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** 日本学術会議ニュース・メール ** No.765*  2021/9/10 
====================================================================== 
１．【開催案内】日本学術会議緊急フォーラム 
 「新型コロナウイルス感染症の災害級流行急拡大への対応」 
２．【開催案内】共同主催国際会議 
 「第 17 回世界地震工学会議（17WCEE）」 
３．【開催案内】公開シンポジウム 
 「歴史教育シンポジウム「歴史総合」をめぐって（５）－「歴史総合」の教 
 科書をどう作ったか－」 
４．日本学術会議主催学術フォーラム 企画案の募集について 
５．日本学術会議協力学術研究団体 変更届提出のお願い 
６．【文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課】 
 「動画でわかる Society 5.0 令和３年版科学技術・イノベーション白書」 
 の作成について 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】日本学術会議緊急フォーラム 
 「新型コロナウイルス感染症の災害級流行急拡大への対応」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】2021 年 9 月 11 日（土）13:25～16:10 
【場所】オンライン開催 
（YouTube ライブ配信 9/11(土)13:25～9/20(月)10:00 まで視聴可能） 
 https://www.youtube.com/watch?v=JhSQ3DRko9E 
 
【主催】日本学術会議第二部、一般社団法人日本医学会連合 
【後援】日本生命科学アカデミー 
【参加費】無料 
【事前申し込み】不要 
【開催趣旨】 
 デルタ株の蔓延などから新型コロナウイルス感染症の流行が全国で急拡大し 
ており、災害級の人的被害を生じるのではないかと危惧されています。本フォ 
ーラムでは、流行予測体制、人流抑制、変異株の脅威、治療、陽性者の同定と 
管理・医療調整などの現場で新型コロナウイルス感染症と対峙されている基礎 
医学・臨床感染症学・感染症流行予測などの分野の専門家に現在必要な緊急対 
応をご提言いただきます。 
【次第】 
 http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-0911.html 
【問い合わせ先】 



 日本学術会議事務局審議第１担当第二部担当 
 メールアドレス：nibu-scj@cao.go.jp 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】共同主催国際会議 
 「第 17 回世界地震工学会議（17WCEE）」 
--------------------------------------------------------------------■ 
 会期：令和 3 年 9 月 26 日（日）～10 月 2 日（土）［7 日間］ 
 場所：仙台国際センター（宮城県仙台市） 
 
 日本学術会議と日本地震工学会が共同主催する「第 17 回世界地震工学会議 
（17WCEE）」が、9 月 26 日（日）より、仙台国際センターで開催されます。 
 当国際会議では、「災害に強い社会を目指して」をメインテーマに、免震・ 
制震性能、工学的地震学、補強技術、地震防災、リスク管理等を主要題目とし 
て、研究発表と討論が行われることとなっており、その成果は、地震工学分野 
の発展に大きく資するものと期待されます。また、本会議には約 80 ヵ国・地域 
から約 3,000 名（オンライン含む）の参加が見込まれています。 
 また、一般市民を対象とした市民公開講座として、9 月 26 日（日）に「震災 
復興を考える～復興制度の現状の課題と未来への提言～」が開催されることと 
なっております。関係者の皆様に周知いただくとともに、是非、オンラインで 
御参加いただきますようお願いいたします。 
 
第 17 回世界地震工学会議（17WCEE） 市民公開講座 
「震災復興を考える～復興制度の現状の課題と未来への提言～」 
【日時】令和 3 年 9 月 26 日（日）13:30～16:00 
【会場】東北大学災害科学国際研究所 多目的ホール 
     （オンライン併用のハイブリッド開催） 
【参加費】無料 
 
※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。 
○17WCEE 公式ホームページ（http://www.17wcee.jp/） 
○市民公開講座 
（https://irides.tohoku.ac.jp/event/event_jn/detail---id-6188.html） 
 
【問合せ先】 
 第 17 回世界地震工学会議（17WCEE）について 
  17WCEE 運営事務局（Mail：17wcee@convention.co.jp） 
 
 市民公開講座について 



  市民公開講座事務局（Mail：info@protective-sys.irides.tohoku.ac.jp） 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】公開シンポジウム 
 「歴史教育シンポジウム「歴史総合」をめぐって（５）－「歴史総合」の 
 教科書をどう作ったか－」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】 2021 年 10 月 30 日（土）13：30～17：30 
【開催地】オンライン 
【主催】日本学術会議史学委員会・同中高大歴史教育に関する分科会、 
    日本歴史学協会 
【後援】高大連携歴史教育研究会 
【参加費】 無料 
【定員】先着 300 人 
【事前申込み】要 〆切り 10 月 28 日（木） 
  https://forms.gle/J8mzAH6kRdUmJrxs9 
【開催趣旨】 
 日本学術会議史学委員会と日本歴史学協会は 2016 年以来、「歴史総合」に関 
してシンポジウムを開催してきた。2016 年 12 月の中教審答申で「歴史総合」の 
設置が答申され、2018 年 3 月に必修科目「歴史総合」と選択科目「日本史探 
究」・「世界史探究」の学習指導要領が告示された。「歴史総合」は、2020 年 
度に教科書検定が行われ、2021 年度に教科書採択も実施された。そして、「歴 
史総合」の授業が 2022 年 4 月から始まる。このような状況を受けて、2021 年の 
歴史教育シンポジウムでは、研究分野が日本史の方、外国史の方、高等学校で 
世界史の授業を担当されている方に報告を依頼した。「歴史総合」の教科書も 
完成したことを受けて、「歴史総合」をどう構想したかを再検討してみたい。 
【プログラム】 
 https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/315-s-1030.html 
【問い合わせ先】 
 メールアドレス：wakao.masaki@r.hit-u.ac.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
 日本学術会議主催学術フォーラム 企画案の募集について 
--------------------------------------------------------------------■ 
会員、連携会員の皆様へ 
 
 現在、日本学術会議主催学術フォーラムの企画案を募集しています。 
 関心のある方は以下をご確認いただき、手続きの上、お申込みください。 



 
令和３年度第４四半期募集分 
 開催予定時期：令和４年１～３月 
 申込み締切：令和３年 10 月 29 日（金） 
・必要書類・手続き等：以下のＵＲＬをご確認ください。 
           http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/106.pdf 
・オンラインによる開催に引き続きご協力をお願いいたします。 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
 日本学術会議協力学術研究団体 変更届提出のお願い 
--------------------------------------------------------------------■ 
日本学術会議 協力学術研究団体 御中 
  
 平素より日本学術会議の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 
 日本学術会議協力学術研究団体規程により、団体の届出内容（代表者、事務 
局所在地、連絡先、URL 等）に変更が生じた場合には、速やかに文書（変更届） 
をメール送付または郵送いただくこととなっております。 
 様式は以下 URL からダウンロードできますので、届出内容に変更が生じた団 
体におかれましてはご対応いただきますようお願いいたします。 
 
 URL: http://www.scj.go.jp/ja/group/dantai/index.html 
 
 現在の届出内容を確認されたい場合は、以下の問い合わせメールアドレスま 
でご連絡ください。PDF にてお送りします。 
 なお、学会名鑑とは協力体制にありますが、登録内容等が異なっております。 
学会名鑑を更新しただけでは、変更届の提出とはなりませんのでご注意くださ 
い。 
 
【問い合わせ先】 
 日本学術会議事務局 協力学術研究団体担当 
 Email:scj.kyoryoku-dantai.t5k@cao.go.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課】 
 「動画でわかる Society 5.0 令和３年版科学技術・イノベーション白書」 
 の作成について 
--------------------------------------------------------------------■ 
 令和３年版科学技術・イノベーション白書で特集した「Society 5.0」を解説 



する動画を公開しました。「Society 5.0」として目指す未来社会像を紹介する 
ために、本動画では白書冒頭の扉絵（イラスト）を用いて、アニメーションに 
より分かりやすく説明しています。 
 
※動画はこちらからご覧ください。 
 https://youtu.be/NpK08gtYihw 
※令和３年版科学技術・イノベーション白書について 
 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202101/1421221_00023.html 
 
 なお、本動画についてご質問等ございましたら、文部科学省の次の担当者ま 
でお問い合わせください。 
 文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 総括係 
 メールアドレス：kagihaku@mext.go.jp 
 
*********************************************************************** 
       学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから 
           http://jssf86.org/works1.html 
*********************************************************************** 
======================================================================= 
 日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等へ 
の転載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読み 
いただけるようにお取り計らいください。 
 過去のメールニュースは、日本学術会議ホームページに掲載しております。 
http://www.scj.go.jp/ja/other/news/index.html 
 
【本メールに関するお問い合わせ】 
 本メールは、配信専用のアドレスで配信されており返信できません。 
 本メールに関するお問い合わせは、下記の URL に連絡先の記載がありますの 
で、そちらからお願いいたします。 
======================================================================= 
 発行：日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/ 
     〒106-8555 東京都港区六本木 7-22-34 
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