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シリーズについて　

国際的に解決すべき課題が次々 に顕在化する現在、学術と国際社会を接続する視点から研究テーマやキャリアを考える若手研究者も少なくないでしょう。

本シリーズでは、世界で活動する若手研究者が、自らの経験から得られた視点を一つのケースとして提示し、

全体と個、競争と共存のバランスを取りながらキャリアと研究課題をいかに戦略的に展望するのかを参加者と共に考えます。

シリーズ第2回について　

シリーズ第2回となる今回、第1部では海外機関から帰国したL-INSIGHTフェロー、

海外出身のWPI所属研究者、京都大学から母国へ帰国した研究者、また研究者のイベントヒストリーの専門家が登壇します。

第2部では融合研究に関するワークショップを実施します。

国際流動が回復する中、国際的な環境に興味がある大学院生や、研究室内の国際化に直面する若手研究者にとって有益な場となるはずです。

開会メッセージ・第1部 13:00－15:15／第2部 15:20－16:00／第3部 16:00－17:30｜参加対象者 大学院生、PD、研究者、URA等研究支援担当者
形式 会場（グループディスカッション）＋配信（MIRO等オンラインツールにてコメント受付）｜言語 日本語・英語（同時通訳あり）｜参加費 無料

主催 京都大学世界視力を備えた次世代トップ研究者育成プログラム、京都大学学術研究展開センター、京都大学大学院教育支援機構｜共催 京都大学欧州拠点

京都大学百周年時計台記念館2F国際ホール III

登録 https://forms.gle/Y4KypF7EQQ9vY8Xi7

参加申込期限：2023年1月26日（正午）／申込多数の場合は参加人数を調整する可能性があります。

Friday 27 January 202313:00－17:30

About the Series

In recent years, faced with the emergence of global agendas, 
many early career researchers may be turning their attention to solving social issues in the international society through their research themes and career. 

In this series, early career researchers who are active on the global arena will share their perspectives based on their own experiences as examples and discuss with participants strategies on 
how to look forward to careers and research issues balancing between the whole and the individual and between competition and coexistence.

About the Second Session

In this second session, an L-INSIGHT Fellow with overseas experience, a WPI af�liated international researcher, and a researcher who has returned to the home country from Kyoto University 
will speak and discuss their experiences and an expert on researchers’ event history will talk about an international �ow analysis in the Part 1. 

A workshop on inerdisciprinary research will be held In the Part 2. 
This will be an informative and learning opportunity for graduate students who want to challenge themselves in an international environment 

and early career researchers who are faced with the challenges of internationalization in their laboratories amidst a recovery in the international �ow of people.

Greetings & Part 1 13:00－15:15／Part 2 15:20－16:00／Part 3 16:00－17:30｜Participants Graduate students, postdocs, researchers, URAs
Format On-site (group discussion) & Online (MIRO and other online tools)｜Language Japanese & English (simultaneous interpretation available)

Organizers Kyoto University Center for Enhancing Next-Generation Research, Kyoto University Research Administration Center, Kyoto University Division of Graduate Studies｜Collaborator Kyoto University European Center

 International Hall III, Kyoto University Centennial Clock Tower Memorial Hall 2F

Registration https://forms.gle/Y4KypF7EQQ9vY8Xi7
Registration deadline: 12:00, Thursday, 26 January 2023

Please note that there is a limit to the number of people who can participate.

Series: 
Life as a Scholar 
“Your home and beyond”

2nd

お問い合わせ 京都大学 世界視力を備えた次世代トップ研究者育成プログラム（L-INSIGHT）事務室｜電話：075－753－5916／メール：admin-l-insight@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
Contact Of�ce of the Program for the Development of Next-generation Leading Scientists with Global Insight (L-INSIGHT), Kyoto University｜Phone: 075－753－5916／Email: admin-l-insight@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

第2部：ワークショップ
今日からはじめる融合研究
京都大学学術研究展開センター 若手研究者支援 ショーケース

研究者の歩きかたセミナー

 ｜講師｜
藤田弥世［京都大学学術研究展開センター］

Part 3: Networking & Refreshments

Part 2: Workshop
Let’s Start Interdisciplinary Research Today!
Showcase of Academic Supports 
for Early Career Researchers by KURA

Seminar “Life as a Scholar”
 ｜Lecturer ｜
FUJITA Hiroyo［Kyoto University 
Research Administration Center］

Case Studies on International Experiences by Early Career Researchers

 ｜Perspectives on moving abroad and returning to one’s home country ｜
“Strategies to Make the Most of What You Have Learned Abroad After Coming Back to Japan”
INOUE Kosuke［Graduate School of Medicine, Kyoto University / L-INSIGHT Fellow］      

 ｜Perspectives on transferring overseas research institutions ｜
“Searching for Balance: a Road of Trial and Error Across Disciplines and Cultures”
Zenas Chao［International Research Center for Neurointelligence, 
The University of Tokyo］

 ｜Perspectives after returning to one’s home country ｜
“Understanding Your Inter-cultural Superpowers 
After Leaving Japan”
Jennifer Coates［School of East Asian Studies, 
University of Shef�eld］ 

International Flow Analysis by an Expert

“Event History Analysis of the Impact 
of Overseas Research Experience 
on Researchers’ Careers”
FUJIWARA Ayano［Faculty of Economics, 
Japan University of Economics］

Global Mobility 
for Early Career
Researchers 
in Post-pandemic World

Part 1: Symposium

Greetings 

“Equilibrity Between Similarity and Difference”
KANO Mitsunobu［Member of Science Council of Japan / Member of the Council for Science and Technology of MEXT / L-INSIGHT Advisory Board］

第3部：ネットワーキングと軽食

若手研究者の
海外留学・海外転職、再考
パ̶ンデミック後の

研究キャリア選択

第1部：シンポジウム

若手研究者による国際経験ケーススタディ

 ｜海外への転出・母国への帰国における視点 ｜
「海外での学びを帰国後に最大限に活かす戦略」
井上浩輔［京都大学 医学研究科、L-INSIGHTフェロー］      

 ｜海外（日本）の研究機関間の異動における視点 ｜
「バランスを求めて̶ 研究分野と文化を越える試行錯誤の道のり」
ジーナス・チャオ［東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構］

 ｜（日本から）母国への帰国後における視点 ｜
「帰国後にわかる異文化経験のスーパーパワーとは」
ジェニファー・コーツ［シェフィールド大学 東アジア学科］ 

専門家による国際流動分析 

「研究者のキャリア構築に関するイベントヒストリー分析に基づいて」
藤原綾乃［日本経済大学 経営学部］

開会メッセージ 

「『同じ』と『違う』のバランス」
狩野光伸［日本学術会議会員、文部科学省科学技術・学術審議会委員、
 L-INSIGHT アドバイザリーボード］


