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第2期 7名

第1期 10名

第3期 6名

今年で23名となったL-INSIGHTフェロー

新井 康之 ⾎液内科学

磯部 昌憲 精神医学

岡村 亮輔 腫瘍外科、消化器癌、癌個別化治療

桂 有加⼦ 進化遺伝学

五味 良太 ゲノム微⽣物学、環境⼯学

髙橋 雄介 教育⼼理学、発達⼼理学、⾏動遺伝学

⽥中 智⼤ ⼟⽊⼯学、⽔⽂学

中野 元太 防災⼼理学・教育学

⼭本 暁久 ソフトマター物理、医学物理

飯間 ⿇美 放射線診断学

江⼝ 佳那 医⼯学、医療情報学、
ヒューマンコンピュータインタラクション

宋和 慶盛 ⽣物電気化学

藤本 花⾳ 実験⼼理学

⼭⽥ 真太郎 DNAの組換え・修復

吉光奈奈 地震学・資源⼯学

藤井 悠⾥ 惑星科学、宇宙物理学、天⽂学

平塚 徹 ⽣命科学

本郷 峻 保全科学、野⽣動物管理学、霊⻑類⽣態学

井上 浩輔 疫学、因果推論、内分泌代謝学

岩上 哲史 雑草学

⽩⽯ 晃將 応⽤微⽣物学、分⼦細胞⽣物学

藤井 俊博 宇宙物理学、宇宙素粒⼦物理学

沼⽥ 圭司 ⾼分⼦科学、ケミカルバイオロジー、
⽣体関連科学、植物科学、オルガネラ⼯学

13部局 研究員から教授までの”次世代コミュニティ”13部局、 研究員から教授までの”次世代コミュニティ”
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「世界視⼒」を備えた次世代トップ研究者育成プログラム
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「世界視⼒」とは、
時間、地理、学問分野、セクター、⽂化圏などの境域を超えて
⾒渡し、⾒抜き、⾒通す⼒

国際・学際・産連、
多様な実践空間での研鑽を通じて形成する
世代と⽂化圏を超えた コミュニティ

世界視⼒を備えた次世代トップ研究者育成プログラム

⽂化圏の越境

学問分野の越境

学術・産業の越境

未来という
未踏領域へ

「世界視⼒」
獲得へ

明治30年
開学

昭和

令和
元年



2030年に向けた本事業の⽬標
次世代トップ研究者育成プロセスのスタンダード・モデルとなる
プログラムを開発・提供

1.   基盤形成・強化と実践の
相互作⽤による育成促進

4.   ⾃発的・戦略的なプログラム
参加を可能にする経済的⽀援

5.  若⼿研究者コミュニティーの形成
を通じたプログラムの共創2.   産業界の実践⼒の活⽤

3. 欧⽶及び⽇本・アジアの
教育機関及び国際機関との連携

7. プログラム終了後のインパクト
を実現する準テーラーメイド型

6.   メンターシステムによる議論
による⾃⼰評価・プログラム評価
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7つの⽅針

l 学術や産業の
世界的プレゼンスを向上

l 将来にわたって
若⼿研究者が活躍し続ける

研究環境の提案・実現

2030年



2030年に向けた本事業の⽬標 と 基本⽅針

1.   基盤形成・強化と実践の
相互作⽤による育成促進

4.   ⾃発的・戦略的なプログラム
参加を可能にする経済的⽀援

5.  若⼿研究者コミュニティーの形成
を通じたプログラムの共創2.   産業界の実践⼒の活⽤

3. 欧⽶及び⽇本・アジアの
教育機関及び国際機関との連携

7. プログラム終了後のインパクト
を実現する準テーラーメイド型

6.   メンターシステムによる議論
による⾃⼰評価・プログラム評価
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l 受⼊時「研究者としての理想と具体的状況」「3年間に取り組む活動」 を設定
l その実⾏に必要となる「世界視⼒コンピテンシー」をフェロー⾃らが⾔語化
l ⽬標の実現を加速する⽀援を検討

次世代トップ研究者育成プロセスのスタンダード・モデルとなる
プログラムを開発・提供

l 学術や産業の
世界的プレゼンスを向上

l 将来にわたって
若⼿研究者が活躍し続ける

研究環境の提案・実現

2030年

GIILP

概ね3年程度



2030年に向けた本事業の⽬標 と 基本⽅針

7. プログラム終了後のインパクト
を実現する準テーラーメイド型
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1.   基盤形成・強化と実践の
相互作⽤による育成促進

4.   ⾃発的・戦略的なプログラム
参加を可能にする経済的⽀援

5.  若⼿研究者コミュニティーの形成
を通じたプログラムの共創2.   産業界の実践⼒の活⽤

3. 欧⽶及び⽇本・アジアの
教育機関及び国際機関との連携

6.   メンターシステムによる議論
による⾃⼰評価・プログラム評価

7. プログラム終了後のインパクト
を実現する準テーラーメイド型

次世代トップ研究者育成プロセスのスタンダード・モデルとなる
プログラムを開発・提供

l 学術や産業の
世界的プレゼンスを向上

l 将来にわたって
若⼿研究者が活躍し続ける

研究環境の提案・実現

2030年

① ② ③
a
b
c 

GIILP 世界視⼒コンピテンシーのフレームワーク
３つの⽬的 と３つの対象を設定

̶̶３つの対象̶̶̶̶３つの⽬的̶̶

③System(Global/Society)︓
より⼤きな集団や複雑な社会に
おけるシステムにおいて

② Interpersonal︓
⼀対⼀または⼩さなグループ内
での、⼈と⼈の繋がりにおいて

ｂ 内外調整︓

⽣まれた価値を育てるため

ｃ 社会変⾰︓
育てた価値を社会・世界に広げ
ていくため

① Self︓
⾃分⾃⾝のマインドやスキルに
おいて

ａ 価値創造︓
新しい価値を⽣むため

X

① ② ③
a
b
c 

① ② ③
a
b
c 



実施プログラムの紹介
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実施プログラムの紹介

10か国・40機関を10名で現地調査
連携ネットワークを構築

欧州 23機関（英国5、ドイツ5、オランダ2、エストニア2、デンマーク2、スイス1、スペイン6）
University of Cambridge, Kingʻs College London, Imperial College London, University of Bath, University of Bristol 
(以上、英国)、 Hamburg Research Academy, Free University of Berlin , Humboldt University of Berlin, Tuebingen
University, Ludwig-Maximilians-University Munich (以上、ドイツ)、 Erasmus University Rotterdam, Leiden 
University (以上、オランダ)、 e-Estonia Briefing Center,Tallinn University (以上、エストニア)、 GTS –Danish
Association of Research and Technology Organizations, Aalborg University (以上、デンマーク)、 ETHZ (National
Center of Competence in Research Digital Fabrication) (以上、スイス)、 Barcelona Biomedical Research Park 
(PRBB) , Agency for Management of University and Research Grants, Governmnet of Catalunya（AGAUR）, Ramon 
Llull University, Ministry of Science, Innovation and Universities (MCIU), Government of Spain, The Spanish 
Foundation for Science and Technology (FECYT) (以上、スペイン)

北⽶ 8機関（⽶国8)
University of California, San Diego(UCSD), Johns Hopkins University (School of Medicine),
Georgetown University, University of Pennsylvania (Perelman School of Medicine),

Drexel University, The George Washington University, 
The City University of New York (CUNY), Stanford University

アジア 9機関（台湾4、インド5)
The Science & Technology Policy Research and Information Center（台湾政府系シンクタンク）, Academia Sinica (中
央研究院) , National Chiao Tung University（国⽴交通⼤学）, National Taiwan University（台湾⼤学）(以上、台湾)、
Indian Institute of Technology, Hyderabad (IITH), Indian Institute of Science (IISc), IndiaBioscience (National 
Centre for Biological Sciences), Indian National Young Academy of Science (INYAS), Indian Institute of Technology, 
Delhi (IITD)(以上、インド)

関⼼のある国・機関があればお問合せください︕

① ② ③
a
b
c 

2019年度

ヒアリング結果を報告書にまとめた、研究⼈材プログラムの実施機関
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実施プログラムの紹介

HeKKSaGOn・L-INSIGHT プログラム (オンライン + 往訪・招聘)

① オンラインフォーラム | 2022年12⽉2⽇開催
Seven Dialogues for Future Research and Science
with Early Career Researchers

② 関係継続と交流拡⼤のための往訪・招聘 | 2023年4⽉〜

国内外の研究者との
コミュニティ形成機会を共創 ①

国際連携スタートアップ実践プログラム

l L-INSIGHTフェローが超領域的な課題を設定。座⻑となり、ドイツの研究者らと７つのテーマ
で「ダイアローグ」を⾏う

l ⽇独６⼤学アライアンス（HeKKSaGOn）の京都⼤学、ハイデルベルク⼤学、カールスルーエ
⼯科⼤学、ゲッチンゲン⼤学を核に、他のドイツの⼤学や研究所の研究者にもネットワークを
広げ議論

l 各機関からシニア研究者がコメンテーターとして参加
l ⽇独の25機関から125名が登録

l 同⾏者1名を含む 往訪・招聘のほか、現地でのイベント開催を⽇独の共同出資で実現

「日本では接点のつくりにくい、アプローチ
の異なる研究者と議論の場を構築できた」

若⼿時代に分野・⽂化圏・世代を超えた特別な間柄をつくり (②c)、
問いへの気づき (①a・b・c) やより広い社会での活躍 (③a・b) に働きかける

① ② ③

a
b
c 2021年度

2022年度



実施プログラムの紹介

開催までのフロー

国際連携スタートアップ実践プログラム

L-INSIGHTフェロー
参加募集（テーマ提出）

ドイツ機関がマッチング
に全⾯協⼒

対話グループの形成

L-INSIGHTフェロー
が座⻑として対話準備
(事前打合せなど)

当⽇

詳細な報告書

共同研究者を伴う往訪、
ドイツ研究者の招聘、
現地イベントの開催

⽇本・ドイツ運営関係者の
喧々諤々の反省会

← DWIH(ドイツ 科学・イノベーション フォーラム)
も告知協⼒

対話の進め⽅は座⻑(L-INSIGHフェロー)の⼯夫に
よってスタイルは様々 ↓

ハイデルベルグ⼤学で開催した本郷フェロー主宰のセミナーにて。
ドイツ各地から再び参集(左↓)

京都⼤学で開催したセミナーにて、⽥中フェローと⼀緒に登壇 (右↑)

⽇本からの参加機関の拡⼤を検討中︕ 10



実施プログラムの紹介
① XRジョイントミーティングシリーズ | OIST、メルボルン⼤学とそれぞれ共催

② メルボルン⼤学リーディング研究者往訪 & L-INSIGHTフェロー懇親会

国内外の研究者との
コミュニティ形成機会を共創②

グローバルフィールド起動プログラム
国外型 | 豪州 、 国内型 | 沖縄・北海道 (オンライン + 往訪・招聘)

l L-INSIGHTフェローとOIST、メルボルン⼤学所属の研究者がクローズドにて異⽂野の研究者と
出会い、共同研究のシーズをみつける機会 (②・③b) 。

l コロナ禍であっても「偶然の幸運な機会」づくりを継続しようとメルボルン⼤学と計画

l 2022年6⽉、メルボルン⼤学の副学⻑を含む各学部リーディング研究者とL-INSIGHTフェロー
が、京都⼤学研究担当理事のモデレーションにて意⾒交換

初訪問の京都大学の時計台に
見覚えのある研究者も

国際交流にどのような支援が必要か？
日豪双方のリーダーに要望しました

① ② ③
a
b
c 

2020年度

2021年度

2019年度

2022年度



実施プログラムの紹介

グローバルフィールド起動プログラム

④ フィールド往訪 | オーストラリア 2023年2⽉27⽇〜3⽉3⽇

l ⼤学院⽣などの帯同が可能
l オーストラリア国内の会ってみたい研究者への訪問
l 学際研究施設などへのツアーもオプショナルで開催
l メルボルン⼤学きっての若⼿研究者コミュニティー、マッケンジーフェローと交流

などを計画中︕

③ フィールド往訪 | 北海道 2022年7⽉27⽇~28⽇および7⽉30⽇〜31⽇

l 北海道⼤学のキャンパス内にある研究拠点の訪問と交流
l 北海道内各地の現場を回り、フィールドの知⾒と課題を知る臨地調査
l 企業研究者も参加
l ⽩⽯フェローが発起⼈となりフェロー提案プログラムでの再訪が計画進⾏中︕

各地域の⼤学、研究機関での研究者との交流、研究発表や市中でのアウトリーチ活動のほか、
臨地調査や共同研究のシーズづくりに挑む機会

各地域の⼤学、研究機関での研究者との交流、研究発表や市中でのアウトリーチ活動のほか、
臨地調査や共同研究のシーズづくりに挑む機会 (③a・b・c) 
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実施プログラムの紹介
運営の⽬的

特徴

実施の効果

メンターシステムによる議論による
⾃⼰評価、プログラム評価

名誉教授メンター制度
第1期フェロー・第2期フェロー累計 47回の実施 |12/2時点

l 名誉教授が所属や分野を超えた中⽴的な⽴場でフェローと対話
l ⽬標の実現に向けて⻑期的に取り組もうとする研究テーマ(①a・b・c、③c) やマネジメントに
おける課題を相談したり(②a・b) 、⽬標へのアプローチを⾃⼰評価することを⽀援する機会

l 対話のトピックを記録し、振り返りを可能に
l ケースに応じて担当者がホスト役等として臨席
l 間柄に応じた形式で回数や時間を縛ることなく、フェローに有益なトピックで対話
l メンターへの謝⾦制度はあるが、事務室を通さないお付き合いへと進⾏

「これから事を成す人と偉業をな
した人の間柄に、型はいらない」

l 具体的構想の実⾏開始のアクションのトリガーとなっている
l 研究を俯瞰的に捉え、軌道修正する機会となっている
例︓定量的評価の困難な学際分野における、研究価値の確認機会

l コロナ禍において機会がなくなり、価値が⾒失われつつあった「実利的でない機会」の重要性
を再認識

「これがあるからフェローである意義が
あるというほどのインパクトがある」

磯部 フェロー

皆藤 名誉教授

名誉教授メンター制度

X

① ② ③
a
b
c 

2020年度

2021年度

2022年度
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第1回 “研究者としてのターニングポイントと研究テーマ、そのインパクト”
講師 森和俊 先⽣
京都⼤学 理学研究科 ⽣物物理学教室 情報分⼦細胞学講座 ゲノム情報分野 教授

プログラム終了後のインパクト
を実現するテーラーメイドのプログラム

世界視⼒錬成プログラム｜ 23年3⽉14⽇ 16:30〜

リーダーから将来のリーダーへ。少⼈数で⽅法論を伝授する枠組みを創出する

⽇本が世界に誇るトップ研究者に、フェローの研究者としての理想像や近い将来の⽬標を事前に知っ
て頂き、100%テーラーメードでワークショップをつくって頂きます。
トップ研究者が⼤切にしてきた考え⽅・やり⽅を、少⼈数で詳しく伝授してもらう本シリーズ。指導
者と次世代の指導者が、変わらないことと、変わっていくことを先取の気概で検討します。
「今⽇から研究に活かせるプログラム」を⽬指しています。(①a・c、② a・c、③a・c)

2022年度

主催｜L-INSIGHT、協⼒ | 京⼤オリジナル株式会社 (予定)

シリーズ 京都⼤学が世界に誇る研究者に学ぶ

フェローの要望を踏まえた企画

タンパク質の品質管理分野の第⼀⼈者であり、ラスカー賞（2014年)、ガードナー賞（2009年）を
受賞されている森和俊先⽣から、研究者としてのターニングポイントにおける、研究テーマや⼿法に
関する判断と選択についてお話を伺います。ディスカッションを⾏い、究極の問いを検討します。

森先生に事前に相談事項などを届けます
GIILP「目標」「活動」記載事項を活用します

① ② ③
a
b
c 
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実施プログラムの紹介

第1部 L-INSIGHTキャリアプログラム |
若⼿研究者の海外留学・海外転職、再考̶̶なにが得られるか、なにを求めるか︖
第2部 若⼿研究者⽀援ショーケース (講師 学術研究展開センターURA)
第3部 ネットワーキングと軽⾷

若⼿研究者コミュニティーの形成
リーダーとしてのフェロー

L-INSIGHTキャリアプログラム | 23年1⽉27⽇ 13:00〜

コロナ禍を経て、モビリティが回復しつつある今、世界を活動の舞台にする若⼿研究者が、⾃⾝の経験を踏まえた視点をケース
として共有し、全体と個、競争と共存の⽇々の間で⾃らのキャリアと研究課題をいかに展望するのか、今⽇的で現実味のある戦
略を共に考えます (①a-c、②a-c)。 実践的なワークショップとセットで開催︕

主催｜L-INSIGHT、⼤学院教育⽀援機構、学術研究展開センター、 共催 | 京都⼤学欧州拠点

第2回 Life as a Scholar “Your home and beyond in post pandemic”

ご案内

狩野光伸 | ⽇本学術会議会員、⽂科省科学技術・学術審議会委員、L-INSIGHT アドバイザリーボード | 開会メッセージ
"「同じ」と「違う」のバランス"

井上浩輔 | 京都⼤学 医学研究科 L-INSIGHTフェロー | 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” 

Zenas Chao | 東京⼤学 国際⾼等研究所 IRCN | 海外（⽇本）の研究機関の異動における視点
"Searching for balance: a road of trial and error across disciplines and cultures"

Jennifer Coates | シェフィールド⼤学 東南アジア学⼤学院| ⺟国へ（⽇本から）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”

藤原綾乃 | ⽇本経済⼤学 経営学部 | 動向の専⾨家の視点
“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”

全体ディスカッション モデレーター
新井康之 | 京都⼤学医学部附属病院、L-INSIGHTフェロー

有志の大学院生が
MIROを使ってグループディスカッション

のファシリテーターを担います

① ② ③
a
b
c 

2021年度

2022年度
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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）

ご清聴ありがとうございました


