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** 日本学術会議ニュース・メール ** No.767*  2021/9/24 
====================================================================== 
１．【開催案内】 
 東北地区会議公開学術講演会「災害と文明－災害に対する社会の対応－」 
２．【開催案内】 
 公開シンポジウム「コロナ禍における人間の尊厳― 危機に向き合って ―」 
３．【開催案内】Virtual SciDataCon 2021 
４．第 21 回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞について（ご案内） 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】 
 東北地区会議公開学術講演会「災害と文明－災害に対する社会の対応－」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】 2021 年 10 月 30 日（土）13:30-16:30 
【開催地】オンライン開催 
【主催】日本学術会議東北地区会議 
【共催】東北大学 
【後援】公益財団法人日本学術協力財団、北里大学獣医学部、京都大学レジリ 
    エンス実践ユニット、福島大学、東京農工大学、大阪大学微生物病研 
    究所 
【参加費】 無料 
【事前申込み】要（締切：10 月 24 日（日）） 
  https://forms.gle/hXimXds5LhpUyjgK6 
【開催趣旨】 
 東日本大震災から 10 年が経過した。福島原発災害による「現代文明への信頼 
喪失」は広い範囲に及び、その分析と反省から様々な提言がなされてきた。 
 また、一昨年末に出現した新型コロナウイルス感染症は、世界中を混乱に陥 
れ、未だに終息の道筋は不透明である。これらは、単に自然界の変化によって 
起こる災害、すなわち「天災」で済ますべき問題ではなく、文明が進んだこと 
等による人為的災害、すなわち「人災」という側面からも考えていく必要があ 
ろう。 
 本講演会では、地震学、農学、ウイルス学の専門家から「過去から学び取る 
こと」、「今、分かっていること」、「復興への提案」を伺い、歴史を踏まえ、 
今後このような「人災」ともいえる「災害」にどのように取り組んでいくかを 
参加者とともに考えたい。 
【プログラム】 
 https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/314-s-1030.html 
【問い合わせ先】 



 東北大学研究推進課                                                                       
 TEL: 022-217-4840 
 E-mail: kenkyo@grp.tohoku.ac.jp 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】 
 公開シンポジウム「コロナ禍における人間の尊厳― 危機に向き合って ―」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】 2021 年 12 月 5 日（日）13:30-17:00 
【開催地】オンライン 
【主催】日本学術会議哲学委員会 
【共催】日本哲学系諸学会連合、日本宗教研究諸学会連合 
【参加費】 無料 
【定員】定員 300 人 
【事前申込み】要  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqE_vRfEZMamg-FqNbt5hhpSVJLsxO4guByu6zpyyC
t66rQ/viewform?usp=sf_link 
【開催趣旨】 
 コロナ禍においては医療の逼迫した状態のなか、患者、医療者、市民の一人 
ひとりが必ずしも人としての尊厳を守られているとは言えない状況が現出して 
いる。さらに死者について人間らしい死とその弔いも守られることのない事例 
が生じている。しかし緊急事態だからやむを得ないのだろうか。本来「人間の 
尊厳」は、むしろ危機においてこそ守られるべき価値ではないのか。哲学、宗 
教研究、法学、医学の専門知と臨床の知見を集結し議論を深めたい。 
【プログラム】 
 https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/314-s-1205.html 
【問い合わせ先】 
 日本宗教研究諸学会連合事務局 
 メールアドレス： jfssr20084@gmail.com 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】Virtual SciDataCon 2021 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】 2021 年 10 月 18 日～10 月 28 日 
【開催地】オンライン開催 
【主催】国際学術会議/CODATA および国際学術会議/World Data System 
【参加費】無料 
【事前申込み】必要 



  URL: https://codata.org/events/conferences/scidatacon-2021/ 
【開催趣旨】 
 韓国・ソウルで開催が予定されていた国際データウイーク(IDW2021)が、 
COVID19 問題により 2022 年 6 月に延期されたが、最も重要で早期開催が必要な 
セッションのいくつかを、Virtual SciDataCon 2021 としてオンラインで開催 
する。この会議では、FAIR の相互運用性と再利用性、FAIR の実装と評価、ポリ 
シーの実装（オープンサイエンスとフェア）、データスキル、データスチュワ 
ードシップ、データセンターとリポジトリ、研究インフラストラクチャ、グロ 
ーバルオープンサイエンスクラウド、持続可能な開発目標と災害リスク軽減の 
ためのデータ、クロスドメイン研究のデータ、地球科学のデータ、CODATA 
および WDS イニシアチブに関する戦略的議論などのテーマを取り扱う。 
【プログラム】 
 https://www.scidatacon.org/virtual-2021/programme/ 
【問い合わせ先】 
 E-mail: info@SciDataCon.org 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
 第 21 回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞について（ご案内） 
--------------------------------------------------------------------■ 
 第 21 回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞について、候補業績募集 
の案内がありましたのでお知らせいたします。会員・連携会員の皆様がご応募 
できる賞ですので、同賞にふさわしいと考えられる業績について応募をご希望 
の方は、以下のホームページから直接ご応募をお願いします。応募要領につき 
ましては、以下のホームページでご確認ください。 
 
○グリーン・サステイナブル ケミストリー賞： 
 人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化学であるグリーン・ 
サステイナブル ケミストリーの推進に貢献した業績を顕彰する賞です。 
 
〆切は 2021 年 11 月 19 日（金）厳守。 
 http://www.jaci.or.jp/gscn/page_03.html 
 
*********************************************************************** 
       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。 
https://www.scj.go.jp/ja/other/news/index.html 
 
【日本学術会議ウェブサイトの常時暗号化について】 
 日本学術会議ウェブサイトは 2021 年 10 月 1 日より常時暗号化通信（TLS1.2） 
対応いたします。 
 新 URL:https://www.scj.go.jp 
 日本学術会議ウェブサイトへのリンク、お気に入り等設定している場合は、 
お手数ですが「https」への修正をお願いいたします。 
 
【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 https://www.scj.go.jp/ 
     〒106-8555 東京都港区六本木 7-22-34 
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