Research Alumni ネットワーク会議、
ハイデルベルク大学日本校友会全国交流会
2018 年 4 月 14・15 日

京都

主催：
ハイデルベルク大学
（アレクザンダー・フォン・フンボルト財団ならびにドイツ連邦教育・研究省の助成プログラム
「海外Research-Alumni交流会」による）

記
本イベントは、アレクザンダー・フォン・フンボルト財団、ドイツ学術交流会、ドイツ研究振興会およびフ
ラウンホーファー協会による共同連結プロジェクト「国際研究マーケティング」の一環である。本プロジェ
クトは、研究の場としてのドイツを国内外に宣伝し、またその個性をグローバルな学問市場において研鑽す
ることを目標とする。本プロジェクトにおいて行われる全ての活動は、「Research in Germany」をスロー
ガンとした連邦教育・研究省の助成による戦略「イノベーションと研究の地ドイツへの誘い」を構成するも
のである。

2018 年 4 月 14 日（土）
土曜日

ハイデルベルク大学日本校友会（HAJP）発足祝賀会

10:00～(A)

開場・受付（コーヒーとクッキーを味わいながら、ネットワーキング）

ハイデルベルク大学の校友会ネットワーク：世界・日本における活動
10:30

（独日同時通訳）

ハイデルベルク大学国際校友会（HAI）
シルケ ローデンベルク会長 イェラ フリードリヒ副会長
ハイデルベルク大学日本校友会（HAJP）・ハイデルベルク大学京都オフィス（HUOK）
サビーネ シェンク代表

11:15

紹介・ディスカッション
ハイデルベルク大学日本校友会（HAJP）の発足と拡充：戦略と目標

（独日同時通訳）

12:05

挨拶
ハイデルベルク大学 ベルンハルト アイテル学長

（独日同時通訳）

12:15

挨拶
京都大学 山極 壽一総長

（日独同時通訳）

12:30(B)

昼食・交流
ハイデルベルク・レクチャー
（独日同時通訳）
「各国文化におけるクリエイティブ・エイジング―生物学と医学、文化人類学が教えてくれるもの」

14:00(A)

ハイデルベルク大学老年学研究所 アンドレアス クルーゼ教授（公開講演）
司会: ハイデルベルク大学 ディーター W.ヘーマン副学長 （国際事業担当）
その後、老年学研究に関する質疑応答

16:00(C)

ハイデルベルク大学京都オフィス訪問＆ハイデルベルク・クイズ
＋コーヒー・ブレイク
小学会

16:00
（並行開催）

（英語）

「Die Chemie stimmt (化学の言うとおり/相性がいい)！」
情報交換、研究成果、連携、目標
ハイデルベルク大学 無機化学研究所（ACI）所長 ペーター コンバ教授
ハイデルベルク大学日本校友会（HAJP）発足祝賀会
校友生・来賓懇親会

19:00(D)

（日独同時通訳）

（英語）

ディナースピーチ
「Research and Infrastructure: New Challenges at Heidelberg University
（研究活動とその基盤: ハイデルベルク大学での新しい挑戦）」
ハイデルベルク大学 ベルンハルト アイテル学長
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2018 年 4 月１5 日 （日）
日曜日

「国際化の橋渡しとしての研究活動」

9:30～(A)

開場・受付（コーヒーとクッキーを味わいながら、ネットワーキング）

10:00

Research Alumni ネットワーク会議開会挨拶

（独日同時通訳）

ハイデルベルク大学 ベルンハルト アイテル学長

10:10

挨拶
京都大学 稲葉 カヨ理事・副学長（国際・広報・男女共同参画担当）

10:15

アレクサンダー・フォン・フンボルト財団講演
（独日同時通訳）
「ドイツを研究の場とする際の研究ならびに研究支援の機会」
ドイツ研究振興会(DFG) ヨォーク シュナイダー国際交流部部長兼日本代表部代表

10:45

ハイデルベルク Research Alumni ネットワークの方針と目的
Ressearch Alumni を対象とする特別活動、オファー等：
HAI リコネクト奨学金と世界の「リサーチ・アンバサダー」
ハイデルベルク大学国際校友会（HAI）
シルケ ローデンベルク会長 イェラ フリードリヒ副会長

12:00

校友生による経験談
2 人の Alumni、2 つの体験：「ドイツで研究する」
香川大学瀬戸内圏研究センター 原 量宏特任教授
関西学院大学文学部 藤井 崇准教授

12:30

（日独同時通訳）

（独日同時通訳）

（日独同時通訳）

昼食・交流
パネル ディスカッションと全体討論

（独日・日独同時通訳）

「国際化の橋渡しとしての研究活動」
ハイデルベルク大学代表
ベルンハルト アイテル学長

ハイデルベルク大学 学長

ドイツ研究者
カーチャ モンバウル教授
ペーター コンバ教授
13:30

ハイデルベルク大学 計算機工学研究所
ハイデルベルク大学 無機化学研究所

日本研究者
西谷 祐子教授
山下 正廣教授
学術機関代表
小林 万里子氏
ヨォーク シュナイダー氏
司会
ドロテア マーンケ氏

京都大学 法学部・法学研究科
東北大学 大学院・理学研究科
日本学術振興会（JSPS） 国際事業部長
ドイツ研究振興会（DFG） 国際交流部部長 兼日本代表部代表

ドイツ学術交流会（DAAD）東京事務所 所長
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国際協力におけるベスト・プラクティス

日独 6 大学ネットワーク HeKKSaGOn

（日独同時通訳）

「HeKKSaGOn プロフェッサーズ」の一例：
田中 求教授 ハイデルベルク大学物理化学研究所 および 京都大学高等研究院
15:00

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻共同学位修士課程

（日独同時通訳）

ハラルド フース教授 ハイデルベルク大学
クラスター・オブ・エクセレンス「グローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ」
ビョーン=オーレ カム講師 京都大学文学研究科
オープン・スペース

「国際化の橋渡しとしての研究活動」
コーヒーブレイクを含む小グループでの分野別ネットワーキング
テーマおよび対話パートナー：

15:30

ハイデルベルク大学：組織と戦略：

ベルンハルト アイテル学長 （ハイデルベルク大学 学長）
ディーター W.ヘーアマン副学長 （同副学長、国際事業担当）

提携・交換：
Research Alumni ネットワークと
ハイデルベルク国際校友会 HAI：

ヨアヒム ゲルケ氏 （ハイデルベルク大学 国際部長）
シルケ ローデンベルク氏 （ハイデルベルク大学国際校友会 代表）
イェラ フリードリヒ氏
（同、副代表）

自然科学：

ペーター コンバ教授 （ハイデルベルク大学）
田中 求教授 （ハイデルベルク大学／京都大学）
ハラルド フース教授 （ハイデルベルク大学）
カーチャ モンバウル教授 （ハイデルベルク大学）
ドロテア マーンケ氏 （DAAD 東京事務所 所長）
ヨォーク シュナイダー氏 （DFG 国際交流部部長兼日本代表部代表）
小林 万里子氏 （JSPS 国際事業部長）

人文・社会科学：
情報処理・計算科学：
研究振興機関

総括と展望
16:30

（独日同時通訳）

「国際化の橋渡しとしての研究活動」
ハイデルベルク大学 ベルンハルト アイテル学長

17:00

閉会

会場のご案内：
（A）国際科学イノベーション棟
京都大学吉田キャンパス、マップ 69 番（５Ｆシンポジウムホール）
〒606-8317 京都府京都市左京区吉田本町
（B）レストラン「しらん」
〒606-8302 京都市左京区吉田牛の宮町 11-1 芝蘭会館別館 国際交流会館内
（C）ハイデルベルク大学京都オフィス（HUOK）
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 64 番地 京都大学吉田国際交流会館 1 階
（D）ホテルモントレ京都
〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町 604
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