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脳を知る、脳を守る、脳を創る、脳を育む

世界脳週間

2013 年 3 月 11 日（月）
〜 17 日（日）

企画の経緯
脳の疾患や障害、神経科学の重要性について、一
般の人々ならびに政府関係者の理解を深める努力が必
要であるという共通認識をもった米国の基礎・臨床神
経科学者、約 200 人で「The Dana Alliance for Brain
Initiatives（DABI ）
」が 組 織 さ れ ま し た。DABI は、

1992 年に Cold Spring Harbor 研究所に Jim Watson と
Max Cowan が召集した会議で創立され、その活動は北

米神経科学学会に強力に支持されています。
この DABI が国 際 脳 研 究 機 構とユネスコの後 援を
うけ、1995 年より米 国において毎 年 3 月に『 脳 週 間
』を設け、脳科学の科学とし
（Brain Awareness Week）
ての意義と社会にとっての重要性を広く一般に周知・
浸透させるための公開講演・討論、病院や研究室の公
The Beginning of “World Brain Awareness Week”

開、学校訪問などの公開行事を企画してきています。
このような米国での活動を発展させるため、DABI
の資金源である Dana 財団は、1997 年に欧州の神経科

The Dana Alliance for Brain Initiatives（DABI）was established in 1992 after a meeting called

学者からなる同様の組織「The European Dana Alliance

by Nobel Laureate Dr. James D. Watson and Dr. Max Cowan at the Cold Spring Harbor Labo-

for the Brain（EDAB）
」を創立し、理事長にオックス

ratory located in New York. The goal of DABI was to promote public and political awareness of

フォード大学の Colin Blakemore 教授が就任していま

the importance of brain disease and disorders, and of neuroscience in general. The organization

す。この EDAB の事務所はロンドンとローザンヌに開

has grown to an alliance of nearly 200 leading American basic and clinical neuroscientists who

設され、その活動を欧州全土に広げていく手始めとし

are strongly supported by the Society for Neuroscience.

て 1997 年に欧州で初めての『脳週間』を企画し、12 ヵ

Both the International Brain Research Organization（IBRO）and the United Nations Educa-

国で約 800 の公開行事を開催しました。1999 年には、

tional, Scientiﬁc and Cultural Organization（UNESCO）agreed to support this new initiative and

米国と同じ時期に『脳週間』を設けて活動しています。

since 1995 have worked to promote a “Brain Awareness Week” in the United States. In order

北米と欧州における『脳週間』の成功をうけ、DABI

to expand the activities of the United States, The Dana Foundation（which funds DABI）estab-

と EDAB では 2000 年 3 月 15 日を含む週に『世界脳週

lished a similar alliance in Europe, The European Dana Alliance for the Brain（EDAB）
. Prof.

間』を設定し、この趣旨に賛同する各国の様々な活動

Colin Blakemore of the University of Oxford is the Chief Executive of EDAB, which has ofﬁces

を通じて神経科学の重要性をメディア、公衆そして政

in London and Lausanne and is promoting a growing stream of activities all over Europe. In

府に訴えることを計画しました。この時、ユネスコは

1997, for the ﬁrst time, “Brain Awareness Week” was extended to Europe with some 800 public

南米、アフリカ、インドなどアジアの一部で『世界脳

events in twelve European countries. They repeated “The European Brain Awareness Week” in

週間』の活動の調整にあたりました。

1999, synchronized with “Brain Awareness Week” in the United States.

我が国もこの『世界脳週間』の意義に賛同し、これ

The American and European campaigns were so successful that DABI and EDAB decided

まで脳科学研究の重要性を一般の人々から行政・政治

that from 2000 an entire week called “World Brain Awareness Week” should be set up every

へと広く訴えてきた「NPO 法人 脳の世紀推進会議（旧

year around March 15. The week would coordinate activities around the world and work to

脳の世紀実行委員会）
」が主体となり、2000 年より行

raise public and political awareness of the importance of neuroscience. During this week, lit-

事に参加することにしました。

erally thousands of neuroscientists would involve themselves in public events to promote the
importance of brain research, including public lectures and debates, Open Days at hospitals and
laboratories and school visits. Both IBRO and UNESCO quickly supported the idea and worked
with DABI to coordinate additional activities in South America, Africa, the Indian Sub-Continent
and the rest of Asia.
In 2000, Japan also agreed to take part in “World Brain Awareness Week” and the Non Proﬁt
Organization Brain Century Promotion Conference which appeals to the public and government
regarding the importance of brain science accepted the responsibility to help develop programs
and events.
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開催の趣旨
「世界脳週間」とは、脳科学の科学としての意義と
社会にとっての重要性を一般に啓蒙することを目的と
して、世界的な規模で行われるキャンペーンです。
アメリカでは神経科学者が中心となり、1992 年から
毎年 3 月に「脳週間」を設け、公開講演・討論、病院
や研究所の公開、学校訪問などの公開行事を企画し、
実施してきました。それに呼応して、1997 年からヨー
ロッパにおいても「脳週間」が実施されています。こ
の両者が連携して 1999 年には同時期に「脳週間」を開
催、さらに 2000 年からは、国際脳研究機構やユネス
コの後援を受け、アジア・南米・アフリカの各国にも
呼びかけ「世界脳週間」と銘打って世界的な規模に拡
大しました。
我が国もこの「 世 界 脳 週 間 」の意 義に賛 同し、
「NPO 法人 脳の世紀推進会議（旧 脳の世紀実行委員
会）
」が主体となり、高校生を主な対象として 2000 年
より参画してきています。
我が国においては、高校生が参加しやすいようにす
るため、各地の高等学校の既存行事と重ならないよう
必要に応じ、3 月 15 日を中心としてその前後を含めて
企画されています。また、これらの行事には、高校の
Objective of “World Brain Awareness Week”

先生方にも参加をお願いしております。皆さまの積極

—Understanding the brain, Protecting the brain, Creating the brain and Nurturing the brain—

的な参加を期待しております。

“World Brain Awareness Week” is a worldwide campaign that aims to inform the general
public about brain science and the important role it plays in society.

主催者

NPO 法人 脳の世紀推進会議 理事長

伊藤 正男

In the United States, “Brain Awareness Week” has been organized under the leadership of
some of the worldʼs top neuroscientists. Activities such as public lectures, discussions, and
open days at hospitals and research institutes have been a main part of the campaign, which has
taken place every March since 1992. In response to the initial popularity of the campaign, “Brain
Awareness Week” expanded to Europe in 1997. In 1999, both the U.S. and Europe held “Brain
Awareness Week” at the same time and, with the support of IBRO and UNESCO, appealed to
Asian, South American and African countries to take a part in the events starting in 2000.
Japan welcomed the concept of a “World Brain Awareness Week” and has participated in
the campaign since 2000. Understanding the potential impact that such a program could have
on young developing minds, Non Proﬁt Organization Brain Century Promotion Conference,
which is in charge of the overall program in Japan, has focused on high school students from
the beginning and with each year has reﬁned its approach.
In Japan, every year a few months, including March 15, are scheduled so that high school
students can attend the events without interfering with their schoolʼs year-end ceremonies.
Young people throughout Japan continue to actively participate in the various programs. High
school teachers are also invited to join the events.

世界脳週間

Dr. Masao Ito, Chairman, Non Profit Organization Brain Century Promotion Conference

報告書
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ENTRY FORMS
Country: JAPAN

City: 14 places

Title of Event: World Brain

Awareness Week

− Understanding the brain,
Protecting the brain, Creat-

ing the brain and Nurturing
the brain −

Audience: Mainly high school students

and high school teachers
Admission cost: Free

総合事務局
〒 102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-11-15
UEDA ビル 6F

NPO 法人
脳の世紀推進会議
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TEL: 03-3238-1689
FAX: 03-3238-1837
Email: info@braincentury.org
URL: http://www.braincentur y.org/

我が国における実施要項

Overview of "World Brain Awareness Week" in JAPAN

1. 実施期間
2013 年 3 月 11 日（月）～ 17 日（日）を中心に高校生が
参加しやすいようにするため、各地の高等学校の既存
行事と重ならないよう必要に応じその前後を含める。
2. 企画行事の対象者
知識欲が旺盛な高校生及び学校関係教職員
3. 主催・共催・協力・後援
① 主催 :NPO 法人脳の世紀推進会議
② 共催 （
: 独）理化学研究所脳科学総合研究センター
／
（公財）ブレインサイエンス振興財団
③ 協力 : 日本神経科学学会／日本神経化学会／日本
神経回路学会
④ 後援 : 厚生労働省／経済産業省
4. 全国開催イベントの開催日時・会場・主催・代
表者名
① 2 月 2 日（土）
13:30 ～ 16:30 ／奈良女子大学附属中
等教育学校多目的ホール／奈良女子大学附属中等
教育学校／（株）国際電気通信基礎技術研究所 脳
情報研究所 神経情報学研究室 室長・神谷之康
② 3 月 26 日（火）14:00 ～ 17:00 ／新潟大学脳研究所／
新潟大学脳研究所／新潟大学脳研究所長・高橋 均
③ 4 月 27 日（土）
10:00 ～ 16:00 ／群馬大学アメニティー
講義室／群馬大学医学部神経科学グループ／群馬大
学大学院医学系研究科神経生理学教授・平井宏和
④ 5 月 20 日（月）13:00 ～ 14:30 ／名古屋市立向陽高
等学校体育館／名古屋市立大学神経科学グループ
／名古屋市立大学大学院医学研究科・飛田秀樹
⑤ 5 月 25 日（土）
13:30 ～ 15:30 ／岡崎「げんき館」大
講堂／自然科学研究機構生理学研究所／自然科学
研究機構生理学研究所・小泉 周
⑥ 5 月 25 日（土）14:00 ～ 17:00 ／広島大学医学部第
5 講義室／広島大学神経科学研究会／広島大学大
学院 医歯薬学総合研究科 教授・酒井規雄
⑦ 6 月 15 日（土）13:00 ～ 16:00 ／京都市立堀川高校
／京都市立堀川高等学校・京都神経科学グループ
／京都大学医学研究科高次脳形態学 教授・金子武
嗣、京都府立医科大学解剖学 教授・河田光博
⑧ 7 月 20 日（土）13:00 ～ 17:00 ／国立精神・神経医
療研究センターセミナールーム／国立精神・神経
医療研究センター／国立精神・神経医療研究セン
ター 神経研究所 微細構造研究部・一戸紀孝
⑨ 8 月 6 日（火）9:45 ～ 11:45 ／北海道大学医学部組
織病理学実習室（医歯学研究棟 3 階）／北大脳科学
研究会／北海道大学医学研究科認知行動学分野・
田中真樹
⑩ 8 月 9 日（金）13:00 ～ 15:30 ／理化学研究所 脳科
学総合研究センター／（独）理化学研究所脳科学総
合研究センター／（独）理化学研究所脳科学総合研
究センター センター長・利根川進
⑪ 8 月 23 日（金）11:00 ～ 17:00 ／玉川大学 8 号館／
玉川大学脳科学研究所・学術研究所・量子科学研
究所・工学部・工学研究科／玉川大学脳科学研究
所主任 教授・大森隆司
⑫ 9 月 29 日（日）13:00 ～ 16:00 ／大阪大学大学院生
命機能研究科 ナノバイオロジー棟／大阪大学神経
科学グループ／大阪大学大学院生命機能研究科・
山本亘彦
⑬ 10 月 5 日（土）14:00 ～ 14:45、15:30 ～ 16:15 ／東
北大学医学部／東北大学東北メディカル・メガバ
ンク機構 広報戦略室／東北大学脳科学グローバル
COE・長神風二
⑭ 11 月 26 日（火）
10:40 ～ 12:30 ／桜蔭高等学校／公
益財団法人東京都医学総合研究所／（公財）東京都
医学総合研究所・阿部将人

Term: March 11-17, 2013（Dates can be extended before and after the term.）

Target: High school students who have a powerful thirst
for knowledge, and high school teachers

Organizer: Non Profit Organization Brain Century
Promotion Conference

Co-organizer: RIKEN Brain Science Institute ／ BRAIN
SCIENCE FOUNDATION

In collaboration with: Japan Neuroscience Society ／
Japanese Society for Neurochemistry／Japanese Neural
Network Society

Support: Ministry of Health, Labour and Welfare ／
Ministry of Economy, Trade and Industry

Participating organizations:
① Nara Womenʼs University Secondary School
② Brain Research Institute, Niigata University
③ Neuroscience group in Gunma University Faculty
of Medicine

④ Neuroscience Group, Nagoya City University
⑤ National Institute for Physiological Sciences
⑥ Department of molecular and pharmacological Neuroscience Institute of Biomedical & Health Sciences,
Hiroshima University

⑦ Kyoto Horikawa high school ／ Kyoto neuroscience
group

⑧ National Center of Neurology and Psychiatry
⑨ Hokkaido University School of Medicine
⑩ RIKEN Brain Science Institute
⑪ Brain Science Institure, Tamagawa University
⑫ Neuroscience Group in Osaka University
⑬ Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku
University

⑭ Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science

※上記のほか、長野県にて松本大学を中心としたイベン
トが Oliver Carter 氏を代表として開催されています。

行事計画を実施するうえでの留意事項

Remarks

① 行事に参加する機関・団体には 20 万円までの資金
援助が可能。

① Up to JPY200,000 is available for participating organizations.

② 各参加機関・団体が講演者らを選び、講演を依頼
する。

② Each organization should select a lecturer to participate in an event.

③ 講演会場は、参加機関・団体の会議室・実験室、 ③ The location of the lecture place must be a conferまたは市民ホール・公民館などの公共施設の利用な
どが考えられる。

ence room, laboratory or public facility such as a public
hall.

④ 研究所・施設の公開を行うことが望ましいが、例年

④ It is preferable to create an Open Day at the institute

行っている公開行事を「世界脳週間」の関連事業と

on the day of the event. It is acceptable to include an

して組みいれることも可能。

already planned event as a“World Brain Awareness

⑤ 高校生への参加、呼びかけを行ってもらうため、あ
らかじめ各地区の教育委員会の了承を得る。
⑥ 開催趣旨、行事内容などの PR を「NPO 法人 脳の
世紀推進会議」が担当するため、各地域での参加機
関・団体の名称（責任者を含む）
、会場、講演者な
どを 11 月末までに連絡されたい。

Week”related event.

⑤ Acceptance from the local school board is required
in advance in order to appeal to high school students
for participation.

⑥ Please inform the“ Non Profit Organization Brain
Century Promotion Conference” about the name of

⑦ 参加機関・団体の代表者による会合を年１回、開
催する予定。

your organization（including person in charge）
, place
and lecture before the end of November.

⑧ 実施した行事についての報告を終了後に提出。

⑦ A meeting will be held once a year by the representatives of participating organizations.

⑧ Please present a report of your activities after the
event has ﬁnished.

講演者のためのガイドライン（講演者へのお願い）
ご講演には次のような観点を織りこんでいただけれ
ば幸いです。

Guidelines for lecuturers
Requests to the lecturer

① Please choose a relevant brain related issue and pres-

① 脳の研究が科学として、いかに興味深いかを若者に

ent it in a way that is clear and understandable to high

知ってもらう。そのため、脳についてこれまでに明

school students, so that they can get a better grasp of

らかにされたことのなかから適当な課題を選んで説明
する。
② 脳の研究がどのように進められているかを講演者の

how brain science is used to approach real issues.

② Please speak about your own experiences as a researcher and possibly about what brought you to brain

体験を交えつつ、科学を身近に感じられるように講

science, so that students can get a better understand-

演する。

ing of what it means to be a researcher.

③ 脳についてはまだ大きな謎が残され、21 世紀の科学

③ Please try to convey in your talk that there are many

の大きな課題となること、その解明が未来社会のあ

challenges related to brain science and that overcoming

りかたに大きな影響を及ぼすことを理解してもらう。

these challenges is vital for the development of society.

④ そのような未 来の可 能 性に挑 戦するのは若 者であ

④ If possible, please try to highlight that the solutions to

り、21 世紀は彼らの時代であることを想起してもら

many of the challenges in brain science will be solved

う。
⑤ 脳のしくみとコンピュータやロボットを比べるのも
よい。
⑥ 高齢化社会の問題や、治療が困難な脳神経系の病
気を克服する観点から講演するのもよい。
予想される質問は、例えば：
・ どうすれば科学者・研究者になれるのか？
・ 講演者はなぜ脳を研究するようになったのか？
・ 脳の研究をすることによって、一体何がわかるの
・ 脳とこころの関係は？……………など、など

our lives, highlighting links, where possible, between
brain science, computers, artificial intelligence and
robots would be useful .

⑥ If possible, please try to spend some time on the
issues of “aging society” and “conquest of brain diseases”.

⑦ Q & A : There will most likely be a wide variety of
questions, but some of the common ones have been:
What do I have to do to become a scientist?
Why did you (the lecturer) decide to study the brain?
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か？

⑤ As technology is a growing and vital component of

世界脳週間

⑦ 講演後に質問をうける。

by the generation of those attending the talk. We are
trying to convety that the 21st century is their century.

What have you found out by studying the brain?
What is the relationship between the brain and mind?
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運営組織

世界脳週間運営委員会名簿
飛鳥井 望（（公財）東京都医学総合研究所）

（公財）東京都医学総合研究所
奈良女子大学附属中等教育学校

吉田 信也（奈良女子大附属中等教育学校）

九州大学大学院医学研究院

飛松 省三（九州大学大学院医学研究院）

新潟大学脳研究所

高橋 均（新潟大学脳研究所）

京都市立堀川高校・京都神経科学グループ
金子 武嗣（京都大学医学研究科高次脳形態学）

① 組織委員会
主催者、共催者の代表を含め、組
織を代表してイベントの開催に関する
事項を統括する。

名古屋市立大学神経科学グループ
飛田 秀樹（名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経生理学）
国立精神・神経センター

樋口 輝彦（国立精神・神経センター）

自然科学研究機構生理学研究所
広島大学神経科学研究会

小泉 周（自然科学研究機構生理学研究所）

大隅 典子（東北大学脳科学 GCOE・医学系研究科）
玉川大学脳科学研究所・玉川大学工学部
大森 隆司（玉川大学脳科学研究所）
北海道大学脳科学研究会
田中 真樹（北海道大学医学研究科認知行動学分野）

関する広 報 活 動を行

② 運営委員会
各参加機関・団体の代表者から構

う。 ／イベント等の開

成され、組織委員会の下でイベント等

催に関する全体的な支

の開催に関する統一的な事項の企画・

援・連絡にかかわる業

立案を行う。

務を実施する。／経理
担当箇所として、責任

酒井 規雄（広島大学大学院医歯薬学総合研究科）

東北大学脳科学グローバル COE

NPO 法人
脳の世紀推進会議
イベント等の開 催に

群馬大学医学部神経科学グループ
平井 宏和（群馬大学大学院医学系研究科 神経生理学）

④ 主催者・総合事務局

をもって予算管理およ

③ プログラム委員会
各参加機関・団体の代表者のもと、
独自のイベント等のプログラム（講演
者の選定等）に関する事項の企画・立
案を行う。／開催地区の教育委員会

び出資団体への報告を
行う。／開催したイベ
ントの報告書のとりま
とめを行う。

の了承を得る。

（独）理化学研究所脳科学総合研究センター
利根川 進（（独）理化学研究所脳科学総合研究センター）
神経科学大阪グループ

山本 亘彦（大阪大学大学院生命機能研究科）

「NPO 法人 脳の世紀推進会議」の概要
脳科学は、謎に満ちた新しい研究分野として注目されながら、そのアプローチの難しさのため長い準備
期間をすごしてきたが、生命科学や情報科学などの発達により、人々の暮らしを根底からかえる 21 世紀を
代表する科学分野として大きく飛躍しようとしている。米国をはじめ欧州においても、脳科学の重要性が
認識され、脳科学分野の大型研究プロジェクトが組織され、世界的な競争が繰り広げられている。
我が国における脳科学の研究水準は世界的にも高いが、脳科学の進歩の速さ、その展開の多様さに対し
ては十分とはいえない。このままでは外国の後追いに終始し、独自に展開する機会は限られたものとな
り、あっという間に水をあけられてしまう厳しい状況にある。今後、我が国の脳科学が格段に進歩し、21
世紀の科学の中心となるためには大胆な研究施策を実施することが必要である。
我が国の脳科学研究の一段の発展を期するため、平成 5 年に脳関連の文部省重点領域研究の代表者が集
「脳の世紀
まり、脳の世紀推進会議を組織し、任意団体として年 1 回「脳の世紀シンポジウム」の開催、
ニュース」の発行、
「世界脳週間」の開催支援などの活動を行ってきた。
そのような実情のなかで、これまでの活動をさらに強力活発に推し進めるために特定非営利活動法人脳
の世紀推進会議を設立することは、我が国の脳科学研究施策を実施する一助となり、その研究成果を広く
国民の福祉への還元に貢献できると考え、申請に至ったものである。
NPO 法人 脳の世紀推進会議正会員名簿
NPO 法人 脳の世紀推進会議
事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋
3-11-15 UEDA ビル 6F
TEL: 03-3238-1689
FAX: 03-3238-1837
Email: info@braincentury.org
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URL: http://www.braincentury.org/

理事長

（独）理化学研究所脳科学総合研究センター特別顧問

伊藤 正男

副理事長 国立精神・神経センター名誉総長、国際医療福祉大学大学院教授
（独）理化学研究所脳科学総合研究センターシニア・チームリーダー
監

事

金澤 一郎
津本 忠治

川人 光男
合原 一幸／自然科学研究機構生理学研究所教授 伊佐 正
（独）理化学研究所脳科学総合研究センターチームリーダー 貫名 信行
国立精神・神経医療研究センター総長 樋口 輝彦／東京大学大学院医学系研究科特任教授 廣川 信隆
東京大学大学院医学系研究科教授 宮下 保司／大阪大学大学院生命機能研究科特任教授 村上 富士夫
自然科学研究機構生理学研究所教授 鍋倉 淳一／東北大学脳科学グローバル COE 拠点リーダー 大隅 典子
株式会社 ATR 脳情報研究所所長
東京大学生産技術研究所教授

全国開催イベント
Japan Wide Events

① 奈良女子大学附属中等教育学校
② 新潟大学脳研究所
③ 群馬大学医学部神経科学グループ
④ 名古屋市立大学神経科学グループ
⑤ 自然科学研究機構生理学研究所
⑥ 広島大学神経科学研究会
⑦ 京都市立堀川高等学校・京都神経科学グループ
⑧ 国立精神・神経医療研究センター
⑨ 北海道大学脳科学研究会
⑩（独）理化学研究所脳科学総合研究センター
⑪ 玉川大学脳科学研究所・学術研究所・量子科学研究所・工学部・工学研究科
⑫ 大阪大学神経科学グループ
⑬ 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 広報戦略室
⑭ 公益財団法人東京都医学総合研究所

奈良女子大学附属中等教育学校 副校長 吉田信也

多目的ホール

（株）
国際電気通信基礎技術研究所 神谷之康

:

16
30

代表

:〜

13
30

主催 奈良女子大附属中等教育学校

月 日
（土）

2

会場 奈良女子大附属中等教育学校

日時

〜行動や脳機能画像を解析してわかること〜

脳 が 行 う意思決定の 不 思 議

①

開催イベント

2

Program
13:00 〜 13:30

受付

13:30 〜 15:50

講演会

16:00 〜 16:30

脳が行う意思決定の不思議〜行動や脳機能画像を解析してわかること〜
講師

京都大学大学院

講師

沖縄科学技術大学院大学神経計算ユニット

医学研究科

脳病態生理学精神医学教室 准教授

高橋英彦

システム生物学グループリーダー

伊藤

真

質疑応答

開催趣旨
複数の選択肢から何を選ぶか、あるいはある行動をするかしないかを決めることを意思決定と呼びます。例えば、
レストランで何を食べようか、曇り空で傘を持っていくか持っていかないかなどはすべて意思決定の問題です。経
済学では、意思決定や行動を観察する行動経済学が発展し、さらにそれを脳科学の視点から研究する神経経済学
という分野があります。講義では、意思決定の例を行動経済学や神経経済学の実験を紹介して解説していきます。

ア ン ケー ト

生徒のコメント

▷脳が働き自分の感情を考えることができると知り、それが図で表されてわかりやすかったです。中 1 だったの
で少し難しかったです。前頭葉は重要なところなんだと思いました。
▷普段使っている材料でロボットでも学習するということを知り、私も実験してみたいと思った。身近なことが
先端技術につながるということがわかってよかったと思う。
▷人間の行動のメカニズムの神経レベルの解明が個人から社会まで深く関係しているように思えます。会社での
育成に役立てていければ良いかと考えます。これからの日本人が認知する必要性を感じます。
▷私たちの「気持ち」の中でも複雑である「ねたみ」のことや、迷うことが多い「選択」ということについて科
学的に考えたのは初めてだったので、自分の気持ちを客観的な目で見て、もっと良い明るい考えができるように
なるのかな、と思います。また、傷ついた部位がどうすれば治るかの研究がとても興味深いです。これからも
ニュースをチェックしておきたいと思います。

ENTRY FORMS Entry: 1

Town: Nara

Title of event: Wonder of Decision

Making by the Brain~Findings

▷道徳的ジレンマについての質問では人の命の重みについて考えさせられました。間接的に手を加えるのと直接
手を加えるのではやはり責任の大きさを意識してしまう。それは前頭葉の働きが欠如している人は責任の大きさ
を感じないため直接手を加えることをためらわないというのに驚いた。

through Analyses of Behaviors

保護者の感想

Type of event: Lecture and discussion

感じつつこのような講座をきけたことに感謝です。

and Functional Brain Imaging~

▷学生たちの知識欲をそそるようなとても貴重な講座でした。学生たちの感嘆が聞こえてくる様子に頼もしさを

Event description: Lecture regarding

▷脳にはわからないことも多い。未知の世界というイメージがありました。しかし “ 経験 ” がはたらいて脳をト

the experiments students par tici-

レーニングしていくことができるというのが面白かったです。

pated and the function of the brain

イベントを終えて

which contributes to the decision
making made by mentally impaired

毎日私達がしている意思決定について、様々な角度からお話しをしていただいた。特に経済学では、複数の

and unimpaired
Date: FEB. 2, 2013

Time: 13:30-16:30

Full address of event location:

商品の中から物を選んだり、複数の経営方針の中からある方針を選ぶ際に意思決定者である消費者や経営者は
その個人や会社が最も金銭的に得をする選択をするものだという前提で研究がされてきた点など興味深いもので

1-60-1 Higashikidera, Nara 630-8305,

あった。一方で、心を持ち、社会の中で暮らす私達には個人の損得勘定だけでなく、不安・希望といった感情

Japan

や同情・公平感・道徳観などが意思決定に大きく作用する点を踏まえて、脳科学の視点から研究する神経経済

Audience: seconndary school studennts

学という分野があるなどの新知見を得た。私達の人間らしい意思決定の例を行動経済学や神経経済学の実験を

and General Public

紹介して解説していただき大変分かり易いものであった。また、今年度は、新学術領域研究「予測と意思決定

Contact name: Shinya YOSHIDA

の脳内計算機構の解明による人間理解と応用」および新学術複合領域「ヘテロ複雑システムによるコミュニケー

Event organization and address:

ション理解のための神経機構の解明」も参加していただいた。ATR の神谷先生、NAIST の柴田先生との連携に

Nara Women’s University Secondary

より実現したものである。本校を拠点に学問のネットワークが作られ、最先端の学問を学ぶ門戸が広がることを

School, 1-60-1 Higashikidera, Nara

期待しつつ、今後も、脳科学の啓蒙の一助を担っていきたいと考えている。

630-8305, Japan
TEL/FAX: 0742-26-2571/0742-20-3660
E-mail: shinya@cc.nara-wu.ac.jp
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講義の様子 1

講義の様子 2

質疑応答 1

質疑応答 2

定員

3）脳の病気の分子病態（分子神経疾患資源解析学分野）

10 名

4）生きた神経細胞を育ててみる（分子神経生物学分野）

10 名

5）ヒトの脳と心を探る（脳機能解析学分野）

10 名

6）記憶や学習の分子メカニズム（細胞神経生物学分野）
15:50 〜 17:00

17
00

10 名

Ⅲ. ヒトの脳の不思議（講演）

100 名

1）アルツハイマー病は脳の病気
2）動物実験から迫る脳研究

14
00

桑野 良三
横山 峯介

3
年
月
日火

〜

14
17
時

対象 高校生︑
大学生

参加費 無料

▷脳を実際に触るなど、あまりない体験ができてよかった。実際にやってみる、見てみる、触れてみる、という

26

会場 新潟大学脳研究所

後援●新潟県教育委員会

参加者コメントより

25

脳 と心

ア ン ケー ト

平成

機会に日本の科学研究の将来を担う高校生や学生の皆さんに積極的に参加していただければ幸いです。

てみようヒト の

においても､ 3 月 26 日（火）に「見てみようヒトの脳と心」という題の研究所公開と講演を企画しました｡ この

主催●NPO法人 脳の世紀推進会議／新潟大学脳研究所

世界的に脳科学の重要性を広く社会に訴える啓蒙活動「世界脳週間」の趣旨に沿って、当新潟大学脳研究所

見

開催趣旨

イベントを終えて
毎年 3 月下旬に開催しているが、今年も 3 月 26 日（火）に新潟県内を中心に約

80 名（高校生 78 名、教員 3 名）の参加を得て行った。
本プログラムの目玉である「脳研究所の研究室／実験室公開授業」
（6 コース、
各 90 分）では、各コースとも定員を 10 名ほどに絞り、以下のような実際の脳研
究の一端を見学してもらった。

1）脳を観察する（病理）
：ヒトの脳標本を自分の目で見て手で触ってみます。
2）手術で治す脳の病気（脳外科）
：手術で治す脳の病気の原因や症状・治療法を
解説します。

ヒトの脳と心を探る（脳機能解析）コース

3）脳の病気の分子病態（分子神経疾患資源解析学分野）
：脳の病気の分子レベル
でのメカニズムとその研究手法を学びます。

4）生きた神経細胞を育ててみる（分子神経生物）
：脳から神経細胞を取り出し培

で画像化し観察します。

6）記憶や学習の分子メカニズム（細胞神経生物）
：記憶や学習はどのようにして
脳を観察する（病理）コース

の専門分野に絡めてわかりやすく解説した。
これらのプログラムは、普段の学校の授業では、経験できないことであり、脳・神経研究の面白さ、奥深さ
を理解する一助となれば幸いである。

均

Ⅱ. 脳研究所公開／脳研究の実際（会場：各分野の研究室）
14:10 〜 15:40
1）脳を観察する
（病理学分野）
10名
2）手術で治す脳の病気（脳神経外科学分野）
10名
3）脳の病気の分子病態（分子神経疾患資源解析学分野） 10名
4）生きた神経細胞を育ててみる（分子神経生物学分野） 10名
5）
ヒトの脳と心を探る
（脳機能解析学分野）
10名

計

50名

（先着順）

申 込 先

新潟大学脳研究所
図書室・佐藤
E-mail：blib@bri.niigata-u.ac.jp
TEL：025-227-0606 FAX：025-227-0814
URL：http://www.bri.niigata-u.ac.jp

桑野

良三

横山

峯介

日本海 会津八一記念館
マリンピア日本海
護国神社

旭町二

100名

計

市美術館
り

通

日本海タワー ノ 日銀
ギ
営
所 オ
通
り

NEXT21

三越

東中通
オークラホテル
市役所
白山公園
県民会館

R116
駅

白山

陸上競技場

信濃川

N

イタリア軒

万
代
橋

港

潟空

至新

線

越後

新潟駅

幹線

上越新

県庁
女池I.C.

京

東

至

R8

桜木I.C.

ENTRY FORMS Entry: 2
Town: Niigata
Title of event: Let’s take a look at
human brain and mind
Type of event: Lab visits and lectures
Event description: We prepared 6 lab
visit courses 1）-6）for college and
high school students; 1）Brain pathology, 2）Neurosurger y, 3）Molecular
neuroscience, 4）Molecular neurobiology, 5）Integrated neuroscience,
and 6）Cellular neurobiology. Each
course was attended by 10-15 students. After this session, all participants took part in the lecture course
（30 min x 2）on the wonder of brain.
Date: March 26, 2013 Time: 14:00-17:00
Full address of event location: Brain Research Institute, Niigata University,
1-757 Asahimachi-dori, Chuou-ku,
Niigata-shi, Niigata 951-8585, Japan
College and high school students
Contact name: Kenji Sakimura
Event organization and address: Brain Research Institute, Niigata University,
1-757 Asahimachi-dori, Chuou-ku,
Niigata-shi, Niigata 951-8585, Japan
TEL/FAX: 025-227-0606/025-227-0814
E-mail: blib@bri.niigata-u.ac.jp

2
0
1
3

報告書

また、
「ヒトの脳の不思議」の講演（30 分× 2 題）では、当研究所の教授が自身

高橋

Audience:

5）ヒトの脳と心を探る（脳機能解析）
：ヒトの脳（心）の活動の様子を MRI 装置

起こるのか、その研究方法を解説します。

新潟大学脳研究所長

世界脳週間

養して形や機能を調べます。

代表

Ⅰ. 脳研究所長挨拶（検討会議室）
14:00 〜 14:10

大橋
昭和

マー病の具体的な内容を知ることができ、また体験では脳の手術を実際に見ることができ、とても充実した時間

当新潟大学脳研究所においてもこの趣旨に沿って、3 月26

を企画しました。この趣旨をご理解いただいて、学生の皆さん
に積極的に下記の行事に参加していただければ幸いです。

橋
代
千
八

〒951-8585 新潟市中央区旭町通り1-757

を過ごせた。

実験の公開と講演を予定しています。

日
（火）
に
「見てみようヒトの脳と心」
という題の研究所公開と講演

橋
大
歳
千

わかった。神経細胞はどのように取り出されるのか、実際に取り出し方を教えていただいて本当に細かい作業が

味深かったです。▷イベントに参加して、脳の不思議さ、面白さを感じることができた。講演会ではアルツハイ

以上の研究機関が、その趣旨に沿って、日本の科学研究の将来
を担うべき学生を対象に、わかりやすく最先端の脳研究を紹介
し、すこしでも脳と心の科学に興味を持ってもらおうと、研究室／

新潟大学脳研究所・医学部・歯学部

を学べて、とても有意義な体験をすることができて楽しかった。▷神経細胞には、さまざまな種類があることが

ので、選択の幅が広がり脳外科もいいなと思いました。精密で繊細な脳を顕微鏡を使って手術する姿はとても興

盟（DABI）
を結成しました。DABI は、ユネスコと国際脳
研究機構の後援をうけ、「世界脳週間」
を設定して、世界的
に脳科学の重要性を広く社会に訴える啓蒙活動を企画すること
になりました。日本でも、脳の最先端研究を実施している12

1）アルツハイマー病は脳の病気
2）動物実験から迫る脳研究

申込方法
① 氏名 ② 住所・電話番号 ③ 学校名・学年
④ 公開コース 1）
〜5）
のうち第 1＆第 2 希望
を明記してハガキまたはeメールで下記まで

の様子が見られて、想像しかできずあやふやだったイメージが埋まりました。将来医師になりたいと考えていた

脳の病気や障害そして心を知る重要性に
ついて、世界的な共通の認識のもとアメリカを
中心とする脳神経科学者たちが Dana 脳科学推進同

Ⅲ. ヒトの脳の不思議（統合脳機能研究センター棟6Fセミナーホール）
15:50 〜 17:00

のが、やはり一番楽しい。▷ブレーンカッティング室で脳を触ったり、講義で知らないことや誤解していたこと

必要だと思った。また、教科書でしか見たことのない神経細胞を見ることができてうれしかった。▷実際に手術

高橋 均

10 名

:

10 名

2）手術で治す脳の病気（脳神経外科学分野）

:〜

1）脳を観察する（病理学分野）

26

代表 新潟大学脳研究所長

Ⅱ. 脳研究所公開／脳研究の実際

3

主催 新潟大学脳研究所

14:10 〜 15:40

会場 新潟大学脳研究所

Ⅰ. 脳研究所長挨拶

月 日
（火）

14:00 〜 14:10

日時

見てみようヒトの脳と心
②
開催イベント

Program

9

:

16
00

代表 平井宏和

:〜

10
00

主催 群馬大学医学部神経科学グループ

月 日
（土）

27

会場 群馬大学アメニティー講義室

日時

脳研究のススメ
③
開催イベント

4

Program
10:00 〜 12:00

午前の部
1. 先端研究者による講演
1）
「生殖活動を司る新たな神経ペプチド “KISSPEPTIN” の役割」

		

群馬大学医学教育センター兼 大学院医学系研究科 生体構造学助教

澤井信彦

2）
「脳内環境の破綻と神経・精神異常の発症メカニズムの解析
ー
「多動症」や「育児放棄」への一考察ー」
		

群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学准教授

下川哲昭

2. パネルディスカッション「研究の面白さとはー勉強と研究の違いー」

13:30 〜 16:00

パネリスト

下川哲昭／澤井信彦

司

群馬大学大学院 医学系研究科 神経生理 教授

会

平井宏和

午後の部
施設見学（PET 脳画像解析施設ならびにゲノムリソースセンター）
（13:30 〜 14:30）
各研究室での体験実習（14:45 〜 16:00）

開催趣旨
「世界脳週間」とは、脳科学の科学としての意義と社会にとっての重要性を一般に啓蒙することを目的とし
て、世界的な規模で行われるキャンペーンです。
神経科学者が中心となり 1992 年のアメリカで始まった公開講演・討論、病院や研究所の公開、学校訪問な
どの公開行事は、国際脳研究機構やユネスコの後援を受けて「世界脳週間」となって、欧州・アジア・南米・
アフリカでも行われる世界的な規模に拡大しました。
我が国もこの「世界脳週間」の意義に賛同し、
「特定非営利活動法人

脳の世紀推進会議」が主体となり、

高校生を主な対象として 2000 年より参画してきています。
群馬大学では、最先端の神経系研究の講演のほかに、大学を知ってもらうために研究施設の見学、各研究室
での体験学習を行います。脳の「不思議さ」と「すごさ」を実感してください。

ENTRY FORMS Entry: 3 Town: Maebashi
Title of event: Why don’t you get
involved in brain research?
Type of event: Lecture, Panel discussion
Event description:

Lecture
Role of the novel neuropeptide “KISSPEPTIN” in reproduction
Nobuhiko Sawai Assistant Prof. of
Anatomy and Cell Biology
Breakdown in the brain environment
and the pathogenic mechanism
of mental disorder: A study on “hyperactivity” and “child neglect”
Noriaki Shimokawa Associate Prof.
of Integrative physiology
Panel discussion
Let’s discuss the excellence of research over school lesson
Date: April 27, 2013 Time: 10:00-16:00
Full address of event location:

10

Amenity Lecture Room, Gunma University Faculty of Medicine
3-39-22, Showa-machi, Maebashi,
Gunma, Japan
Audience: High school students, University students, general citizens
Contact name: Gunma University extension course
Event organization and address: Neuroscience group in Gunma University
Faculty of Medicine
TEL/FAX: 027-220-7934/027-220-7936
E-mail: gunma_brainweek2012@ml.
gunma-u.ac.jp

イベントを終えて
開催日当日は天候にも恵まれ、大学生、高校生を中心に多くの方々が参加
しました。事前告知のかいもあり、ほとんどの方が事前登録をされていたため、
当日はスタッフも余裕をもって受け入れることができました。
午前中は、若手先端研究者による自身の研究を交えた 2 講演と、教授の司
会でパネリストによる「勉強と研究の違い」という若者向けのパネルディスカッ
ションを行いました。いずれも好評で、前半の講演は演者が若いことから参加
者も親近感がわいたようです。パネルディスカッションも、脳の研究者を目指

講演風景

すために医学部や医学系の大学に進学する意味についてパネリストの視点から
さまざまな意見が出され大変意義深いものになったと思います。高校生からも
「今から研究者になるために必要なことは何か？」など、多くの質問が寄せら
れ、パネリストのアドバイスを参加者は熱心に聞いていたようでした。
午後は、希望者による大学内の 2 か所の施設見学と神経研究をおこなってい
る各研究室に分かれての体験実習を行いました。施設見学は、当大学の代表

パネルディスカッション

的な施設である PET 画像診断施設とゲノムリソースセンターのどちらかを見学
していただきました。その後、参加者は高校生を中心としたグループに分かれ、
各研究室の特色を活かした体験実習を行いました。いずれの実習も好評を博
し、また研究室によっては、大学生活の話も聞けたことから、高校生の大学進
学に向けた受験勉強に対するモチベーションも上がったようでした。
ただ、体験実習中に話を聞いてみたところ、メディアの影響か iPS 細胞につ
いての興味が大きく、脳研究そのものについては、あまり興味がないようでし

体験実習

た。
例年、高校生、大学生を中心とした参加者ということもあり、今回の午前の
部は若者向けに行いましたが、一般参加の方も興味をもって聞いていただけた
ようですので、地域の社会貢献として全体的に成功を収めたと思います。また、
遠くは栃木県からも参加された方もおり、北関東で唯一脳週間を行う意義を感
じました。

体験実習

講師講演「世界脳週間 2013 講演会」

14:15

道川

誠

講演終了・質疑応答

13
00

:〜

演題：
『健康長寿は『脳』が決め手」 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授

講演要旨
純粋な知的好奇心からわき出てくる科学（医学）研究の面白さを、他者への貢献や、世界へ目を向けた活動を通し
て生徒に語りかけていただいた。コペルニクスやニュートンの次代をルーツとする古典的科学の成り立ちと発展、さら
に、巨額の研究資金を投入して行われて社会への還元も重視する現代の科学研究に至る状況（科学の変容）をお話
しいただいた。
認知症患者数とそれによる社会的損失として、認知症患者数と発症率、また、患者の介護にかかる年間コストの
試算を示し、社会問題としての認知症を概観した。また、アルツハイマー病発見の歴史およびアルツハイマー病の病
態・症状と経過についての話があった。アルツハイマー病は大脳皮質にアミロイドβの蓄積が進行し発症する。アミ
ロイドβの蓄積は 20 数年かけて徐々に進行するため、臨床的症状がみられなくても注意が必要である。家族がアル
ツハイマー病を気付く例も多く、興味や関心の薄れ、財布が盗まれた等の被害妄想、薬等の管理ができなくなるなど
が主なものである。

体育館

:

14
30

代表 飛田秀樹

教務主任挨拶・講師紹介
13:15

20

主催 名古屋市立大学神経科学グループ

「世界脳週間 2013 講演会」開会のことば（司会）

5

会場 名古屋市立向陽高等学校

体育館へ入場

月 日
（月）

講師

日時

13:10

健康長寿は『脳』が決め手
④
開催イベント

Program

ア ン ケー ト
講演を通じて、脳科学研究に対する知的
好奇心や興味・関心が高まりましたか？
あまり
高まらな
かった
21.8％

高まらなかった
2.9％
高まった
16.0％

どちらかといえば
高まった 59.3％

講演で取り扱った内容は、難しいと
思いましたか？
思わない 1.8％

どちらか
といえば
そう思う
13.1％

そう思う
37.1％
あまり
思わない
48.0％

講演の内容や講師の伝えたかったこ
とを、理解できましたか？
理解できた
理解できなかった
9.8%
4.0%
どちらかといえば
理解できなかった
26.2%

ENTRY FORMS Entry: 4

どちらかといえば
理解できた 60.0%

Town: Nagoya

Title of event: Brain is a key organ

for healthy longevity

Type of event: lecture（joint with Super講演を通じて新しくわかったこと・学んだこ
とや、不思議に思ったことはありましたか？
あまり
無かった
15.3％

無かった 1.8％
たくさん
あった
20.7%
ややあった
62.2％

研究者を身近に感じるようになりま
したか？
ならなかった
5.5%
どちらか
といえば
ならなかった
34.5％

全体として、この講演会は満足の得
られるものでしたか？
いいえ 1.8％
あまり
14.5％

なった
19.3％
どちらかと
いえば
なった
40.7％

Science High School Program）
Event description:

introduction
はい
24.7%

まあまあ
58.9％

lecture by Prof. Michikawa
question and answer
Date: May 23, 2013

Time: 13:00-14:30

Full address of event location:

Koyo Senior High School
47 Hiromi-cho, Showa-ku, Nagoya
466-0042, Japan

イベントを終えて

Audience: High school students &

their parents
Event organization and address:

Neuroscience Group, Nagoya City
University
1 Kawasumi, Mizuho-cho, Mizuhoku, Nagoya 467-8601, Japan
TEL/FAX: +81-52-853-8136/

+52-842-3069
E-mail: hhida@med.nagoya-cu.ac.jp

世界脳週間

スーパーサイエンスハイスクール (SSH) の名古屋市立向陽高等学校において、世界脳週間企画をジョイントし
5 年以上が過ぎた。高校および大学の両サイドともすでに多くのノウハウを蓄積しており、準備や当日の進行はス
ムーズに進んだ。講演テーマも、超高齢化を迎える日本のテーマといえる内容であり、高校生にも興味を持って
いただいたと思われる。アンケートからも、演者の伝えたいことや本企画の趣旨が伝えられたと考えられる。
本企画がきっかけとなり、希望者のみではあるが夏休み期間に 2 ～ 3 日の実験体験を実施することになった。名
古屋市立大学神経科学グループでは、さまざまな形で脳科学研究の重要性を伝えることに取り組んでおります。

Contact name: Hideki Hida

報告書

2
0
1
3

アミロイド仮説を説明する道川講師

体育館に高校生とその保護者を含む約 800 名が参加

質疑応答の様子

11

:

15
30

主催 自然科学研究機構生理学研究所

:〜

13
30

代表 自然科学研究機構生理学研究所

月 日
（土）

25

「げんき館」
大講堂
会場 岡崎

日時

せいりけん市民講座
未来の科学者大集合
⑤
開催イベント

5

小泉 周

13

Program
せいりけん市民講座
「脳の不思議とサイエンス－温度を感じるからだの仕組み大実験

ホットなトウガラシとクールなミント－」

岡崎高校 SSH VS 刈谷高校 SSH ゆかいな科学大実験ショー

開催趣旨
トウガラシは暑いとなぜより辛く感じるのでしょうか？ ミントののったアイスクリームはなぜより冷たく感じ
るのでしょうか？

体の不思議な仕組みを、楽しい実験でわかりやすく解説します。
（実験監修：生理学研究

所富永真琴教授、内田邦敏助教）
また、今年のサイエンスショーは、おなじみ愛知県立岡崎高等学校 SSH に加え、愛知県立刈谷高等学校
SSH の参加によりにぎやかに開催！ 科学知識を駆使しての実験対決は何が飛び出すかお楽しみです。

ア ン ケー ト

アンケート総数 68；

10 歳以下 8、10 歳代 15、20 歳代 0、30 歳代 9、40 歳代 21、50 歳代 6、60 歳以上 8、不明 1
講演会のご感想をお聞かせください
▷子どもや文系人間にも分かりやすく説明してくれて、どの実験も面白
かったです。▷実験だけでなく、進行するのにストーリーを発表していた
のがおもしろかった。▷身近なところにスポットをあてて科学的に解明し
ていて楽しかった。▷身近なもので簡単に出来るような実験を教えて欲し
い。生理研の方の話をもう少し具体的に聞ける会も開催して欲しい。▷ス
ライドだけではなく、小道具を使うところが良かった、ほか
今後どのような内容の講演を希望しますか
▷少しだけ、観客全員も参加して出来るものがあるといいと思います。

ENTRY FORMS Entry: 5

Town: Okazaki

Title of event: SEIRIKEN Brain

▷子どもさんがたくさん聞いていました。子どもたちが興味をもつテーマ
を分かりやすくお願いしたいです。▷身近な科学もおもしろかったです

Science Lectures

が、次は最先端のお話を聞いてみたいです。▷学校でやらない（できな

Type of event:

い）実験や体験。科学に触れられるようなこと、ほか

Lecture and demonstration

イベントを終えて

Event description:

Brain science mystery ? illusion
Date: May 26, 2012

Time: 13:30-15:00

例年通り、岡崎高校スーパーサイエンス部と連携して、市民講座を

Full address of event location:

行った。高校生以外にも老若男女問わず、多くの方々にご参加いただく

Okazaki Genki Kan, 2-1-1 Wakamiya-

こととなった。講演だけでなく、より科学を分かりやすく説明するべく、

Cho, Okazaki, Aichi 444-0014, Japan

高校生には身近な不思議を解明する、と銘打ち、ユニークな実験を行っ

Audience: General

てもらった。生理学研究所の富永真琴教授による監修のもと、ヒトが温

Contact name: Amane Koizumi

度を感じる仕組みを細胞レベルで解説しつつ、実際に冷水・常温の水・

Event organization and address:

温水に手を浸け、温度の感じ方の変化を体験してもらった。また、光を

National Institute for Physiological

視覚的に捉えるメカニズムを、岡崎高校と刈谷高校の 2 校がそれぞれの

会場風景 1

Sciences, 38 Nishigonaka, Myodaiji,

手法で解説し、特に刈谷高校の行った白雪姫の劇と絡めた発表は力作で、評判も上々であった。他には力学を題

Okazaki, Aichi 444-8585, Japan

材に、均等に圧をかけることで豆腐を潰すことなく上に乗ることができることを、観客と一緒に体験してもらうな

TEL/FAX: +81-564-55-7722/

ど、身近な材料を使った実験を行い、参加者を魅了した。このイベントを実施するに際しては、研究所と SSH 高

+81-564-55-7721
E-mail: public@nips.ac.jp

校の生徒のみなさん、SSH 高校の理科教員の皆様との連携がうまく働いているからこそできることであると自負し
ている。岡崎高校だけでなく刈谷高校との連携も 2 年目となることから、流れも昨年度より格段に良くなったと感
じる。来年もより多くの SSH 高校とイベント開催にむけた連携を深め、さらに飛躍を計っていきたい。
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会場風景 2

会場風景 3

会場風景 3

休憩（質問記入・回収）

15:45 〜 16:25

講演 3「脳機能を活性化するリハビリテーション」

16:25 〜 16:35

休憩（質問記入・回収）

16:35 〜 16:55

質疑応答（酒井司会）

16:55 〜 17:00

終わりの挨拶

広島大学病院 診療准教授

医歯薬保健学研究院 精神機能制御科学研究室 教授

細見直永

17
00

岡村

仁

アンケート記入

開催趣旨

酒井規雄

15:35 〜 15:45

14
00 5

代表 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授

講演 2「脳を守る医療の最先端」

酒井規雄

講義室

14:55 〜 15:35

広島大学医歯薬保健学研究院 神経薬理 教授

主催 広島大学神経科学研究会

休憩（質問記入）

会場 広島大学医学部第

14:45 〜 14:55

25

:

講演 1「ビジュアル系神経科学研究からわかること」

5

:〜

14:05 〜 14:45

酒井規雄

月 日
（土）

広島大学医歯薬保健学研究院 神経薬理 教授

日時

「はじめに」

脳と心の科学はおもしろい！
⑥

14:00

開催イベント

Program

21 世紀は「脳と心の時代」といわれており、脳科学の重要性は世界共通の認識となっています。公開講座で
は、これからの脳科学を担う若者やその教育に携わっておられる教師の方々に、最新の知識に触れていただき、
脳科学の面白さを体験していただけることを期待しております。

ア ン ケー ト
▷大学で行われる「講演」は、高校と違って専門的で面白かった。▷すごく身近にあるものからヒントを得て病気
の治療不備の発見や改善に役立てていることに感銘を受けました。▷どの講演も高校生向けにわかりやすく説明
してくださったので、とてもよくわかりました。文字だけではわかりにくい現象もアニメーションを用いて説明し
ていただくことでよく理解することができました。▷脳は科学の力を使っても解決できない複雑な臓器であること
に感動した。▷脳卒中の原因や治療法について詳しく知ることができた。▷認知症をわかりやすく噛み砕いて教
えていただいた。リハビリテーションで脳機能を活性化する方法があるなど、知らなかったことをたくさん学んだ。

イベントを終えて
加してくれる高校の行事の影響で高校生の参加が 30 人台にとどまったのが残念
であった。一方、一般には好評で、50 名の定員をもうけたが、定員以上の申し
込みがあり、何名かはお断りすることとなった。一般と高校生の参加人数のバ
ランスは難しいところであるが、あくまで高校生対象の公開講座なので、できれ
ば、多くの高校生の中に一般の方が混じっているような講演会になるように来年

講義風景 1

講演会では、広島大学医歯薬保健学研究科で脳研究と臨床に携わる 3 名の
研究者にそれぞれの専門分野について講演いただいた。まず初めに代表者の酒
井が「ビジュアル系神経科学研究からわかること」という演題で講演した。
「ビ
身の研究を、動画を交えて紹介した。GFP というクラゲのタンパクが病気の原
た。次に、脳卒中を専門とする細見直永先生に「脳を守る医療の最先端」とい

講義風景 2

Event organization and address:

ができた。脳卒中の発症好発世代の方が多く一般人の方が、高校生よりも興味
を引いたかもしれない。最後に、保健学科の岡村仁先生に「脳機能を活性化す
るリハビリテーション」というタイトルで認知症に対するリハビリを活用した新
講義風景 3

する分野は、まだまだ未知の研究領域であることに高校生は興味を寄せた。これまでの講演会ではレジュメを配
布しなかったが、今回 2 名の先生が配布した。レジュメは講義を理解するための重要な道具であると実感したの
で、来年度から配布するように心がけたい。

Department of molecular and pharmacological Neuroscience Institute
of Biomedical & Health Sciences,
Hiroshima University 1-2-3 Kasumi,
Minami-ku, Hiroshima, Hiroshima
734-8551, Japan
TEL/FAX: 082-257-5140/082-257-5144
E-mail: nsakai@hiroshima-u.ac.jp
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報告書

リでその QOL を改善できる可能性があることを強調された。認知症の治療に関

1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Hiroshima
734-8551, Japan
Audience: High School Students teachers and general public
Contact name: Norio Sakai

世界脳週間

うタイトルで話を伺った。様々な最新の脳卒中治療について、わかりやすく、
時にアニメーションや動画を交えて説明していただき、聴衆の理解を得ること

たな取り組みを紹介していただいた。認知症は有効な薬物治療がなく、リハビ

① Neuroscience research using visualized molecule by GFP（Prof. N. Sakai）
② Cutting-edge in research and
therapy of stroke（Assistant Prof. N,
Hosomi）
③ Rehabilitation for dementia, which
can activate brain function（Prof. H.
Okamura）
Date: May 25, 2013
Time: 14:00-17:00
Full address of event location:

ジュアル系」という言葉は高校生への受けねらいであり、要は GFP を使った自
因究明に、治療法の開発に利用されていることに感銘を受けている様子であっ

Title of event:

It’s interesting to study brain
and mind science !
Type of event: Lecture/Talk
Event description:

本年度の講演会から高校生だけでなく一般の人にも参加を解放した。普段参

からも配慮したい。特に行事と重ならないように日程を調整する必要を感じた。

ENTRY FORMS Entry: 6 Town: Hiroshima

13

金子武嗣
京都府立医科大学解剖学・教授 河田光博

:

16
00

代表 京都大学医学研究科高次脳形態学・教授

:〜

13
00

主催 京都市立堀川高等学校／京都神経科学グループ

月 日
（土）

15

会場 京都市立堀川高等学校

日時

世界脳週間京都講演会
「ようこそ脳科学の最先端へ」
⑦
開催イベント

6

Program
講演 1「
（若手研究者からの現在の研究と進路選択についての話）
」

京都府立医科大学助教

講演 2「体で覚える脳の仕組み」

大阪大学教授

森

浩子

北澤

茂

講演趣旨
1）若手研究者である森浩子先生に、20 分ほど現在の研究と進路選択についての話をしていただきました。森先
生は芸術系の高校・大学・修士課程を修了した後に、脳研究の道に進まれた異色の経歴の方です。前半で、自
分で発見された視床下部の新しい sexual dymorphic nucleus である sagittalis nucleus の話をされ、その後に事前
の生徒からの質問に対する答えを中心に講演されました。生徒たちの「探究のための視点・心構え・姿勢は？」
という質問に対して、
「テーマの設定は素朴な疑問から始める。新しいことは教科書に載っていないので、自分
で考えることが大切。真理を知るためには文系と理系の区別はない」といった趣旨の回答をされていました。さ
らに、生徒の「自立とは？」という問いに対しての「自分の責任で選ぶこと（ヒトのせいにしない）
、失敗も大
事、選択を焦る必要はない（迷ったら良い）
」等の返事が印象的でした。全体として高校 1 年生に大きな刺激を
与える講演になっていました。

2）本番の北澤茂先生の講演は、プリズム眼鏡の順応実験の実演を交えて、生徒たちの興味をそそる非常にこな
れたお話でした。小脳での学習においては違う運動技能は小脳の違う場所にモザイク状に埋め込まれる、運動技
、運動野と小脳のループ回路の重要性、
能は左右の上肢間で transfer しない（右で覚えたことが左に転移しない）
など高校生が興味を持ちそうな話題満載で、飽きさせない 1 時間でした。

イベントを終えて
講演後の質問も大変活発で、その場で考えた以下のような質問でにぎわった講演会となりました。

1）右と左でやることを変えると難しいのは、どうして？
2）異なる研究分野の研究者が協同研究しますか？
3）ニューロンの電気信号はどうやって作っているんですか？
4）200 回 + 休む +100 回のトレーニングが連続して 300 回やるより有効というようなことは感覚系でも効果あるの？

ENTRY FORMS Entry: 7

Town: Kyoto

6）貧乏揺すりの癖は脳からの指令なのですか？

Welcome to the front of

7）コンピュータのマウスの動きを 120 度回転させると一番学習が難しいという研究結果に対して、どうして 180 度で

of Neuroscience Beckons

8）癖を人工的に身につけることができるのか？

brain science The Frontier
You!

Type of event: a lecture meeting
Date: June 15, 2013

14

5）
（ペンフィールドの実験を見て）外から流す電流の処理はどうするのですか？

Title of event:

Time: 13:00-16:00

はないの？

隆

14:05 〜 14:15 休憩
		

どこまで克服できるのか？」
トランスレーショナル・メディカルセンター長、神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 部長

武田伸一

14:45 〜 15:00 質問・研究者との自由討論
15:00 〜 15:20 ラボツアーの説明とグループ分け・移動

 法
 人脳の世紀推進会議
セミナールーム

		

17
00

脳を守る 「人工多能性幹細胞（iPS 細胞）で精神や神経の病気は、

:

14:15 〜 14:45 講演 3

13
00

微細構造研究部 一戸紀孝

花川

N
P
O

15:20 〜 17:00 ラボツアー（疾病研究第四部 ・疾病研究第五部・疾病研究第六部・疾病研究第七部・病態生化学研究部・
遺伝子疾患治療研究部を各 15 分程度で回り、見学）

開催趣旨

代表 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所

脳病態統合イメージングセンター 先進脳画像研究部 部長

:〜

			

主催 国立精神・神経医療研究センター、

一戸紀孝

20

会場 国立精神・神経医療研究センター

神経研究所 微細構造研究部 部長

脳を見る 「考える脳・学ぶ脳を見る」

7

月 日
（土）

脳を知る 「脳はどうやって働き、どうやって出来てくるのだろう？」

			
13:35 〜 14:05 講演 2

高坂新一

日時

13:05 〜 13:35 講演 1

神経研究所長

レクチャー＆ラボツアー
脳科学の最前線
⑧

13:00 〜 13:05 ご挨拶・世界脳週間について

開催イベント

Program

21 世紀は脳の時代と呼ばれ、アメリカのオバマ大統領も「5 年前にはできなかっただろう、しかし、5 年後で
は遅すぎる」と語り、アポロ計画なみの予算で、脳からヒトの心の生まれてくるメカニズムと、その異常による
精神障害の診断と治療に、大量の資金を投入して一気に解明しようとしています。また、ヨーロッパも日本も
同様の動きを見せています。
脳はニューロンという微小単位の構造が複雑に絡み合い、ダイナミックに情報を送りあっています。情報を送る部
位は、脳だけで 100 超個あると言われています。この複雑な機構の中から、感情や思考、愛情などが生まれてきます。
今回、国立精神・神経医療研究センターは、世界脳週間 2013 の一環として、この脳の研究の生み出されて
いる場所に、思考も柔らかく、感受性も強い高校生の方々をお招きして、導入的かつ最先端のお話をきいたり、
その場で議論を行ったり、実際に脳の研究の行われている場所で、脳の研究をしている方々の手技を見たり、そ
の研究の目的・結果について議論することにより、脳および脳研究というものに親しんでいただこうと 7 月 20 日
（土）に世界脳週間 2013 ＠国立精神・神経医療研究センターを開催することにいたしました。

ENTRY FORMS Entry: 8

ア ン ケー ト

講演中の様子

Town: Kodaira

Title of event:

Frontiers in Brain Science
Type of event: Lectures and lab visits

▷ラボツアーでは、様々な機器が見られてとても新鮮だった。話や本で読

Event description:

んだりして得たイメージとはまるで違って、衝撃を受けた。▷特に iPS は山

All participants, including high school

中さんがノーベル賞をとって有名となったので、それを実際に見ることがで

students and teachers, attended three

き、勉強と体験が一致したように感じました。▷自分は将来脳に関して研

lectures（30min. x 3）about the wonder

究をしたいと考えているので、本日のレクチャーとラボツアーは人生の中で

of the brain. After that, they were di-

大変有意義なものになりました。質問に答えて下さった先生方にもこころか

vided to 6 groups, which consisted 10-

ら感謝いたします。▷特に iPS 細胞を生でみられたことと第 6 部の方に生き

12 participants, to visit 6 laboratories,

たラットの胚を見せてもらったこと、感動しています。▷個人的に熱帯雨林

where real researches are performed

の音を聞いた部屋の研究がとても面白かったです。どうもありがとうございました。▷ショウジョウバエをみた研究室の

in every day. Each laboratory mem-

先生が教科書に載っていることを丸呑みにするのではなく、どうしてなのか？を自分で考えてみるという言葉がとても印

bers prepared what they can show the
participants, and stimulate their inter-

象的でした。原理まで追求してこれから先、さまざまなことを学んでみたいと思います。

est to the brain science.

イベントを終えて

Date: July 20, 2013

Full address of event location:

アンケートでは、iPS の話は「とても分かりやすく、刺激になった」というコメントが多かった。また、他のトークに

4-1-1 Ogawa-Higashi, Kodaira,Tokyo
187-8551, Japan

もので強く好奇心を刺激するものだった」という意見が聞かれた。生徒によっては、脳

Audience: High school students and

の柔らかさの問題に強い興味を持たれた方もおり、全般的に脳の変化に興味をもっても

high school teachers

らったと思う。ただ、引率の先生から聞いたところ、神経に関して、ほとんど勉強して

Contact name: N. Ichinohe

いない生徒もいるということで、将来的な希望としては、神経系の基本原理を最初に

Event organization and address:

教えて欲しいという意見が多かった。したがって、神経系の機能・構造とシナプスの可
塑性あたりまでを丁寧に話すべきであったかと反省している。

Psychiatry

ただ、全体としては、分かる、やや難しいを超えて、
「刺激的で、興味深い、学ぶ

TEL/FAX: 042-341-2711/042-346-1749

ものをたくさんもらいました」という意見が大勢を占めていてよかった。

2
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報告書

National Center of Neurology and

世界脳週間

関しては、
「レベルが適切で概ねその内容は分かるが、ところどころわからない、という

E-mail: nichino@ncnp.go.jp

ただし、主にラボツアーでも問題になったが、一人一人の時間が短かすぎた、とのコメ
ントが多かった。全体としては、多くの生徒をインスパイアーできたのではと感じている。

Time: 13:00-17:00

ラボ見学の様子

15

:

11
45

代表 田中真樹

:〜

9
45

北海道大学医学部 組織病理学実習室
（医歯学研究棟 階）

月 日
（火）

6

主催 北海道大学脳科学研究会

会場

日時

高校生のための
脳科学・講義と実習
⑨
開催イベント

8

3

Program
1）
「医学部長からのご挨拶」

分子病理学分野

笠原正典

2）
「高校生のための脳科学講義」

神経生理学分野

田中真樹

3）
「顕微鏡で病理組織を観察しよう」 腫瘍病理学分野

田中伸哉

4）医学を学ぶ展示企画

ア ン ケー ト
終了時に行った無記名式のアンケートで、
「印象深かったことは」という質問に対しては「ヒトの脳や臓器に触れ
たこと」という回答がもっとも多かったが、他にも以下のようなものがありました。
「ブタ、ウシ、ヒトの脳を実際に触り、重さや形が確認できたこと」
（本庄東高、2 年男子）
「高次視覚野とその障害の講義がとてもおもしろかったです。幼いころに視覚に関する病気の本を熟読していた
ので、その知識と結びついてとても興味が深まりました」
（小林聖心女子学院、1 年女子）
「脳はヌメヌメして表面がプヨプヨしていたが重かった。骨は軽かった」
（北嶺高、3 年男子）
「がん細胞を顕微鏡で見たことが印象に残りました。どれもこれも楽しかったです☆」
（五所川原高、2 年女子）
「脳に本当にしわがあったこと」
（北嶺高、2 年男子）
「身近なことでも、掘り下げて考えれば、医学に結びつくことが興味深いと思った」
（愛光高、1 年男子）
また、満足度の 5 段階評価（大変面白かった／面白かった／普通／つまらなかった／大変つまらなかった）で
は、平均 4.7、理解度の 5 段階評価（ほとんど理解できた／結構理解できた／ふつう／あまり理解できなかった
／ほとんど理解できなかった）では、平均 4.1 という結果になりました。また、本学医学部への興味について質
問したところ、3 段階評価（増えた／変わらない／増えた）で平均 2.9 と好印象を与えることができました。

イベントを終えて
「高校生のための脳科学・講義と実習」は、北海道大学
医学部医学科のオープンキャンパスイベントの一部として、
高校生限定のプログラムとして行いました。例年通り、6

ENTRY FORMS Entry: 9

Town: Sapporo

月のオンライン登録では、開始 10 分で定員（100 名）に達

Title of event:

する人気ぶりでした。笠原正典医学部長の挨拶の後、田

Brain Science for High

中真樹教授（神経生理学分野）が約 40 分の「視覚系でみ

School Students

る脳の不思議」というタイトルで講義を行いました。講義

Type of event: Lecture & Practice

は医学部 3 年生に行っている系統講義の「高次視覚野」と

Date: Aug. 6, 2013

Time: 9:45-11:45

「連合野の機能 1」の項目の一部を紹介する模擬講義として

脳科学模擬講義の様子

Full address of event location:

行い、一次視覚野以降の視覚情報処理について脳損傷に

Hokkaido University School of

ともなう失認の例などを示しながら説明しました。また、選択的注意について言及した際には、変化盲の動画を

Medicine, N15-W7, Kita-ku, Sapporo,

用いることで、意識との関係を高校生に実感してもらいました。

Hokkaido 060-8638, Japan
Audience: High School students

後半では、参加者を 2 つのグループに分け、模擬実習を行いました。一方のグループでは顕微鏡を用いてヒ
「脳の進化」
、
「ヒト脳を見てみ
トの組織標本を観察し、がん細胞のスケッチをしました。他方のグループでは、
よう」
、
「大脳皮質の機能局在と可塑性」
、
「ニューロンとグリア」
、
「情報伝達」
、
「伝導と伝達」
、
「脳とエネル
ギー」
、
「正常組織と癌組織」など、脳に関したさまざまなテーマのパネル展示を見学するとともに、ホルマリ
ン処理されたヒトの脳標本や内臓、癌などを実際に触ったり、尺骨神経を電気刺激して筋を収縮させてみたり、
脳波計で脳波の広がりを観察したり、心電図（肢誘導）を測定したり、人骨標本に触れてみたり、錯視を観察
したりといった、さまざまな体験をしました。それぞれのグループは約 40 分で交代し、参加者全員が同様の模
擬実習を体験しました。これらの実習には、解剖学、生理学、病理学、神経生物学の教員と大学院生、さら
には医学部 3 ～ 6 年生の学生 7 名が説明にあたりました。
最後に行った無記名式のアンケートでは、満足度の平均が５点満点中 4.7 点と高い評価を得ることができまし
た。また、実習でもっとも印象深かったこととして、ヒトの脳標本に触れたことを挙げる高校生が大多数という
結果になりました。

16

脳の説明をきく高校生たち

頭蓋骨に触れる高校生

顕微鏡を用いた模擬実習

13:10 〜 14:00

講演「感覚と運動を制御する脳」～簡単な実験から脳機能を考える～

脳科学総合研究センター特別顧問

理化学研究所・脳科学総合研究センター 行動神経生理学研究チーム チームリーダー

研究室見学 1

15:00 〜 15:30

研究室見学 2

村山 正宜

9

13
00

:〜

14:20 〜 14:50

伊藤 正男

:

15
30

開催趣旨
理化学研究所・脳科学総合研究センターは、世界脳週間 2013 －夏休み高校生理科教室として「脳の不思議
に迫る」を開催します。

代表 利根川進

開会挨拶

主催 （独）
理化学研究所 脳科学総合研究センター

13:00 〜 13:05

8

会場 理化学研究所 脳科学総合研究センター

受付（大河内記念ホールロビー）

月 日
（金）

12:30 〜 13:00

日時

脳の不思議に迫る
⑩
開催イベント

Program

今回の講演は、参加型の実験と最新の研究成果を通じて「脳ってやっぱり不思議、面白いな～」と皆さんに実
感していただくことです。講師は、行動神経生理学研究チームの村山正宜チームリーダーです。
脳科学に興味のある高校生の方、是非ご参加ください。

8 月9 日 金

ア ン ケー ト
対

どのようにしてこのイベントを知りましたか？
学校の掲示板 3%

象

日

親 1％

程

理研ウェブ
サイト 32％

難しかった

23

よくわかった

13:00〜13:05

開会の挨拶
伊藤正男 脳科学総合研究センター特別顧問

13:10〜14:00

講演｢感覚と運動を制御する脳｣
〜簡単な実験から脳機能を考える〜
行動神経生理学研究チーム
村山 正宜 チームリーダー

14:20〜14:50

研究室見学①

15:00〜15:30

研究室見学②

携帯電話からどうぞ

りけん

お 問 い 合 わ せ：理 化 学 研 究 所 脳 科 学 総 合 研 究センター
脳科学研究推進室 世界脳週間担当
メー ル：w b a w 1 3 @ b r a i n . r i k e n . j p
電 話：0 4 8 - 4 6 7 - 9 7 5 7

主催：特定非営利活動法人脳の世紀推進会議・独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター

ENTRY FORMS Entry: 10

Town: Wako

Title of event: Let’s explore the

長い
40

(埼玉県和光市広沢2-1)

受付（大河内ホールロビー）

※キャンセルの場合、必ず事前にお知らせください。

短い

まあまあわかった

12:30〜13:00

理化学研究所
東武東上線
大河内記念ホール
有楽町線

http://www.brain.riken.jp/wbaw13/

mysteries of the brain

講演について：時間

0

所

お 申し込 み はホー ム ペ ージからどうぞ

友人・知人
26%
ポスター
20%

講演について：内容

80 名（事前登録制）

* 定員に空きのある場合のみ当日参加可能です。
* 参加者はご都合により、講演会のみ、
講演会＋研究室見学 1 のみでも参加可能です。

先生 6%
パンフレット
5%

場

高校生の方
先着

理研からのメール 1％

部活 6%

参加無料！

Type of event:

Lectures and Group works

7

Date: Aug. 9, 2013

Time: 13:00-15:30

Full address of event location: RIKEN

0

ちょうどよい

55

Brain Science Institute, 2-1 Hirosawa, Wako-shi, Saitama 351-0198,
Japan

研究室見学について：内容
難しかった
まあまあわかった
よくわかった

Audience: High school students

研究室見学について：時間

長い

19
41

ちょうどよい

Contact name: Brain Science Planning

10

短い

2

Office, RIKEN Brain Science Institute

4
48

Event organization and address: RIKEN

Brain Science Institute, 2-1 Hirosawa, Wako-shi, Saitama 351-0198,
Japan
TEL/FAX: 048-467-9757/048-462-4914

世界脳週間
報告書

2
0
1
3

集合写真

実験の様子

17

玉川大学脳科学研究所・学術研究所・量子科学研究所・工学部・工学研究科

玉川 大 学

代表 大森隆司

:

17
00

科研費新学術領域
「伝達領域」「予測と意思決定」

:〜

11
00

主催

月 日
（金）

23

会場 玉川大学８号館

日時

夏休み 高校生体験理科教室
「見て触れて感じる先端科学」

⑪

開催イベント

8

（８コース）

高校生の皆さんにご紹介します。

「「決断」
と
「かけひき」の科学」

「脳のつながりを探る」

「脳に記憶を書き込もう」

「目は口ほどにものを言う」

「あなたは人間関係に疲れていませんか？」

「ぜったいに解けない暗号を解く」
学

玉川大

Lab

ch
Sci Te
Future
場ラボ
植物工
）も
究施設
工場研
！
（植物
きます
見学で
M.
日 A.
8 月 23

６月中旬に詳細発表

「氷のつくる神秘の世界」

「光のちから」

玉 川 学 園 ・ 玉 川 大 学ホームページ http://www.tamagawa.jp

ENTRY FORMS Entry: 11

Town: Machida

Title of the event: Summer science

experience for high school
students

Type of the event: experience
Date: Aug. 23, 2013

玉川大学植物工場ラボ見学会

13:00

主催者挨拶・全体説明・講師紹介

13:30

実験・グループワーク

		 1. 決断とかけひきの科学＜意思決定・神経経済学＞
		 2. 脳のつながりを探る＜ MRI による神経線維追跡＞
		 3. 脳に記憶を書き込もう＜神経生理・海馬の記憶＞
		 4. 目は口ほどにものを言う＜眼球計測からわかる心の動き＞
		 5. あなたは人間関係に疲れていませんか＜唾液から調べる社会的ストレス＞
		 6. 氷のつくる神秘の世界＜極低温が作り出す非日常現象＞
		 7. 光のちから＜光エネルギーの変換と利用＞
16:15

全体報告と講評

17:00

閉会

！
定！

2013年8月23日(金) 13：00〜17：00（予定）
受付◆玉川大学 大学８号館
玉川大学では、最先端の
科学技術の研究を行っています。
対象◆高校生48名 参加無料 普段は見ることのできない施設や研究内容を、

体験型
学習

11:00

開催決

夏休み 高校生体験理科教室

（計８コース／各コース定員６名／先着順）

Program

Time: 13:00-17:00

Full address: Brain Science Insti-

tute, Tamagawa University, 6-1-1
Tamagawa gakuen, Machida, Tokyo

ア ン ケー ト
▷以前から興味があり憧れのあった MRI 画像を実際
に見せてもらい、プログラムを操作させてもらったこ
とはとても良い経験になり嬉しかった。▷使われてい
る用語が難しかった。他の人の知識が多くてついてい
けていない所があった。▷ MRI で撮った映像を自分で
角度を変えて見たい部分を見ることが出来た。調べた
い場所に色を塗ってどの部分と神経がつながっている
のか調べることができた。脳についても講師の方に丁
寧に教えていただいたので深く理解することができた。
▷時間が短く細かい部分が理解できなかった。▷言葉
を理解することが難しかった。PC を使ってのゲームは
楽しく、自分がどのグループ / タイプなのか分かって
良かった。▷高校にはない設備の充実に驚きました。
▷印象に残ったのは自分がどこを見ているか分かる機
械です。どのようにして分かるのか興味が沸きました。
▷猿の実験を近くで見られて良かった。ニューロンの
音を聴くことができ早く大学に行きたくなった。▷液
体窒素を使って物を凍らせたり、その変化を使って
色々なことに応用しようとしていることは、自分では
思いつかないことなので奥が深いと思いました。▷海
馬の記憶能力が電気信号を与えるだけで上がること。
海馬がどのように記憶を伝達しているか、ほか。

194-8610
Contact Name: Takashi Omori

Brain Science Institure, Tamagawa
University, 6-1-1, Tamagawa Gakuen,
Machida, Tokyo 194-8610, Japan
TEL/Fax: 042-739-8562/042-739-8858
Email: omori@lab.tamagawa.ac.jp

知り合いや
友人に
聞いて 5

玉川大学
ホームページ
10
学校からの
案内 16

講演について：内容
難しかった 1

回答なし 1

チラシ 2

講演について：時間

短い
5
まあまあ
わかった
11

よくわかった
20

長い 7

ちょうどよい
21

イベントを終えて

Audience: 33（High school students）
Event organization Address :

どのようにしてこのイベントを知りましたか？

今年度は玉川大学の脳科学・工学を中心に最先端の研究活動の現場を高校
生に体験してもらうことを目標に、体験理科教室を企画しました。テーマは、脳
科学から 5 件、工学から 2 件の 7 件でした。このほかに量子情報科学から 1 件を用
意しましたがこれは高校生からの希望者がなく、残念ながら実施できませんでした。
講師の方々は、本当に研究の第一線に立っている研究者で、各講師に高校
生が 5 人程度でじっくりと話を聞いて、あるいは討論をして、それから先端的
な科学を体験しました。体験の時間は 2 時間半程度と短く、導入から議論ま
で含めると本当に短い時間です。しかしすべての講師はその範囲内で努力をし

全体説明とテーマの導入

てくださり、高校生も多くは満足したことがアンケートからわかります。テー
マによってはマンツーマンの指導になったものもあり、その内容の密度の高さ
はすごいものがあります。
体験が終わったあと、それぞれのテーマについて参加者から 5 分程度の報告
をしてもらいました。それぞれの体験がにじみ出て、他のテーマに参加していた参
加者にとっても面白そうだと思える報告ばかりでした。一部の高校生は英語で報
告をしてくれました。海外にむけて発信できるほどの力をもった高校生が脳科学に
興味をもって参加してくれているという認識は、主催者にとっても刺激的でした。
アンケートからは、高校生の興味は脳科学そのものにもありますが、より

18

MRI 装置を眺めながらの説明

広い分野にも興味をもっていることが伺えました。脳科学はそれ自体が広大な分野ですが、それがまた他の分野
と結びつくことで新しい展開が生まれるものでもあり、そのような企画をまた来年は実施したく思います。

山本亘彦

:〜

13
00

イベントを終えて

:

16
00

本年大阪においては、講演会と研究室見学の 2 本立てで行った。講演会では、藤田一郎氏（大阪大学大学
院・生命機能研究科・教授）が「脳が世界を見る～私が知らないうちに」
、大阪神経科学グループ代表山本亘
彦（大阪大学大学院・生命機能研究科・教授）が「脳の発達は遺伝と環境の両方に依存する—シャーレの中の
神経回路が語る」というタイトルでそれぞれ講演を行った。研究室見学では、それぞれの講演者の研究室を訪

代表 山本亘彦

大阪大学 生命機能研究科 教授

講演後に研究室見学

主催 大阪大学神経科学グループ

		

29

会場 大阪大学生命機能研究科ナノバイオロジー棟

「脳の発達は遺伝と環境の両方に依存する — シャーレの中の神経回路が語る」

9

月 日
（日）

講演会 「脳が世界を見る～私が知らないうちに」 大阪大学 生命機能研究科 教授 藤田一郎

日時

大阪講演会
⑫
開催イベント

Program

問し、実験施設や実際に得られた結果のサンプルの観察などを行った。
本年も近隣の高校や近畿地区のスーパーサイエンスハイスクールへ働きかけた結果、参加者のほとんどは高校
生であったが、高校の行事などと重なったせいか人数は少数であった。しかし、講演会後や研究室見学では質
問も活発になされて、少人数ではあったがかなり有意義な会であった。また、研究室見学には相応しい人数で
あり、顕微鏡の観察で蛍光タンパク質で標識された細胞を見て、喜ぶ高校生の姿が印象的であった。

ENTRY FORMS Entry: 14
講演風景

講演風景

Town: Osaka

Title of event: Osaka Symposium
Type of event:

Lectures and laboratory visit
Date: Sept. 29, 2013

Time: 13:00-16:00

Full address of event location: Nonobiol-

ogy Building in Osaka University, 1-3,
Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871,
Japan
Audience: High school students
Contact name: Nobuhiko Yamamoto
Event organization and address: Neuro-

science Group in Osaka University,
1-3, Yamadaoka, Suita, Osaka 565研究室見学

研究室見学

0871, Japan
TEL/FAX: 06-6879-4636/06-6879-4637
Email: nobuhiko@fbs.osaka-u.ac.jp

世界脳週間
報告書

2
0
1
3

19

:〜

15
30
16
15

代表 長神風二

:、

14
45

広報戦略室

:〜

14
00

主催 東北大学東北メディカル・メガバンク機構

東北大学医学部

月 日
（土）

5

会場

日時

最新の脳科学と大規模
調査が迫る“頭脳〟
⑬
開催イベント

10

Program
14:00

開

会

14:02

講

演

14:30

質

疑

14:40

終

了

東北大学加齢医学研究所

瀧

靖之

＊同じプログラムを、15 時半～も開催

開催趣旨
脳科学の進展は、いつもメディアを賑わせています。でも、一番関心がある「頭の良さ」とか「記憶力」はど
こまでわかっているのでしょう？
最先端の脳科学で MRI などを用いて行われている実験の一部を、実際に体験して頂きながら、たくさんの

:

人々が参加することでできる研究とそこからわかることをお伝えします。

ア ン ケー ト
参加者コメント（質疑応答、終了後の談話等から）
・脳の中で色々な部位が色々な記憶を司っているとい
うのが面白かった。
・MRI を受けてみたいと思う。

ENTRY FORMS Entry: 13

イベントを終えて

Town: Sendai

Title of event: Intelligence by cut-

ting-edge neuroscience and

東北大学医学祭という 3 年に一度のイベントの枠内での実施という新たな試みを行った。当日が季節のわりに

a large scale cohort study

非常に寒い一日になったり、会場が構内工事のために非常に導線の悪い場所であったにもかかわらず、各回 30

Type of event: Lecture

人程度ずつの参加者を得ることができた。

Event description: Lecture by Prof.

Yasuyuki Taki（Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku
University）
Date: Oct. 5, 2013
Time: 14:00-14:45, 15:30-16:15
Full address of event location:

School of Medicine, Tohoku University, 2-1 Seiryo-machi, Aoba-ku,
Sendai City, Miyagi
Audience: Around 30 people each.（To-

tal 60）

講演風景

Contact name: Fuji Nagami
Event organization and address:

Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
2-1 Seir yo-machi, Aoba-ku, Sendai
City, Miyagi
TEL/FAX: +81-22-717-7908/

+81-22-717-7923
E-mail: f-nagami@med.tohoku.ac.jp

20

講演中の瀧教授

11:40 〜 12:15

講演 2「昆虫から分かる脳のしくみ」

神村圭亮

東京都医学総合研究所 研究員

疑（各講演ごとに 10 分）

26

:〜

10
40

開催趣旨

:

12
30

「世界脳週間」とは、脳科学の科学的な意義と社会にとっての重要性を一般の方々に理解いただくことを目的
として世界的な規模で行われるキャンペーンです。日本でもこの「世界脳週間」の意義に賛同し、
「脳の世紀実
行委員会 ( 現・特定非営利活動法人

主催 公益財団法人東京都医学総合研究所

西澤大輔

代表 公益財団法人東京都医学総合研究所

講演 1「テーラーメイド医療へ向けた脳・ゲノム研究」 東京都医学総合研究所 研究員

桜蔭高等学校

10:45 〜 11:20

11

月 日
（火）

新井信隆

会場 桜蔭学園

東京都医学総合研究所 副所長

質

拶

日時

挨

脳科学・ゲノム科学
によるアプローチ
⑭

10:40 〜 10:45

開催イベント

Program

脳の世紀推進会議 )」が主体となり、高校生を主な対象として講演会等

の事業が行われています。
当研究所も、脳の世紀推進会議から世界脳週間参加事業の委託を受け、第 1 回目から参加しています。

イベントを終えて
今回の講演会では、西澤大輔研究員が「テーラー
メイド医療へ向けた脳・ゲノム研究」と題し、網羅
的なゲノム解析を行うことで、鎮痛薬感受性（効き
やすさ）と依存重症度の両者に影響する遺伝子配列
の差異について、最新の研究成果について幅広く、
また神村圭亮研究員が「昆虫から分かる脳のしくみ」
と題し、ハエの研究からわかった脳の発達の仕組み、
記憶や求愛行動といった脳機能メカニズムについて、
それぞれ講演を行いました。
西澤大輔研究員は、遺伝子の個体差について（個
人差）について、ゲノム解析から得られた知見に基づ

西澤研究員の講演の様子

く説明や、遺伝子多型と依存重症度との関連についてグラフを用いて解説するなど工夫を凝らした講演を行いま

ENTRY FORMS Entry: 14

した。

Type of event: Public lecture

また、神村圭亮研究員は、体の設計図であるホメオティック遺伝子について、正常なハエと突然変異体を写

Date: Nov. 26, 2013

Town: Tokyo
Time: 10:40-12:30

真で比較することにより分かりやすく説明したほか、これまでに見つかった学習・長期記憶の遺伝子について、
現在どのように研究に取り組んでいるのか、最先端の研究成果についても織り交ぜ講演を行いました。
高校生たちは、最初から最後までメモをとり質問を行う等、また、多くの保護者や教諭の方にも熱心に聴講
いただき、盛会裡のうちに講演会を終えることができました。
最後に、講演会抄録について、NPO 法人脳の世紀推進会議様からの多大なるご支援により、カラー印刷の冊
子として配布することができ、聴講者の理解がより深まりましたこと、心より御礼申し上げます。

講演会風景

世界脳週間

神村研究員の講演の様子
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総 括

報道関係による告知
イベント名

メディア

参加者数集計
イベント名

会計

① 奈良女子大学附属中等教育学校

なし

① 奈良女子大学附属中等教育学校

② 新潟大学脳研究所

なし

② 新潟大学脳研究所

③ 群馬大学医学部神経化学グループ

上毛新聞

④ 名古屋市立大学神経科学グループ

なし

⑤ 自然科学研究機構生理学研究所
2013 年 5 月 19 日 中日新聞 19 面
2013 年 5 月 25 日 東海愛知新聞 1 面
⑥ 広島大学神経科学研究会

なし

⑦ 京都市立堀川高等学校・京都神経科学グループ

なし

⑧ 国立精神・神経医療研究センター

なし

⑨ 北海道大学脳科学研究会

なし

⑩（独）理化学研究所脳化学総合研究センター
「理研ニュース」メルマガ
科学技術振興機構（JST）科学技術ポータルサイト
⑪ 玉川大学脳科学研究所・学術研究所・
量子科学研究所・工学部・工学研究科

町田市広報
武相新聞

⑫ 大阪大学神経科学グループ

なし

⑬ 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 広報戦略室 なし
⑭ 公益財団法人東京都医学総合研究所

なし

62 名
81 名
（高校生 78 名、教員 3 名）

③ 群馬大学医学部神経科学グループ
99 名
（中学生 3 名、高校生 37 名、大学生 46 名、
大学教員 9 名、一般 4 名）
④ 名古屋市立大学神経科学グループ
800 名
（高校生 720 名、一般 80 名）
⑤ 自然科学研究機構生理学研究所
162 名
（未就学児 6 名、小学校 13 名、中高大学生 35 名、
大人 104 名、不明 4 名）
⑥ 広島大学神経科学研究会

85 名
（高校生 35 名、一般 50 名）

⑦ 京都市立堀川高等学校・京都神経科学グループ
252 名
（全員高校生）
⑧ 国立精神・神経医療研究センター

68 名
（高校生 61 名、教員 7 人）

⑨ 北海道大学脳科学研究会
92 名
（高校 1 年生 21 名、2 年生 50 名、3 年生 18 名、不明 3 名）
⑩（独）理化学研究所脳化学総合研究センター
64 名
（高校生 60 名、その他 4 名）
⑪ 玉川大学脳科学研究所・学術研究所・
量子科学研究所・工学部・工学研究科

33 名
（全員高校生）

⑫ 大阪大学神経科学グループ
32 名
（高校生 23 名、教員 1 名、一般 8 名）
⑬ 東北大学東北メディカル・メガバンク機構 広報戦略室
60 名
（高校生約 20 名、一般 40 名）
⑭ 公益財団法人東京都医学総合研究所
156 名
（高校生 140 名、教師・保護者 9 名、スタッフ 7 名）

収

支

報

収入科目（摘要）

告

2014 年 2 月末（単位：円）

支出科目（摘要）

①主催者負担金

500,000

②共催者負担金

2,550,000

繰越科目（収入−支出）

① 会議準備費

540,000

1）会合経費（会議費・参加機関代表者旅費）

（170,000）

2）事務局経費

（370,000）

（ポスター／パンフレット製作・印刷・発送費）
② 企画行事運営費

1）助成金（会場費・設備使用料等）
2）運営費（事務局諸経費）
③ 会議事後処理費

収入合計
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3,050,000

1,800,000
（1,500,000）
（300,000）
710,000

1）報告書関連費
（報告書製作・印刷・発送費）

（510,000）

2）事務局旅費

（200,000）

支出合計

3,050,000

繰越合計

0

開催からの流れ
世界脳週間 2000

世界脳週間 2003

1998 年 12 月 14 日（月）付

2003 年 3 月 3 日（月）〜

The European Dana Alliance for the Brain より、 手 紙
にて『世界脳週間』への賛同依頼
1999 年 8 月 9 日（月）

The European Dana Alliance for the Brain へ『 世 界 脳
週間』への賛同承諾
1999 年 10 月〜

実施要項パンフレット作成
1999 年 11 月 11 日（木）

実施要項パンフレット入稿
1999 年 11 月 18 日（木）

実施要項パンフレット納品、各地へ発送
2000 年 1 月 11 日（火）14:30 〜 16:30

（財）ブレインサイエンス振興財団ホンダ八重洲ビル
6F 会議室

『世界脳週間 2000』第１回運営委員会
2000 年 3 月 11 日（土）〜

★全国 17 ヵ所での『世界脳週間 2000』

イベント開始

2000 年 4 月 22 日（土）

★全国 17 ヵ所での『世界脳週間 2000』

イベント終了

2000 年 9 月 4 日（月）15:15 〜 16:30

パシフィコ横浜会議センター 4F（424 号室）

『世界脳週間 2000』第 2 回運営委員会

★全国 12 ヵ所での「世界脳週間 2003」

イベント開始

2003 年 8 月 9 日（土）

★全国 12 ヵ所での「世界脳週間 2003」

イベント終了

2003 年 7 月 25 日（金）12:45 〜 13:15

名古屋国際会議場内会議室

『世界脳週間 2003』運営委員会
2004 年 3 月 15 日（月）〜 21 日（日）

『世界脳週間 2004』開催
世界脳週間 2004
2004 年 2 月 14 日（土）〜

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2004」

イベント開始

2004 年 8 月 7 日（土）

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2004」

イベント終了

2004 年 9 月 23 日（木）12:30 〜 13:30

大阪国際会議場内会議室

『世界脳週間 2004』運営委員会
2005 年 3 月 14 日（月）〜 20 日（日）

『世界脳週間 2005』開催
世界脳週間 2001
2001 年 3 月 17 日（土）〜

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2001」

イベント開始

2001 年 4 月 21 日（土）

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2001」

イベント終了

2001 年 9 月 28 日（金）11:30 〜 13:00

国立京都国際会議場

『世界脳週間 2001』運営委員会
世界脳週間 2002
2002 年 3 月 9 日（土）〜

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2002」

イベント開始

2002 年 8 月 8 日（木）

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2002」

イベント終了

2002 年 7 月 9 日（火）12:30 〜 14:00

東京ビックサイト内会議室

『世界脳週間 2002』運営委員会

世界脳週間 2005
2005 年 3 月 11 日（金）〜

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2005」

イベント開始

2005 年 8 月 6 日（土）

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2005」

イベント終了

2005 年 7 月 28 日（木）12:00 〜 13:00

パシフィコ横浜会議センター

『世界脳週間 2005』運営委員会
2006 年 3 月 13 日（月）〜 19 日（日）

『世界脳週間 2006』開催
世界脳週間 2006
2006 年 3 月 14 日（火）〜

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2006」

イベント開始

2006 年 10 月 27 日（金）

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2006」

イベント終了

2006 年 7 月 21 日（金）12:30 〜 13:30

国立京都国際会館本館

2007 年 3 月 12 日（月）〜 18 日（日）

『世界脳週間 2007』開催

世界脳週間

『世界脳週間 2006』運営委員会
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世界脳週間 2007
2007 年 2 月 23 日（金）〜

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2007」

イベント開始

2007 年 8 月 7 日（火）

2011 年 11 月 22 日（火）

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2011」

イベント終了

2011 年 9 月 17 日（土）

パシフィコ横浜

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2007」

『世界脳週間 2011』運営委員会

2007 年 9 月 12 日（水）12:00 〜 13:00

『世界脳週間 2012』開催

イベント終了

パシフィコ横浜

『世界脳週間 2007』運営委員会
2008 年 3 月 10 日（月）〜 16 日（日）

『世界脳週間 2008』開催
世界脳週間 2008
2008 年 2 月 12 日（火）〜

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2008」

イベント開始

2008 年 8 月 5 日（火）

2012 年 3 月 12 日（月）〜 18 日（日）

世界脳週間 2012
2012 年 2 月 4 日（土）〜

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2012」

イベント開始

2012 年 11 月 16 日（金）

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2012」

イベント終了

2012 年 9 月 21 日（金）

名古屋国際会議場

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2008」

『世界脳週間 2012』運営委員会

2008 年 7 月 11 日（金）12:00 〜 13:00

『世界脳週間 2013』開催

イベント終了

東京国際フォーラム

『世界脳週間 2008』運営委員会
2009 年 3 月 16 日（月）〜 22 日（日）

『世界脳週間 2009』開催

2013 年 3 月 11 日（月）～ 17 日（日）

世界脳週間 2013
2013 年 2 月 2 日（土）～

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2013」

イベント開始

世界脳週間 2009
2008 年 11 月 26 日（水）〜

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2009」

イベント開始

2009 年 11 月 1 日（日）

2013 年 11 月 26 日（火）

★全国 14 ヵ所での「世界脳週間 2013」

イベント終了

2013 年 6 月 22 日（土）

京都国際会議場

★全国 15 ヵ所での「世界脳週間 2009」

『世界脳週間 2013』運営委員会

2009 年 9 月 18 日（金）12:00 〜 13:00

『世界脳週間 2014』開催

イベント終了

2014 年月 3 月 10 日（月）～ 16 日（日）

名古屋国際会議場

『世界脳週間 2009』運営委員会
2010 年 3 月 15 日（月）〜 21 日（日）

『世界脳週間 2010』開催

世界脳週間 2014
2014 年 2 月 1 日（土）～

★全国 16 ヵ所での「世界脳週間 2014」

イベント開始

世界脳週間 2010
2010 年 4 月 24 日（土）〜

★全国 12 ヵ所での「世界脳週間 2010」

イベント開始

2010 年 11 月

★全国 12 ヵ所での「世界脳週間 2010」

イベント終了

2010 年 9 月 4 日（土）

神戸国際会議場

『世界脳週間 2010』運営委員会
2011 年 3 月 14 日（月）〜 20 日（日）

『世界脳週間 2011』開催

世 界

脳

週
間

World Brain Awareness Week

2014

共催
協力

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議

独立行政法人 理化学研究所脳科学総合研究センター／
公益財団法人 ブレインサイエンス振興財団

日本神経科学学会／日本神経化学会
日本神経回路学会

「世界脳週間」
とは、脳科学の科学としての意義と社会に
とっての重要性を一般に啓蒙することを目的として、世界的
な規模で行われるキャンペーンです。
アメリカでは神経科学者が中心となり、1992年から毎年
3月に「脳週間」
を設け、公開講演・討論、病院や研究所の公
れに呼応して、1997年からヨーロッパにおいても
「脳週間」
が実施されています。
この両者が連携して1999年には同時
期に
「脳週間」
を開催、
さらに2000年からは、国際脳研究機

2011 年 2 月 5 日（土）〜

★全国 13 ヵ所での「世界脳週間 2011」

イベント開始

24

を

知る・創る
守る・育む

◆開催会場
◇主催団体

全国開催イベント
主催

開、学校訪問などの公開行事を企画し、実施してきました。
そ

世界脳週間 2011

脳

参加費
無料

構やユネスコの後援を受け、
アジア・南米・アフリカの各国に
も呼びかけ
「世界脳週間」
と銘打って世界的な規模に拡大し
ました。
我が国もこの
「世界脳週間」
の意義に賛同し、
本法人が主体
となり、
高校生を主な対象として2000年より参画してきてい
ます。

【総合事務局】
〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F

E-mail: info@braincentury.org

http://www.braincentury.org/
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◆奈良女子大学附属中等教育学校 多目的ホール（奈良市）

2月1日
（土）

◇奈良女子大学附属中等教育学校

◆松本中央公民館
（M-Wing）
（松本市）

3月16日
（日）

◇世界脳週間 in Matsumoto
◆新潟大学脳研究所（新潟市）
◇新潟大学脳研究所

3月25日
（火）

◆名古屋市立向陽高等学校（名古屋市）

5月21日
（水）

◇名古屋市立大学神経科学グループ

◆岡崎げんき館（岡崎市）

5月24日
（土）

◇自然科学研究機構生理学研究所
◆広島大学医学部第5講義室（広島市）
◇広島大学神経科学研究会

5月31日
（土）

◆京都市立堀川高等学校（京都市）
◇京都市立堀川高等学校／京都神経科学グループ

6月未定

◆群馬大学昭和キャンパス アメニティモール2階（前橋市）

7月19日
（土）
7月下旬
（

30日
（水）
or
31日
（木）

◇群馬大学神経科学グループ

） ◇東北大学大学院医学系研究科 創生応用医学研究センター

7月後半
（予定）
8月5日
（火）
8月8日
（金）
8月22日
（金）
夏休み〜秋にかけて
未定
未定

◆東北大学星陵キャンパス（仙台市）

◆国立精神・神経医療研究センター教育研修棟（予定）
（小平市）
◇国立精神・神経医療研究センター

◆北海道大学医学部医歯学総合研究棟（札幌市）
◇北大脳研究会、
北大医学研究科
◆理化学研究所大河内記念ホール（和光市）
◇独立行政法人理化学研究所脳科学研究推進室

◆玉川大学脳科学研究所（町田市）

◇玉川大学脳科学研究所／玉川大学工学研究科／科研費新学術領域「予測と意思決定」

◆大阪大学吹田キャンパス内（吹田市）
◇大阪大学神経科学グループ

◆東京学芸大附属高等学校（世田谷区）

◇公益財団法人 東京都医学総合研究所

◆未定（福岡市）

◇九州大学大学院医学研究院

※開催イベントの数および日程が変更されることがあります。詳細は、順次左記ホームページにて公開いたしますので、
ご参照ください。

『世界脳週間 2013』を終えて
日本においては 2000 年からスタートした「世界脳週
間」キャンペーンも、今年で 14 年目を迎え、2 月 2 日
奈良市を皮切りに、11 月 26 日東京を最後に全国 14 か
所において盛況のうちに終了いたしました。
今年も各参加機関は工夫をこらされ、脳科学の意義
と社会にとっての重要性を主題の「脳を知る・脳を守
る・脳を創る・脳を育む」の 4 つの切り口から取り上
げて、第一線の研究成果を一般の人々に分かり易く伝
えて頂きました。主催者として心から御礼申し上げま
す。
世界的キャンペーンである「世界脳週間」の試みは、
年を重ねるごとに規模を広げ、各参加国、参加機関
において大きな成果をあげており、特に最初の発信国
であるアメリカ、またヨーロッパにおいては社会的に
大きな関心を惹いています。我が国においても、この
キャンペーンを続け、より拡大していく計画です。
来年も引き続き多くの機関が参加していただけるよ
うお願いいたします。
主催者

NPO 法人 脳の世紀推進会議 理事長

伊藤 正男

Epilogue & Appreciation
The World Brain Awareness Week campaign started in Japan since 2000, and had completed
its 14th year.
This year, 14 events were held under the main theme of “Understanding, protecting, creating, and nurturing the brain” throughout Japan. The events began on February 2nd in Nara
and ﬁnished in Tokyo, and all of which were succesfully executed and end on a high note.
All the participating parties for this year demonstrated the importance of brain science from
the four perspectives of the main theme and successfully conveyed the frontier of brain science
to the public.
We, the members of the Non Proﬁt Organization Brain Century Promotion Conference, are
truly grateful to be a part of this unique and growing campaign.
Each year, the number of participating organizations all over the world continue to expand
and making signiﬁcant progress.
We hope that more organizations in Japan will participate in this event in the future.

Chairman, Non Profit Organization Brain Century Promotion Conference

世界脳週間

Dr. Masao Ito,

報告書
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全 国 開 催 イ ベ ン ト
月 2 日（土）13:30 〜 16:30 奈良女子大附属中等教育学校 多目的ホール
1 2
奈良女子大附属中等教育学校 代表・神谷 之康
月 26 日（火）14:00 〜 17:00 新潟大学脳研究所
2 3
新潟大学脳研究所 代表・高橋 均
月 27 日（土）10:00 〜 16:00 群馬大学 アメニティー講義室
3 4
群馬大学医学部神経科学グループ 代表・平井 宏和
月 20 日（月）13:00 〜 14:30 名古屋市立向陽高等学校 体育館
4 5
名古屋市立大学神経科学グループ 代表・飛田 秀樹
月 25 日（土）13:30 〜 15:30 岡崎「げんき館」大講堂
5 5
自然科学研究機構生理学研究所 代表・小泉 周
月 25 日（土）14:00 〜 17:00 広島大学医学部 第 5 講義室
6 5
広島大学神経科学研究会 代表・酒井 規雄
月 15 日（土）13:00 〜 16:00 京都市立堀川高校
7 6
京都市立堀川高等学校／京都神経科学グループ 代表・金子 武嗣、河田 光博
月 20 日（土）13:00 〜 17:00 国立精神・神経医療研究センター セミナールーム
8 7
国立精神・神経医療研究センター 代表・一戸 紀孝
月 6 日（火）9:45 〜 11:45 北海道大学医学部 組織病理学実習室
9 8
北海道大学脳科学研究会 代表・田中 真樹
8 月 9 日（金）13:00 〜 15:30 理化学研究所 脳科学総合研究センター中央棟
10 （独）
理化学研究所脳科学総合研究センター 代表・利根川 進
月 23 日（金）11:00 〜 17:00 玉川大学 8 号館
11 8
玉川大学脳科学研究所 代表・大森 隆司
月 29 日（日）13:00 〜 16:00 大阪大学大学院生命機能研究科 ナノバイオロジー棟
12 9
大阪大学神経科学グループ 代表・山本 亘彦
月 5 日（土）14:00 〜 14:45、15:30 〜 16:15 東北大学医学部
13 10
東北大学 代表・長神 風二
月 26 日（火）10:40 〜 12:30 桜蔭高等学校
14 11
公益財団法人東京都医学総合研究所 代表・阿部 将人
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