
 

ＪＳＰＳ プレス発表資料 
 

（独）日本学術振興会 
  

 

平成２６年２月１７日 

第６回 HOPE ミーティング 

～ノーベル賞受賞者との 5 日間～ 

―世界のノーベル賞受賞者６名を迎えて―        取材のご案内  

日本学術振興会は、『第６回 ＨＯＰＥミーティング～ノーベル賞受賞者との５日間～』を開催

します。 

ＨＯＰＥミーティングはノーベル賞受賞者等世界のトップクラスの研究者と今後世界をリード

するアジア・太平洋地域等から選抜された優秀な大学院生等が膝を付き合わせ、熱い対話を重ねる

知の合宿です。参加者たちは講演の他、講師と少人数参加者によるグループ・ディスカッションや

施設見学、文化体験等様々なプログラムを通して寝食を共にする中で学び合います。 

第６回を迎える今回は、「物理学、化学、生理学・医学」の３分野を対象とし、６名のノーベル

賞受賞者と２名の著名研究者を講演者に迎え、開催します。（講師の詳細につきましては、別添２

をご覧ください。）参加する若手研究者は、１９ヶ国から約１１０名にのぼります。 

なお、一部講師の講演はリアルタイム動画配信も予定しております。 

 

 

（主なプログラム）※プログラム詳細につきましては別添１をご覧ください 

・講師による講演 

・講演者を囲んでのグループ・ディスカッション 

・参加者によるポスター発表・フラッシュトーク 

・多国籍の参加者からなるチームプレゼンテーション  

・施設見学（物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）、高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）） 

・文化体験プログラム（生け花・書道等）等  

 

また、サイドイベントとして、科学に興味を持つ小中学生が白川英樹博士と共に実験を行うＨＯ

ＰＥミーティングJr.（日本科学未来館との共催）、筑波大学附属駒場高等学校を始めとした理数教

育に力を入れている高校の高校生が、外国人ノーベル賞受賞者と英語によるディスカッションを行

うＨＯＰＥダイアログも本会議と併せて開催します。（詳細につきましては、別添３・４をご覧く

ださい。） 

 

 

 

 

 

 

※写真は第５回のＨＯＰＥミーティングの模様です。 

※第１回～第５回の模様はＷｅｂサイトにても公開しております。そちらもご活用ください。 

（日本学術振興会 ＨＯＰＥミーティングサイト http://www.jsps.go.jp/hope/index.html） 

 

http://www.jsps.go.jp/hope/index.html


【添付資料】 

 

別添１ 第６回ＨＯＰＥミーティングについて 

別添２ 第６回ＨＯＰＥミーティング講演者一覧 

別添３ ＨＯＰＥミーティングJr.（詳細） 

別添４ ＨＯＰＥダイアログ（詳細） 

別添５ 第６回ＨＯＰＥミーティングの取材について（お願い） 

別添６ 第６回ＨＯＰＥミーティング報道関係者参加事前登録フォーム 

別添７ 会場案内図 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

お問い合わせ 

（独）日本学術振興会 国際事業部研究協力第一課 

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

課 長 阿部 幸子 

電 話：０３－３２６３－１７９３（直通） 

取材については、別添５以下をご覧ください。 



 

第６回 HOPEミーティングについて 

(Sixth HOPE Meeting with Nobel Laureates) 

 

１．趣 旨 

アジア・太平洋地域等から選抜された優秀な大学院生等がノーベル賞受賞者等の世

界の知のフロンティアを開拓した人々との対話、同世代の研究者との交流、さらには

人文・社会科学分野の講演や芸術プログラムを通じて、より広い教養の涵養と人間性

の陶冶を図り、将来のアジア地域の科学研究を担う研究者として飛躍する場を提供す

る。 

併せて、より若い世代の科学に関する興味を増進するため、小中学生、高校生向け

のイベントを開催する。 
 

２．対象分野・テーマ  

 物理学、化学、生理学・医学（及び関連分野） 

※今回初の３分野合同 
 
３．開催日程 

   平成２６年３月１１日（火）～３月１５日（土） 

 

４．開催場所 

 グランドプリンスホテル新高輪（品川）ほか 

 

５. 主催  独立行政法人 日本学術振興会   

 

６．参加者 

[本会議] 博士課程在学大学院生、ポスドク １１０名程度（うち日本人２８名） 

＊日本、バングラデシュ、中国、エジプト、インド、インドネシア、イスラエル、韓国、マレーシ

ア、モンゴル、ニュージーランド、オーストラリア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベ

トナム、南アフリカ、ケニア(初参加) 

[HOPEミーティング Jr.] 小学生･中学生 ２０名程度 

[HOPEダイアログ]   高校生(筑波大学附属駒場高等学校ほか３校) ４５名程度 

 

７．講演者（敬称略） 

［ノーベル賞受賞者］ 

・小林 誠   （２００８年 物理学賞、運営委員長） 

・ブライアン・Ｐ・シュミット（２０１１年 物理学賞） 

   ・白川 英樹（２０００年 化学賞） 

・マーティン・チャルフィー（２００８年 化学賞） 

・根岸 英一（２０１０年 化学賞） 

・リチャード・Ｊ・ロバーツ（１９９３年 生理学・医学賞） 

 

［招待講演者］ 

・グンナー・エクイスト（前スウェーデン王立科学アカデミー事務総長、             

                        ウメオ大学名誉教授） 

・スザンヌ・シェイル（倫理学者：オックスフォード大学、 

キングス・カレッジ・ロンドン） 

 

別添１ 



 

８.運営委員（敬称略） 

 

委員長 小林 誠  日本学術振興会学術システム研究センター所長 

         大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授 

    村上 洋一 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 

副所長 

    大森 賢治 自然科学研究機構分子科学研究所研究主幹・教授 

    村上 正紀 立命館大学副総長 

    花岡 文雄 学習院大学理学部教授 

    夏秋 啓子 東京農業大学国際食料情報学部大学院農学研究科委員長 

    髙濵 洋介 徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター長・教授 

 

 

９.モデレーター（敬称略） 

         

    北野 龍一郎 高エネルギー加速器研究機構理論センター教授 

        夏梅 誠    高エネルギー加速器研究機構研究機関講師 

    辻 勇人   東京大学大学院准教授 

    霜垣 幸浩  東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻教授 

    塩見 春彦  慶應義塾大学医学部分子生物学教室教授 

        岡本 拓司  東京大学大学院総合文化研究科准教授 

        有光 奈美  東洋大学准教授 

 

１０．過去の開催概要 

【第１回ＨＯＰＥミーティング】 

「ナノサイエンス＆ナノテクノロジー」をテーマに平成２０年２月に江崎玲於奈博士

を組織委員長として開催。５名のノーベル賞受賞者と８１名の学生が参加。 

【第２回ＨＯＰＥミーティング】 

「化学」（及び物理学・生物学を含む関連分野）を対象分野に平成２１年９月に野依

良治博士を組織委員長として開催され、７名のノーベル賞受賞者と１００名の大学院

生が参加。 

【第３回ＨＯＰＥミーティング】 

  「物理学」（及び関連分野）を対象分野に平成２３年３月に小林誠博士を組織委員長

として開催され、９名のノーベル賞受賞者と９９名の学生が参加。 

【第４回ＨＯＰＥミーティング】 

 「未来を創る化学」をテーマに平成２４年３月に小林誠博士を組織委員長として開催

され、８名のノーベル賞受賞者と１００名の学生が参加。 

【第５回ＨＯＰＥミーティング】 

 「生命科学（及び関連分野）」をテーマに平成２５年２月～３月に小林誠博士を運営

委員長として開催され、７名のノーベル賞受賞者と９８名の学生が参加。 

 



3/10 （月） 3/11 （火） 3/12（水） 3/14（金）

9:00 9:00 9:00
開会式

記念撮影 9:30 9:30
10:00 10:00 講演3 講演６

講演１ G. Öquist先生 M. Chalfie先生

B. Schmidt先生 10:30 10:30
11:00 11:00 ポスターセッション ポスターセッション

フラッシュトーク① （コーヒーブレイク） （コーヒーブレイク）

11:40 11:40
12:00 12:00 講演４ 講演７

昼食 小林誠先生 S. Shale先生

12:40 12:40 エクスカーション

13:00 昼食 昼食 13:00
13:15 HOPE Jr.
グループディスカッション① 13:45 13:45 （日本科学未来館）

14:00 グループディスカッション③ グループディスカッション⑤ 白川 英樹先生

14:15 小林　誠先生

グループディスカッション② 14:45 14:45
15:00 グループディスカッション④

15:30
フラッシュトーク② コーヒーブレイク コーヒーブレイク

16:00 16:00 16:00 16:00
HOPE 文化体験プログラム

コーヒーブレイク ダイアログ

17:00 17:00
17:30 講演２ M. Chalfie先生

根岸英一先生 R. Roberts先生

18:00 18:00 18:00 18:00
18:15 夕食 夕食

夕食 18:30
19:00 19:00 レセプション 19:00 19:00

チーム顔合わせ コンサート 20:00

20:30

＊プログラムは変更の可能性がありますので予めご了承ください

チームプレゼンテー
ション準備

（アイスブレイキン
グ・チームプレゼン
準備）

チームプレゼンテー
ション準備

参加者オリエン
テーション

夕食

チーム・プレゼンテー
ション準備

講演5

R. Roberts先生

12:30
研究施設見学

審査

12:30

第６回HOPEミーティング　プログラム

3/13 （木） 3/15（土）

2014年2月5日現在

チーム・プレゼンテー
ション9:30

11:30

（NIMS, KEK）

昼食

（コーヒーブレイク）

ポスターセッション

フェアウェルディナー

11:30
閉会式

10:30

昼食



第１回 第２回 第３回 第４回 第5回 第6回

国名 推薦機関
参加者数
（女性）

参加者数
（女性）

参加者数
（女性）

参加者数
（女性）

参加者数
（女性）

参加予定者数
（女性）

28 39 31 29 24 28

(4) (14) (4) (4) (8) (8)

5 5 5 6 6

(2) (3) (3) (3) (1)

9 12 14 8 10 10

(1) (3) (3) (3) (3) (3)

6 3 6 8 8 8

(1) (1) （0） (4) (5) (4)

3 4 3 4 4 4

(1) (2) （0） (1) （0） (3)

8 3 8 8 7 6

(1) (2) (2) (1) (6) (4)

2 4 4 3 4 3

(1) (2) (1) (2) (2) (2)

2 5 5 5 3 5

(0) (1) (2) (3) (2) (3)

3 2 2 2 2 1

(1) (0) (1) (2) (1) （0）

6 5 5 5 5 6

(4) (3) (1) (2) (1) (2)

3 5 5 5 6 6

（0） (1) (1) (1) (4) (4)

3 5 4 4 3 4

(2) (3) (1) (2) (1) (2)

3 1 0 2

(1) (0) (0) (1)

3 3 1 0 2

(1) (0) (1) (0) (1)

4 3 2 3 3

(1) (0) (1) (3) (1)

6 5 6 3

(0) (1) (4) (2)

4 5 6

(1) (1) (2)

2 0 2

(1) (0) (1)

2 2

(2) (2)

2

(1)

81 100 99 100 98 109

(19) (37) (16) (33) (46) (47)

（）は女性数

日本
HOPEミーティング運営委員会に
おいて選抜

中国
中国国家自然科学基金委員会
National Natural Science
Foundation of China (NSFC)

オーストラリア
オーストラリア科学アカデミー
Australian Academy of Science
（AAS）

インド
科学技術庁
Department of Science and
Technology (DST)

インドネシア
インドネシア科学院
Indonesian Institute of Sciences
(LIPI)

マレーシア
マレーシア国立大学長会議
Vice-Chancellors' Council of National
Universities in Malaysia （VCC)

大韓民国
韓国研究財団
National Research Foundation of
Korea  （NRF)

ニュージーランド
ビジネス・イノベーション・雇用省
Ministry of Business, Innovation
and Employment(MBIE)

フィリピン
科学技術省
Department of Science and
Technology (DOST)

台湾
中央研究院
Academia Sinica

シンガポール
国立シンガポール大学
National University of Singapore
(NUS)

エジプト エジプト高等教育省
Ministry of Higher Education

タイ
タイ学術研究会議
National Research Council of
Thailand (NRCT)

ベトナム

ベトナム科学技術アカデミー
Vietnam Academy of Science and
Technology (VAST)

ベトナム科学技術省
Ministry of Science and
Technology (MOST)

バングラデシュ
バングラデシュ科学アカデミー
Bangladesh Academy of Sciences
（BAS）

合計

－

－ －

－

－

－

イスラエル
科学技術省
Ministry of Science and
Technology

－

－

－南アフリカ
※第5回から参加

南アフリカ国立研究財団
National Research Foundation
South Africa（NRF）

モンゴル
モンゴル教育文化科学省
Ministry of Education, Culture and
Science (MECS)

－ －

－

－

－－

－

ＨＯＰＥミーティング 参加者数一覧

ケニア
※第6回から参加

ケニア国家科学技術イノベーション委
員会
National Commission for Science,
Technology and Innovation

－ － － －

－

－



第６回 HOPE ミーティング講演者一覧（敬称略）      別添２ 
 

 

 
ノーベル賞受賞者 
 

小林 誠 Makoto KOBAYASHI（物理学、2008 年） 
 (独)日本学術振興会 学術システム研究センター所長 
高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授 
 
2008 年「自然界においてクォークが少なくとも三世代以上存在することを予言する対

称性の破れの起源の発見」によりノーベル物理学賞受賞。 
 
 
 

 
 
ブライアン・Ｐ・シュミット Brian P. SCHMIDT（物理、2011 年） 
オーストラリア国立大学特別教授 
 
2011 年「遠方の超新星の観測を通した宇宙の加速膨張の発見」によりノーベル物理学

賞受賞。 
 
 
 
 
白川 英樹  Hideki SHIRAKAWA（化学、2000 年） 
筑波大学名誉教授 
 
2000 年「導電性ポリマーの発見と開発」によりノーベル化学賞受賞。 
 
 
 
 
 
マーティン・チャルフィー Martin CHALFIE（化学、2008 年） 
コロンビア大学教授 
 
2008 年「緑色蛍光タンパク質 GFP の発見と開発」によりノーベル化学賞受賞。 
 
 
 
 

1936 年生まれ。1966 年東京工業大学博士課程修了。1976 年ペンシルベニア大学博士研究員、1979
年筑波大学助教授、1982 年同大学教授、1991 年同大学院工学研究科長等を歴任。 

1944 年生まれ。1972 年名古屋大学博士課程修了。1979 年高エネルギー物理学研究所助教授、1985
年同教授、2003 年高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所所長等を歴任。第 3・4 回 HOPE
ミーティング組織委員長、第 5・6 回 HOPE ミーティング運営委員長 
 
 
 
 
 
 

photo by KEK 

1967 年生まれ。1993 年ハーバード大学博士号取得。1997 年オーストラリア国立大学特別研究員、

2003 年オーストラリア研究会議（ARC）専門研究員等を歴任。 
 
 
 
 
 

1947 年生まれ。1976 年ハーバード大学博士号取得。1982 年コロンビア大学助教、1994 年同大学教

授、2007 年同大学生物科学専攻主任教授等を歴任。 
 
 
 
 
 



根岸 英一 Eiichi NEGISHI（化学、2010 年） 
パデュー大学特別教授 
 
2010 年「パラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応」により鈴木章、リチ

ャード・フレッド・ヘックとともにノーベル化学賞を受賞。 
 
 
 
 
 
リチャード・Ｊ・ロバーツ Richard J. ROBERTS（生理学・医学、1993 年） 
ニューイングランドバイオラボ チーフサイエンティフィックオフィサー 
 
1993 年「分断された遺伝子の発見」によりノーベル生理学・医学賞を受賞。 
 
 
 
 
 
 

 
招待講演者 
 
グンナー・エクイスト Gunnar ÖQUIST 
前スウェーデン王立科学アカデミー事務総長 
ウメオ大学名誉教授 
 
 
 
 
 
 
 
スザンヌ・シェイル Suzanne SHALE 
倫理学者：オクスフォード大学、キングス・カレッジ・ロンドン 
 
 
 
 
 

1941 年生まれ。1972 年ウメオ大学博士号取得。1981 年ウメオ大学教授（植物生理学）。1993 年

スウェーデン自然科学リサーチカウンシル事務総長、2003 年スウェーデン王立科学アカデミー事

務総長等を歴任。 
 

1935 年生まれ。1958 年東京大学工学部応用化学科卒業。1958 年帝人入社。1963 年ペンシルバニ

ア大学博士号取得（理学博士）。パデュー大学助手、シラキュース大学助手を経て 1976 年同准教

授。1979 年パデュー大学教授。 

1943 年生まれ。1968 年シェフィールド大学博士号取得。1969 年ハーバード大学リサーチ研究員、

1972 年コールド・スプリング・ハーバー研究所主任研究員、1986 年同研究所アシスタントディレ

クター、1992 年ニューイングランドバイオラボリサーチディレクター等を歴任。 
 
 
 

1986 年ケント大学講師、1989 年オックスフォード大学学習研究所所長、2003 年ヘルス・ファウ

ンデーションアシスタントディレクター等を歴任。 



【開催概要】 
 日時：   ２０１４年３月１５日（土）１３：００～１６：００ 
 講師：   白川 英樹 博士（2000年ノーベル化学賞受賞） 
       小林 誠  博士（2008年ノーベル物理学賞受賞） 
 参加者： 科学に関心をもつ全国の小学５年生～中学３年生の方  ２０名 
 場所：       日本科学未来館 ３階 実験工房（東京都江東区青海２－３－６） 
 主催：       （独）日本学術振興会    共催：  日本科学未来館 
 
【スケジュール（仮）】 
13:00～14:00 【一時間目】 
実験教室「導電性プラスチックで二次電池を作ろう（特別版）」 
白川博士の受賞テーマである導電性プラスチックの世界に触れる実験です。白川博士自らが
講師を務め、実験を通して科学の不思議さ、面白さを伝えます。 
 
14:15～14:45 【二時間目】 
講演「小林博士と語ろう！宇宙の起源を探る旅」 
小林博士の研究分野である素粒子について分かりやすく紹介します。宇宙のはじまりを、科
学コミュニケーターも交えて参加者と一緒に語ります。 
 
14:45～15:15 【三時間目】 
ディスカッション「白川博士、小林博士に質問！」 
白川博士、小林博士が、参加者からの質問にこたえるなど楽しくディスカッションを行います。 
 
15:30～16:00: 記念品贈呈・記念撮影 
 
 

第6回HOPEミーティング サイドイベント 

科学に関心をもつ小中学生を対象に、ノーベル賞受賞者との実験や対話を通じて科学

に親しんでもらう機会を提供します。 

 
HOPEミーティングJr.×白川博士＆小林博士  
～ノーベル受賞者と作ろう！語ろう！～ 

【お問い合わせ】 
 
 
 
 
    

別添３ 

独立行政法人日本学術振興会 国際事業部研究協力第一課
HOPEミーティング事務局  
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1                            
電話：03-3263-2414   Fax:03-3234-3700                                
E-mail: hope-meetings@jsps.go.jp 



独立行政法人日本学術振興会  
第６回HOPEミーティング内イベント 

科学に関心を持つ高校生が、第６回HOPEミーティングに参加するノーベル賞受賞者
との英語でのディスカッションを通じて、最先端の科学研究に対する好奇心を高める
とともに、国際的視野を広げる場です。 

【お問い合わせ】  
                     独立行政法人日本学術振興会 国際事業部人物交流課企画調整係 HOPEダイアログ事務局 
           〒102-0083   東京都千代田区麹町５-３-１ 電話：03-3263-4055・4098  FAX： 03-3263-1854  
          Email：sdialogue@jsps.go.jp  ホームページ： http://www.jsps.go.jp/hope/dialogue1.html    
 

－ノーベル賞受賞研究者と高校生との科学対話－ 

 

【HOPEミーティングとは】 
 アジア・太平洋地域等の若手研究リーダーの育成と相互のネットワークの構築を通じて、当該地域に世界
レベルの科学技術コミュニティを構築することを目的に、各国・地域から選抜された１００名以上の大学院
生・若手研究者がノーベル賞受賞者等と交流を行う合宿形式の会議です。著名研究者による講演の他、多様
な背景を持つ参加者チームによる発表や討議など、国際的・学際的な交流のための多数のプログラムを通じ
て、参加者が将来の研究リーダーとして飛躍する機会を提供します。 
 ホームページ： http://www.jsps.go.jp/hope/ 

【サイエンス・ダイアログとは】 
 日本学術振興会のフェローシップ制度によって、多くの外国人研究者が日本の研究機関で最先端の科学を
研究しています。サイエンス・ダイアログは、こうした海外の優秀な研究者の中から有志を募り、近隣の高
等学校等で英語による講義を行ってもらうプログラムです。 
 ホームページ：http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/  

 
【開催概要】 
  日  時：平成２６年３月１３日（木） １６時～１８時 
  場  所：ザ・プリンスさくらタワー２階「コンファレンスフロア」  
  主  催：独立行政法人日本学術振興会 
  使用言語：英語 
 

  参加予定講演者：マーティン・チャルフィー 博士（２００８年ノーベル化学賞） 
          リチャード・Ｊ・ロバーツ 博士（１９９３年ノーベル生理学・医学賞） 
          
【内容】 
    高校生とノーベル賞受賞者とが、少人数のグループに分かれてディスカッションを行います。今回は、

筑波大学附属駒場高等学校、埼玉県立浦和第一女子高等学校、横浜市立横浜サイエンス・フロンティ
ア高等学校、市川学園市川高等学校から、約５０名の高校生が参加します。 

 

 別添４ 



第６回ＨＯＰＥミーティングの取材について（お願い） 

 

平成２６年２月１７日 

独立行政法人日本学術振興会 

 

 第６回ＨＯＰＥミーティングの取材につきましては、下記要領により行ってくださいま

すようご協力お願い致します。 

記 

 

１． 取材者及び報道受付について 

（１）取材者は、3月3日(月)までに事前にFAXまたはE-mail（別添6）にてご登録ください。 

（２）取材者は、取材当日に報道関係受付において受付を行ってください。報道関係受付

は、3月11日(火)～3月15日(土)の各プログラム開始の30分前からメイン会場「青

葉」前(グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール２F)に設置します。 

（３）受付では身分証明書を提示し記名の上、事務局が配布する首かけ式の名札及び自社

腕章を着用してください。 

 

２．取材場所 

（１）メインプログラム（開会式、講演、閉会式、講演者と参加者のグループ・ディスカ

ッション、チーム・プレゼンテーション、HOPEダイアログ） 

○ 取材は所定の場所より行ってください。 

○ 会場内では、フラッシュ等は使用しないでください。 

○ プログラムの進行の妨げとなる行為は行わないでください。 

 

(２) 上記以外の取材（HOPEミーティング Jr. を含む） 

○  （１）以外の時間・場所において取材希望がありましたら、3月3日(月)までに

別添6にてその旨お申し出ください。 

○  講演者・参加者への個別取材を行う際は、プログラムの運営・進行を妨げない

ようにしてください。また、被取材者の承諾を得てから取材を行うようにしてく

ださい。 

○  講演者に事前に取材のためのアポをとる場合は、各取材者より講演者に直接連

絡をしてください。 

○  白川博士の写真の使用には個別の許諾が必要となります。 

３．問い合わせ先 

    独立行政法人日本学術振興会 国際事業部研究協力第一課 

     HOPEミーティング事務局 

     〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

TEL:03-3263-2414 E-mail:hope-meetings@jsps.go.jp 

別添５ 



 別添６  

FAX:０３－３２３４－３７００     E-mail:hope-meetings@jsps.go.jp 
日本学術振興会国際事業部研究協力第一課 
HOPE ミーティング事務局 宛 
 

第６回 HOPE ミーティング 報道関係者 参加事前登録フォーム 
 

社名                                      

 
参加代表者氏名                                 

 
参加代表者連絡先 住所                            

          電話                            

          Email                           

 
参加予定人数       人 

 
カメラの有無   有   無    種類   スチル  ・  動画   

 
メインプログラム以外の時間・場所にカメラによる取材を 

    予定している ・ 予定していない ・ 未定    
［プログラム名：                ］ 

 

※取材に当たっては、別添５「第６回 HOPE ミーティングの取材について（お願

い）」をご参照ください。  

 
この登録用紙を３月３日（月）までに HOPE ミーティング事務局宛にお送りください。 

 
連絡先： 

日本学術振興会 国際事業部研究協力第一課 
HOPE ミーティング事務局 

TEL 03-3263-2414 

FAX  03-3234-3700 
Email: hope-meetings@jsps.go.jp 第６回ＨＯＰＥミーティング用 



 

   

会場案内図 

メイン会場：グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール ２階「青葉」 
レセプション会場：グランドプリンス高輪 B1階「プリンスルーム」 
会場所在地：〒108-8612 東京都港区高輪3-13-1 
TEL:03-3442-1111  FAX:03-3444-1234 
ホテル HP：http://www.princehotels.co.jp/newtakanawa/ 

 
 

●羽田空港から約20分。 
 
●東京シティエアターミナル（箱崎）から約15分。 
 
●東京駅から約25分。 
 
●JR線、モノレールの浜松町から約10分。 
 
●銀座から約15分。 
 
●大井 I.C.から山手通りと第一京浜を経由し、 
約17 分。 

 
●芝公園 I.C.から第一京浜を経由し、約12分。 
 

 ●目黒 I.C.から目黒通りを経由し、約6分。 

 
  

 
●新幹線・JR線・京急線の品川駅(高輪口)から 
徒歩約5分。 
（ザ・プリンス さくらタワー東京は徒歩約3分） 

 
●都営地下鉄浅草線高輪台駅から徒歩約3分。 
（ザ・プリンス さくらタワー東京は徒歩約5分） 

 
●京急線 羽田空港駅から品川駅へ最速14分。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●運行ルート 
品川駅高輪口 ― 品川プリンスホテル 
― グランドプリンスホテル高輪 
― グランドプリンスホテル新高輪 

 
 
 

●有料です。 
  成田空港からリムジンバスで約90分。 
  羽田空港からリムジンバスで約45分。 
 
 

※ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、 

別添７ 

◆ お車で 

◆ 電車（徒歩）で 

◆ 無料シャトルバスで 

◆ 空港からリムジンバスで 



 

   

グランドプリンスホテル新高輪は、庭園の散策路で結ばれております。 

 
 

 

レセプション会場 

地下１階 

「プリンスルーム」 

メイン会場：パミール２階 

   「青葉」 
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