/2015/
http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/lecture/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/fs/150808india

9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「温故知新―ネパールの1982年と2013年の映像 http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/salon/393
から」
国立民族学博物館 本館ナビ広場、及び展示場

15日(土)

13:30-15:00

みんぱくゼミナール「オセアニアの戦争の文化」 http://www.minpaku.ac.jp/mu
国立民族学博物館 講堂
seum/event/seminar/447

15日(土)-23日
(日)

南の島の星まつり2015、石垣島の国立天文台施設 http://www.southern公開
star.jp/

16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「南太平洋のハカ（民族舞踏）の広がり」
http://www.minpaku.ac.jp/mu
国立民族学博物館 本館展示場（オセアニア展示 seum/event/salon/394
場）

21日(金)・24
日(月)

14:00-16:30

みんぱく 秋の遠足・校外学習 事前見学
ンス
国立民族学博物館・第5セミナー室

22日(土)

9:30-16:00

国立天文台野辺山 特別公開2015
国立天文台 野辺山宇宙電波観測所

22日(土)

22日(日)

13:30-15:30

ガイダ

http://www.minpaku.ac.jp/re
search/sc/teacher/guidance

http://www.nro.nao.ac.jp/vi
sit/open2015/open2015_top.h
tml
http://www.miz.nao.ac.jp/co
いわて銀河フェスタ2015、国立天文台水沢施設公
ntent/news/event/20150713開
284
第197回くらしの植物苑観察会「朝顔の系統保存の http://www.rekihaku.ac.jp/e
歴史」
xhibitions/plant/observatio
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑
n/index.html

23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「みんぱくで世界一周！―世界のいきものたち http://www.minpaku.ac.jp/mu
に会いに行こう」
seum/event/salon/395
国立民族学博物館 本館ナビ広場、及び展示場

26日(水)

特別展「韓日食博―わかちあい・おもてなしのか http://www.minpaku.ac.jp/mu
たち」特別公開
seum/exhibition/special/201
国立民族学博物館・エントランス・特別展示館
50827food/index

27日(木)-11月
10:00-17:00
10日(火)

特別展「韓日食博―わかちあい・おもてなしのか http://www.minpaku.ac.jp/mu
たち」
seum/exhibition/special/201
国立民族学博物館 特別展示館
50827food/index

29日(土)

9:30-16:30

国立天文台 岡山天体物理観測所 特別公開2015

30日(日)

14:30-15:30

【特別展関連】みんぱくウィークエンド・サロン
http://www.minpaku.ac.jp/mu
―研究者と話そう「日本の焼肉文化考」
seum/event/salon/396
国立民族学博物館 特別展示館

時間帯

イベント名称・開催場所

9月
開催日

5日(土)・26日
13:00-14:00、
(土)・10月3日
14:30-15:30
(土)

参考URL

【特別展関連】ワークショップ『香りの体験「My http://www.minpaku.ac.jp/mu
七味づくり」』
seum/exhibition/special/201
国立民族学博物館 特別展示館地下
50827food/event

9:30-17:00（9月
http://www.minpaku.ac.jp/mu
巡回展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる人・
9月5日(土)-11 30日まで）
seum/exhibition/thematic/tr
物・世界―」
月8日(日)
9:30-16:30（10月
aveling/ishuretsuzo_hokkaid
北海道博物館
1日から）
o
5日(土)

13:30-15:30

第25回歴博映画の会「津軽の民間信仰」
国立歴史民俗博物館 講堂

6日(日)

13:30-16:45

【台湾光点計画】講演会「日本の客家」
国立民族学博物館 第5セミナー室

6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

6日(日)・27日
(日)・10月4日 15:00-16:00
(日)

【特別展関連】ワークショップ『味わう体験「韓 http://www.minpaku.ac.jp/mu
国の汁文化と発酵調味料」』
seum/exhibition/special/201
50827food/event
国立民族学博物館 職員食堂

10日(木)

14:00-16:30

第60回学術講演会「春画を見る、艶本を読む―近
世から現代まで―」「松島詩子コレクションにつ http://events.nichibun.ac.j
p/ja/
いて―戦前ジャズ・タンゴ歌手の興行―」
国際日本文化研究センター 講堂

12日(土)

13:00-15:00

13日(日)

14:30-15:30

第381回歴博講演会「古墳とは何か-大地に刻まれ
た心と社会-」
国立歴史民俗博物館 講堂
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そ
う
国立民族学博物館
【特別展関連】みんぱく×MBSラジオpresentsトー
クイベント
国立民族学博物館 講堂

15日(火)

14:00-16:30

第292回日文研フォーラム「何でそんなに愛され、
そんなに憎まれるのか――文学キャラクターとし http://events.nichibun.ac.j
てのスサノオノミコト」
p/ja/
ハートピア京都 大会議室

19日(土)

13:30-15:00

【特別展関連】みんぱくゼミナール「博物館は食
http://www.minpaku.ac.jp/mu
をどう展示するか―特別展メーキング」
seum/event/seminar/448
国立民族学博物館 講堂

13日(日)

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

http://www.rekihaku.ac.jp/e
vents/lecture/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/salon

20日(日)

14:30-15:30

20日(日)

15:00-16:00

23日(水)

13:30-

26日(土)

13:30-15:30

27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
国立民族学博物館
【特別展関連】ワークショップ「食のオノマトペ
とカリグラフィー」
国立民族学博物館

http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/event/salon
http://www.minpaku.ac.jp/mu
seum/exhibition/special/201
50827food/event

【台湾光点計画】みんぱく映画会『一八九五』
国立民族学博物館 講堂
第198回くらしの植物苑観察会「どんぐりを食べ
る」
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
http://www.minpaku.ac.jp/mu
う
seum/event/salon
国立民族学博物館

【受賞】
○文化科学研究科 メディア社会文化専攻 児玉晴男 教授
情報通信学会 「論文賞 佳作」 受賞
○高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 王旭東 助教
日本低温工学・超電導学会 「奨励賞」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 神門典子 教授
人工知能学会 「研究会優秀賞」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 相原健郎 准教授
観光情報学会 「第 12 回全国大会 大会優秀賞」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 チョン ジーン 准教授らのチーム
IEEE International Conference on Multimedia and Expo 「best paper candidate」
○複合科学研究科 情報学専攻 秋葉拓哉 助教
情報処理学会 「2015 年度コンピュータサイエンス領域奨励賞」

受賞

受賞

○複合科学研究科 情報学専攻 坂本一憲 助教らのチーム
International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2015)
「Best Artifact Award」 受賞

【編集後記】
夏に葉山から富士山が見えるのは珍しいのですが、
綺麗に撮れましたので、掲載します。
先日、葉山キャンパス内で学融合セミナーが開催さ
れました。本セミナーは学融合推進センターにゆかり
のある方によって文系理系問わず様々な分野の講演が
行われます。今回は学融合推進センターの七田特任准
教授が「『竹取物語』『源氏物語』とアクティブラーニ
ングの相性－「文学教育」の可能性について－」と題
して講演を行いました。そしてセミナー後は、教員、
職員、学生が集まり逗子にて暑気払いを行いました。
皆さん力を合わせて暑い夏を乗り切りましょう！
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。

学融合推進センターからの夏の富士山
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