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研究者の素顔や生き方、いかがでLたか？

京大キャンパスの迷い猫は

幸せの青い烏ならぬ青いリボンを身lC:つけて

好奇心旺盛lとあちとち顔を出1ています。

りポンで繋がる未来へのメッセージが

あなたは届くととを願って…

京都大学

研究国際部／男女共同参画推進本部（男女共同参画推進センター）／学術研究支鍾室

未来lと

繋がる合r

青いリボンの

エトセトラ

あなたの未来の姿をイメージ Lてみませんか？
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奈良女乎大学連学御率鍵．京

都大学大学院理学研究科博士

限程修7.京事E大学理学部助

教鍵（女性初）、聞大学院理

掌研究科助敏揮を鯉て同生命

科学研究科教揮に就任．生命

科学研究科長｛女性初）を務

めた．米国口vタフ工ラ一大学

連携叡捜を併任．免寵システ

ムにおける樹就細胞の主要な

般劃の解明に貫砥し、 2014年

「ロレアルーユネスコ女性科学賞」

を受賞．

~【～、』3

Girls, b 

副学長

男女共同参爾推進セYター長

生命符学研究科敏授

稲葉カヨ

itious! 
研究の魅力は、自分で仮脱を立て、実践や観察、罰査をして、正しいかどうか

を自分で確かめられるとごろにあります．好きなζとや興味がある乙とでな付れ

国飽きませんが、それを継続させるカも必要です．そのためには、好きなことを

見つけて、いろんなことにチャレンジレ、自分の力を蓄えていくことが大事です．

チャレンジしないで「やっておけばよかった」と後悔するよりも、やってみて

ダメだった後悔の方がまし．チャレンジして失敗レても、それ.＼:A酒蔵になるので、

また操舵すれ4品、いのです．失敗レてもめげない、落ち込まないことも犬切．そ

れ炉できる人はチャレンジを続けること併できます．

冊捕になろう芝思っても、高校生や判性のうちはまだ漢然l!:レたイメージ

レか湧かないでしょう．大学で学び、研究を進めていくなかで、向き合いた』咽

究対象が蛮わってくるこ乞もあるし、その人の自助や、向き柄司きもあります．

また、研宛はいろんな人との巡り合わせのなかで行われていきます．研究テーマ

を揮す際も、その研暁テーマのなかで、どういう人たちと、どう積がるかが実き

くかかわってきます．

自分が置かれた場ででさること、その先に見えることに対レて、精一杯、取り

組んでください．

廷奥佳子 p.3
何ttでも興昧を持ヲて‘おもLろいとlllHn弘

干の気持ちを大切LZ:lでくださII',

いろんなEと包関心を持ちながら、

いい出会いがあョたときtz:発僚で量るよう．

今、カをつけておいてほllへ

大切なのは、楽l＜勉強するとと．

6まり難1いととを考えずに、

「勉強1た柄から研究者」と柄＇遣もゐります．

島田裕子 p.4

永友文子 p,5

『好暑とそものの上手なれJです私．

好幸Iiヲたら苦手なEとも

国銀も乗り越えていけると思ラので、

好きという気持ちを大切にlてほLぃ．

未来の研究者たちへ・・・京都大学の女性研究者から一言

。
単 一
若くて盛牲が豊かなうち！Z:,

ザャ＂.／Jレほとちわれず.n＜さん本を電車んだり、

いろんな体践をLてIfl \f\• 

文学というのは、

人間のいろんな行いや考えを書ν、たものなので、
キれなりの体肢を積んでいないと

理解できないとともるります．

内田由紀子 p.8

鍾幽す弘標寓するととは、

とτもおも1ろ帆Eと．

キれがで昏るとν、うととは、
恵まれて納品と＂＇＇とと．

やりたいととをやればいい．

山困真澄 pJ2 やりたけれぽ努方ずるし

そチベーショYも上がります．

人がああL吾、とうLろと

生昔ものと向暑合う研究位必要なのは、

数式よりも観察やロタ!J9.

相ろんなデータを古車砂取って、

あちEち(l:滑む伏•t-臨み解いて柄〈、
雄理小艇のような感でなので、

数字や化学が苦手な人でもで昔ますよ．

小林志保 p且

自然現象や身近訟できどとにつ加て不思llll:感でたと昔、

「何でかな？Jと考えるととが好暑でゐれ低

苦手な科目がめっても気にせずLt、語検1てみてほ1柄．
必妥な知録や手法は後からでも勉重量で昔るので‘

そんなは困るととはありません．

エ宇部は女子学生が少なそうーと
北村義子 p.13

た均ら・ヲていませんか？，，、 京都大学は、

一 五 常にまわりに鶏敵な人たちがいて、

~・ 絶対補足で産品環境だと思ν、ます．

a・・・ 事情1て砂たいと思ったらぜ弘、・・・・・h どんな分野でも銚聡LてほlV>, 

冨うのではな〈て、自分がやfJ1?¥f¥ととを

や晶方が良¥f¥l;恩帆ます，

今池興味の渇かなM科目でも‘避けず（.｛勉強1てほl11>, 

＋うするととで、進路や研究対象の選狼肢が楢えます．

興味ある分野It『とうなりたい』という

ロールモデルがいな〈τ払

自分自身で道を切り聞いていけ晶ように．
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夢中lとなって、やめられなく

なった瞬間がありま Lた

修士額程までは、原子核の研究がおもしろいから『もうちょっとやっ

てみたい」という感じで、冊帽になることは、まったく恵蔵じてい

ませんでした．修士爵程2年のとき、指灘紋蝿から提案された聞置に

取り組んでみたら、ちょっといい畠果が出て、はまる．そうすると、

また次の間圃が出て、終わらない．そこで，申になってしまって、や

められなくなりまレた．好きなテーマに夢坤で取り組んでいるうちは

単なる趣味ですが、夜間を観付るI!:い号ζとは、それを仕薄にすると

いうZと．アマチュアからプ口に．プロになるに降、コツコツ成果を

出して、錨繍レなLすればなりません．研宛者I!:レて生き残ることを霊

園Eレたの陣、樽土額程を寧議するときでレた．率議後に鋸揖・出産を

経て、限られた時閣で集中レτ研突するようにもなりまじた．

研究というのは継続なので、集中カヒ体力、忍耐力古島必嬰です．そ

のなかで副主や自分らしさが置要．失敗が続〈とI!:もありますが、失

敗のすぐ績に本当の答えがあったりもする．失敗レたときに得るもの

を舗ながら忍量腫〈観吋て、そばに藩ちている室抽を貝遣さずに鎗う、

目、う副主が大切だと思います．
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コーヒーを湾れているとき位、

ひらめくことも．息考は常に研究モード
it.科大学院で

初めて安けた『労働法Jの
担割障のノートは、 研究の原点

調娼彊軍曹輔

車京式，•·干値冒斑冊勘亭

;iliI傘ルト旗遺跡研舟崎助手

軍事掃輔惜理事柵輔蝿揖

建畢朝賀摺雇敏盟

帽 固 ~回一
銭 回 日 園、一

ロ ・・一町一
喝ニ』＂＇逼面...... A 戸、－

叫固 ~~ ~－~:i ) 

明蜘．”H

自分の研究乞いうよりは、共同研

究守若手の育成を湿して、何かが

残れば・・・.1 0年後初年後に訟

の研究が大きな流れになって、絢

理の遭贋に貫献できたらと思う．

（上下：たちばな賞受賞研究資剃）

同期や鰻の近い先輩ががんばって

いる益、研究10'.:対する真費量な盗”

を見ていると、毎回初心に返る．

週末I~研究をせずに、私生活申

，［＞で．そうすると、月園自の研究

がまた療しい．
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駅

研究は好きな勉強の延長。

続けているラちに研究者は

特別な人でなけれ雌研宛者になれないかというと、そうではないと

思います．高校生のとろから「膏碗渚になる」と決意じている人は少

なくて、おもレろいな、もっと錨鴎レたいなピ続けてい〈うちに、い

つの聞に伽窃隣渚になっていたという人企噴いt時レれません．

私は、弁鶴士になりたくて話料大学棋に進みまレたが、銀賞で初め

て学んだ労働法がおもしろくて、「労働法に興味があるなら、研究者

になる遁もあるJI!:先生からアドパイスされたのをきっかけに、ドイ

ツの労働法を勉強レ始めまレた．研碑』草、本を霞んで正レ〈理解し、

自分のなかで分析するということの積み重ねです．あるテーマを研事唱

するうちに、そのテーマに近』喝青レい分署扮喰tになって、研預母由像"/Jf

広がっていく・・・乞いう感じです．

大切なのは、楽し〈勉強するとと．文献を院んで錨歯するインプッ

ト作事侮孟もちろんの己主、論文を書〈形で成果をまとめる、アウトプッ

ト件報酬必要です． ζれまでは自分の好きな勉強の延長で研慨してき

ましt；：.併、在M告に対する責任~じて、成果を出せるようにし制すれば

い付ない乞考えています．
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主る•it.
繍噴Eデd 司 t骨格督自の痢娯・窪’b・種規u：：孟号

「知りたいjという好奇JUo 

「なぜ？」という素朴な疑問が原点

体のしくみや舗きに興味を持ったのは、高校生のときに病気に

なったZとがきっかけです．健康芭は何か、入が死ぬ芭~どういう

Zとか、命とは何かという凝聞を、体のレ〈みや働きを研究するZ

~で解いていきたいと考えました．通個制の大学で学んでいたとき、

人間・環埠学研究科の石原昭彦先生に出会い、先生が取り組んでお

られる筋肉の研究に魅かれました．おそらく健康だったら、体が勘

〈ととなど当たり前だと思って倉田It..なかったかもレれませんが、

『私という生命体を生かすために、体の中のいろんな細胞1個 1個

が働いてくれている」ということが先生の媛量ーから感じられ、その

と~に感動して、そのレ〈みや自躍を解きたい~恩ったのです．

窃暁には、子どものような畑根市凶大切にして、掛ト⑤疑問も

無線しないで向き合うようにレでいます．がむレゃらに寄隣だけレて

いた修士覇軍のころ、共同開輔の先生から「研宛者の価値というの

は、寄横目以外のことをどれだけ禁じんでいるかだよJ~盲われました． ． 近は、研究以9トの~~11;も積極的に取り組み、異雛種交僚や社会勉

強など合唱腕のヒントになっているととを実感レています．

きっかLすとなった

総猷糊蝉陪輔
↓ 

掴糟A闇・聞朝酬
依士胃巨a，ょ11•士聞匝

↓ 

A周·•・事事荷車時助・

人間・環潰学研究糾

助教

永友文子

q皆

笹原鏑や宇宙滞在による骨格鎗の

量化を予防、改普ずる研究も行っ

ている．入院沖に出会った1!!1鵬尿
病の子どもたちなど、縄来的に少

しでも人の役に立てるような研究

ができたら主恩う．

否問室はグランドIL.近いので、

学生たちとソ7トポールをするZ乞も．

公私I!もに大切な仲間です

斑書式帽曙輔

I 
齢制illl'Ml9±暗闇

I 
ペシシルず~＝－.，州宜火事置字

I 
自圃tz"t－縛定量圏直

』

酬明醐醐

.学研究科助教

吉永直子

虫や植物など生きものを撮ってい

ると、毎日、餌を守りに学校へ来な

ければならないのでS問主体みの

オン乞オ7岬殖ではない．

研究対象が好きではなくても

研究にのめり込むととも

虫と植物の生a掌的研売を週んだ 4隼生の~曹、事業指文の研究

テーマに合わせて渡されたのは、イモムシがウジャウジャ入った

シャーレでUた．実は虫が苦手で量初は直視できませんでレたが、

苦手窟援を持つてはいけないと、イモムシをじっくり 1時間、顕微

鏡で観察．餌を与えたらイモムシが一斉に寄って〈るのを見て、

ちょっとカワイイなと思えて．あとは、もう慣れですね．

憾土額程に進んだのは、そのと曾取り組んでいた研究で、どうし

ても結果が出なかったから．くやしくて、ムキになって、「片が付

〈まで事換した〈ない」と．研究では、聞ペている支出阪から~結果

が出ないことも多いのですが、その聞に別の気になるものが出てき

て、次はこちらをやってみよう…という感Uで、その繰り返しです．

忙しくなると、そのときどきの研究の涜れに引きずられて、つい

デスクワーク中心になりがちですが、できるかぎリ虫や植物を観演

する時間を大切にレています．生きものは毎日見ていても何かしら

の褒化があり、昨固までは気づかなかった興隙深い事象や現象に遭

遇レたり、発見できることが多々あるからです．
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文学の研究の基本は「本文Jo

本を読む時聞が一番長いです

子どものZろから長編小説や物置を院むのが好きでした．中学生

のときに源氏物冒と出会い、人聞の，b墨が事問常にうま〈書かれてい

るところに魅せられまレた．大学に入って、源氏物商よりあとの時

代1；：作られた作者不明の物蟹をいろいろ臨んでみると、その多〈の

作者が源氏物置の彫ーを強〈畳けて物需を書いたらしいことに気づ

きます．源氏物箇そのものよりも、役者の物暦を瞭む方がおもしろ

くなり、かっ、その分野の研究がそれまであまり進んでいなかった

Zとから、自分で研問を始めました．

古典文学の作品l志、普の人の考えや恩いが表れたもの．それを様

み解くことが冨醐味で、これまで人が気づいていなかった作者の恩

いに、初めて鋪酌られたときにうれじくなります．「文学の寄暁」は、

好きな作品を霞んで感想文を・くというものではありません．一人

よがりにならず、容圃拘に、古典の文寧をEしく解釈するごとによっ

て、作者が本当に冒いたかったととを明らかにするのが「文学の研

究」です．それが自分なりにきちんとで曹たと曹には、本当にこの

研暁をやっていて良かったと息います．

7 

「zんなZとが研究レたかったんだlJ ~ 
鳳ゥた曾っかけは、

『普E置と日本人のz.z.ろ』
｛河合隼雄著〉を陳んで

文学研究科権救援

金光桂子

摘蝉開輔輔心理輔輔

All・理瞳畢曹醜軍輔量出町橿

日韓剛陪柵醜A(PD)

£~11ン文型曹視研究鳳

異，シ？オード主掌事轟厨流血

ζZるe，車覇研’~1!シ4’ー助・

とζa・章覇軍IJt色：－t－車事ill!
…

4

一ー一』…

｛下：京都大掌文掌研実需ii1i•>

客観的に実匝闘にE閉できるテー

マを捜すことは援しい．感想や狙

りよがりな考えで鍵わらず、研究

成県をよげるためには、研究テー

マを絞り込んでいかなければいけ

ないと思う．

東日本大震災のあと、「日掌で宰摘

になるということ巴ついて、今と

そち申んと考えたい」という声が

多〈、幸構患の研究が具体的に人

に届いていることを実感．気持ち

を勘かされた．

ととるの未来研究センタ一括主教授

内田由紀子

研究者といラ仕事は、

女性l乙向いていると思います移
古典文学の研究をレようと文学留に入学レましたが、自分がやりた

いこととは何かが遭うと感じまレた．私の興味が「人のところと文化』

の問題にあると気づいたとろ、河合筆雄先生の『普冨ヒ日本人のと

ころ』に出会い、教育学官官心理学コースに転学包．さらに、総合人

間学留の北山忍先生の侵蝶を量け、比較文化研究を遇じて日本人の

ごとるや幸福感を採る、今の研究にたどり着きました．

『ごとろの未来研究センターJのミッション降、社会の日常の中に

ある『こころ」の問題に学問的に取り組むこと．’E機首•li指噂買さ

んとの出会いから始まった「農をつなぐ仕事」の研究、現代祉会の

聞置である「ひきZもり」の研究など、研究に広がりを持たせるよう

に努めてい去す．手どもに絵本を臨み聞かせていて気づいた「日本

的な価値観」から、日米の絵本の比般研究も始めまじた．

子育てや家事で手を働かレながら、並行して研究や仕事について

も考えることは女性向きなのかも．研究は集中してやちなければいけ

ないイメージがありますが、『ながら接」的に、研究のアイデアを探し、

それらを鵬げてい〈のが、私l~I孟合っているようです．
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務ト
研究;g.tz:t5 0) ~ －アイテム以：：

戸 先生托ちの都麗て見立て：~紹介・
意大内外のJ、乙〉♂息つい免。、
研賓の合間.~~~~~~っ川。 るのかも。
JDのよりど乙 ,. ＞－乙ろから生まれる
新Lい発想は乙んな乙」

！地贋掌を1t~Jレ慮
敏宵重E鍋グ守ズ｛，宅－1t一クラフトなど）も

企薗．旬l]f'I'した．く山国〉
‘令.

研究室に以ヤマネのぬいぐるみが．

ヤマネはJAXA（ジャクサ）の

先生ヒ研究中I
〈永友〉

E巨大のシンボルヒい主ぱ、

時計台ヒクスノキ．

子連れ•mOKの研宛ミーティング申に

子どもが作った録のおもちゃ．〈飯間〉

研究室の机に置いている、

スタエピ、ミナミヌマエピ、

マリモな＞！ti.入った

「砲し」の水欄J>＜吉·~＞ ．
 

’h－
 ．
 

〈む？

でじみー

~ 
ート

大学まで1時間ほど歩いて出勘．

毎回、鋼所を過るので、

『御所は訟の畠みたいなもの』

〈金光〉

． ． 
ー－ ・一・・．－． ． 

骨． 
高． ． ． ．・． 

’ ．ー－ ． 
ー

ー

海で働〈人に.えてもらった、

足ti冷えないカナダ舗の泉純．

4、さめのサイズがぴったり．

く，i、特〉

大正14年に..書された時計台跡、

当時の雰囲気を残しつつ、

平成15年にa1高されて、多目的ホール

「冒周年時計台配念館』に生まれ変わった．研究室の机に貼っているの肱

実家で錫ゥている祭犬ゴロウの写a.＜北村〉

9 
10 
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軍事中のクロロフィルを測定する嶺置．

嗣査周の道具や機越が並ぶ研究室は、

まるで倉庫のよう

唱再現デJ マt利口鳩・滑降干隠滅の生盟系と物質循環のl＜みの解明

ヌィールド科学教育

研究セジター助教

小林志保

軍・大雪a牢傷事網

島単蹄克明酎甥E

? :-i~r古，．牢

宜・大学血事研舟科助，a

フィールド縄平..  

研’＇＂＇＇ν，＿助・•＜•早朝健刺併笹｝

分析結果を図lとLて見ているときが

一番おも Lろく、感動Lます

沿岸で水温、塩分、溶存強調E量、 pH、クロロフィル蛍光を測定す

るとともに潟水を編集し、生物にかかわる欄々な項目について分析を

行います．分析結果を固にしたとき、物質の分布と生物活動との相

互関係、それらに対する淀勘などの物理現象の，e，障が、はっきりと

見えるととがあります．サンプリングや分析しているときには見えず、

固にして初めて「こういう聞係があったのか」とわかるので、そうい

うことがあるたびに感動レています．

小学生のとろから理科が好きでした．申学、高校の理科の先生が、

実践を適して『見て、触れる」体般をさせてくれたと芭で、不思箇や

疑問が解消され、その膏ぴの積み置ねがありました．研究者という

取離があるととを知ったのは高校生のζろ．「不思・ゃな」「何でや

ろ？」と感じたことを、調べて、解明していくことを臓嬢にできるの

であれば、研究者になりたい芭思うようになりました．調査するフィー

ルドの地元の方々も含め、いろんな人にお世匿になって研究奪行って

いるので、現場の獄錨を正確に把握レて解明するだけでなく、水産

物の生産や沿躍の生節系の回復の対策に寓げたいと考えています．

修士・博士回程で協、 1週間ぐら

い船に景ったりするので、年間

30～60日は君事へ有っていた．今

は子どもがまだ小さいので、大阪

湾や小浜湾など日帰りで有ける川

や海'IJfフィー）~~.

手さぐりで飛び込んで行った

アメリカの大学院．

地震学のおもしろさを学びました

輔糟工輔副輔串 ．

I 
工事情開明橿鍍準事官・士・曙

↓ 

l!V 7*J~ニ1I.島婦唾nll!Pll.D.•
I 

車’E大軍攻樹切陣弱視ユニgト掛’E
↓ 

蔵書式辛抱員研究厨防政

地震が起こると必ず現地に出か

け、嗣査をす~－『社会の役に立
つような研究を』という思い肱常

に怠って、それは地震のζとに眼

らない．．近は自然災奮の研興

もしたりしてい~－

やれるか、ゃれないかではなく

やりたいか、やりたくないか

研究者になりたいと思ったのは、工学留重量練学科4年生のとき．

率鍵研究やぜミで、自分のやりたいテーマを自由に週んで、その

ための文献を圃べたりする行為が芭τも楽しかったからです．それ

までの際援を聞〈だけの霊園的なII:!擁と遣い、研究は「自分から

探っていくこと』．それがすご〈おもしろくて、 zれを一生やってい

付たちなんて幸せな人生だろうと思い去した．人の設に立つ研究が

じた〈て、修士限程では木造.績の耐震性能を研究している研究

室へ進学．さらにアメリカの大学で学びました．

学生のごろは、何を~っていいのか、何が問題なのかすらわか

らず、手探り状舗で不安でレた．今肱、何が良〈て何が思い研究

かが•i;取れるようになり、テーマを選ぶときにも、 Zれはいい研

究になりそう、これはおもしろいとわかあようになりました．

企蟻勘務に向〈人と研Rに向〈入、適材適所がある主恩います．

でも、私はとにかく研究者になりた伽った．やれるか、ゃれない

かじゃなく、やりたいか、やりたくないがだと思います．「やりたい」

という気持ちが強ければ、多少量Iv＜ても、なんとかなるものです．

12 



13 

目的とするレーザピームを鎗複させるべく

フォトニvク結晶をデザインし、

半場体レーザチvプから出力さぜる

楽 LIハζ とがそζにあって

いつも楽1くやっていけたら

研究に関心を持ち始めたのは、高校の化学の先生との出会いがきっ

かけです．化学の実殴で失敗したときに、なぜそうなったかが気にな

り、うまくいかなかったことや、「これは何が起こったのだろう」と考

えたととを、いつも..レポートに書き細っていました．そのレポート

を見た先生'/Jtおもじるがってくれて・～それに、自分で推酋を立てて

検Eしていく作識がとても梁レかった．大学入学時にl孟『京都大学

に行くからには、研究者としてレっかりやっていこう」という気持ちで、

まったく速いがありませんでした．

工学協では化学工学専攻でしたが、電子工学の授擦で聴いた野田

進先生の情義がとても新鮮で、.もあって、おもしろそうだなと思い、

博士霞寝から電子工学専攻に移りまレた．うれしかったのは、博士

思程2年生のとき、開発レていたレーザが思ったとおりに箆援できた

こと．そのときは、 1月 7自の学会発表申込み紛切りまでに結果を

出したいという気持ちが強〈、大晦日の夕方まで実肢を続け、正月

をはさんで 3日から実践再開.6 自に測定してみたら、恩った~おり

にレーザビームが光ってくれて、すごく感動レたのを覚えています．

自l菌セγター／工学研究税

特定助教

北村恭子

京．掃工輔llH民間串．
↓ 

工寧研費制J:!ll:t：寧専曜樟土，.
↓ 

工事慣開栴・干工事草取憾士・・
↓ 

寓・主’自.1rν，ー
縛直腸（工事卿嗣｝

工掌系の研究室はチームプレイ．

何人もがー績になって研究に取り

組む．一つの実酸をする~きも、
いろんな人が同~量産置を使う．

そういう意味でも、人乞の’障がり

を大切にしている．

パリ近婦にあるニューロスピン超高請前a
MRI研究センターで、

所長のデニス・ルピアン先生との

出会いが転樋に

置量定隼量隼a寧・
j 

車大関陣備陣民て祖則自際研修

↓ 

定文圃軍備健＂可 r
捌酬観闘胴悔

↓ 

寓．大量太輔E事厨欄
酬・E噛陪棒切曙

↓ 

帽吐慣量産・同~I.:，予シス・＊
↓ 

国事字情幅興脅智膚研央闘｛聞l

国；

四回圃~~~
白血

・回a~gt

患者さんがつらい思いをUなく

て済むような惨断方法をめざす

ことが、研究を始めたとろから

の慶わらない目’－

医学研究科放射線医学講座

飯間麻美

先生との出会いが大きな転機D

疑問から勉強、研究lと発展

賓の息者さんを抜いたいと医師をめざレ、賓の治療やE診断など

の仕事がレたいと考えていまレた．大阪にある京大関遣の病院で放

射線科の研修医として勤務していたとき、乳量EのMRI （核磁気共

．画像法）、特に、進彫刻を使わないiit徹強副MR ！という手訟を

勉強しているうちに慢聞に思うと芭があり、症例を鎮めて、疑問を

追究レていくような形で研究を始めまレた．ただ、主主散強闘MRI

は新レい酉自隊法で、それを教えたり研究を漕いてくれる人がおらず、

どうレてよいがわかちない状態でした．

転慢となったのは、指漕教授のフランス出張に同行したとき、た

またま立ち寄った＝ユーロスピン超高磁場MR l研究センターで、

所長のデニス・ルピアン先生と出会ったごと．舷散強闘MR lの発

明者で..，る先生が指湖者の一人となってくださったおかげで、研究

が加速．ニューロスピンへの留学も握て、今ではある程度の実績を

積みよげることができ、自分の進んだ遁は間違っていなかったと恩

えます．臨床医芭してMR lの惨断を、研究者主じてMRI 0新手法

開売を続け、臨床と研究の架，.，摘になれたらと恩っています．

14 
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博士課程促進学を決めたお二人と、

わ 博士課程1年の先輩lとお話を聞きま ltと。

研究者の道を歩みはじめて…。

．修士や博士課程lと

進もうと考えたのは？

M ：修士限程1；：は進学しよう~決めていました

が、槽士間程まで進むとは考えていませんでし

た．研究がおもしろかったので、このまま続け

てもいいかな…ヒ．紙職ではなく、大学に聖書っ

て研究しようと決めたの跡、「自分で研究を完

成させたいJ~いう気持ちが強かったからです．

H：高校生のごろから研究者になりたくて、京

都大学を温ぴ宏レた．軍需がアカデミックな世

界にいるのでその姿を見ていて、研究者は『灘

レそうJ~恩っていまレた．修士iii程には迷

わず進んで、 1・土間程への進学l:t少しは迷っ

たけれど、研究者になりたいという思いが強

〈、先生方の舗めもあって進学する道を還ぴ

ました．惇士霞程への進学を決めたときには、

「本当にこの世界に入っていくんだJと一歩踏

み出した盛じで、自立できるようにならなけ

ればいけない乞いう気持ちになりました．

三宅由花 [M]

．工掌研究科樽土偏濯1年

MRIOJ造箆剣の有・合慮、

およびその僻債について研究中

星川信 [HJ

生命科畢研宛科修士霞羅2年

生亀の調巨化メカ＝ズムや膏命を研究．

神鑑の．曹が寿命制胸でピ四ような

役割を担ってい暑か豊田バてい晶

門松畳間

徹宵単研究科修士霞担E年

／（~，グラヂシュの幼児赦宵を研究．

主に敵鎖国について覇地で

イン~ピ孟 などを行っている

・研究の魅力、楽1さは何ですか？

M；仮餅を立てて実践をレていくのですが、う

ま〈いかないときも、そこから新しい可能性が

生忘れてくるので、そういう点がおもレろいと

思います．・初は、うまくいかないと、その結

果にとだわってじまっていたのですが、量近は

闘を切り普えて前に進むようになりました．

κ：いろいろな固の教育制度や実践事例を爾

董レているのですが、自分の足で現地代行って、

日本人では自分レか知らないことを、自分の目

で確かめられるととが魅力です．その固に行っ

て過ごすごとはもちろん、いろんな人に会って、

実聞に冨を聞けるZとが療しいですね．

．今までの研究生活のなかで
鉄

うれ1かったととは？

M：阿RI造彫剖のための化合物をぜロからつ

くる段階で苦労しましたが、求めていたものが

合成できて、かっ、これまでよりも感度、精

度が高かったときは、すご〈うれしかったです．

H：線虫という生きものを使って工イジングの

研究をしています．条件験肘宇測定に苦労レ

た実験がうまくいったときに、良かったと感じ

ます．それの積み置ねだと思います．

K：私はパングラヂシュの研究をしていますが、

先輩が書かれた本や論文などを観んで、「自分

もZういうおもじるい研究をじ危い」芭モチベー

ションが上がるととがあります．

・女子高校生tζ向けて

ひと言お願いLますJ>

M：理系の分野では女性が少ない司陸軍時もあり

ますが、その分チャンスもあります．ぜひチャ

レンジレてください．

H：自分の好きなととを突き歯めて、思いつき

り守っていくのがいいl!思います．そういう経

験が将来、研究者になったときに生きてきます．

κ：あまり深〈考えすぎずに、やりたいことが

見つかるようなところに行付ばいいと思いま

す．研究者以、自分にしかできないととができ

るので、すごく集しいです．そういう~l!が好

きな人は、ぜひ研究者の温へl

16 
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京都大学？は、 参力げれば、京都大学拶より身近l己l

k ，さまざまなイベンe卜Aを実施しでいまJす。炉市
が ; ~；， . ,:;_ 元1 ．竺日間包針転·＂＂~＂吟 z包ー，~ · ’，，，， .l'"'lC-1 

京都大学優秀女性研究者賞

たちばな賞

人文・社会科学、自然科学の分野で優れた

研究成果を挙げた京都大学の若手女性研究

者ならびに博士課程学生を、大学として讃

える制度です。授賞式は毎年3月3日、桃

の節句（ひな祭りの目）に行われます。

出前授業

4央

もぞ 声j環芳、京都太学の授業を体感。～
京都大学の犬学院生や博士研究員が「学びコー

にディネータ＿.，..－Jとじで高校を訪問し、研究活動、

大学の歴史、教育研究施設の紹介など、いろい

ろなラ＂ .；－：－マで録業をします、高絞で学ぷ之との

大切さや、進路に対する考え方などについても

話を聞くととができます．

対象：高校生／費用：希望する高校の費用負担なし

ヨ .tti. 弓

竹月祭（学園祭）

学生の一大イベントノ

ト 一度体験してみては？

車庫

7カデミ＇Yケ
デイ

4央
対象

一般

山 研究者と語ろう＂l.~＂＇＇

，.，.，・

ア万一ヲム

対象

忽 女子
高校生

よ い司，，：豊＇·~，ヰタツでひざ詰め対醤JJお茶を片手に座談.＜＞ • ;I~ ＜＇制

会」など、和やかな雰囲気で、市民と研究者とが

一学聞について語り舎をιベントです。素朴掌疑問Jー
や質問とそ犬歓迎 ！さまざまな分野の学問と、そ

女性研究者って巴んな人‘？

一女性にとっての「研究者という職業」について

知るととができ・る、女子高校生向けのイベンド‘

です。京都大学の教育体制や学生支援、虫学生生

活なども、教員や学生ス夕 、yフから直棒、話を

聞くことができます.12月に開催予定．

対意：女子高校生／費用：無料

のおいろみに触れてください.9月に鵬予定。
i>I¥ 

参加者：一般／費用：無料

活’P・.. 

Pザ治2lJ~＜＂. 

ゲ回一バルな「矢口ユ ‘の共有のための三公開講義やサポートセム

春秩講去、
京都大学における学術研究活動で培われた周知的

資源M を学内外と広く共有するため、年 2回、春 明 白

と秋Ii:開かれる公開講座です。テ マはいろいろ。

申込不要で先着500名。 しかも受講無料です．

;5 l、、、、

ジョツ万ブロゲラム

「ジョン万プログラム」のうちの 「学生派遣プログ

ラム」は、世界トップレベルの大学などへの留学

や学寮生活などを通じで、京都大学の学生が世界

で活躍できるグローパル人に育つよう、大学が授

業料・滞在費・渡航費を支援するプログラムです。

目；；t:1陪1・E；：出•i

』！！＂＂＇＂＇＇ii"il！•ま

•Cl誌：＂＇＇!ltt
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