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AIMR/AIST MathAM-OIL:  新メンバー紹介

AIMR 水藤研助教 Dr. Xie SHUANGQUAN

◆研究分野： I am interested in mathematical modeling, 

Especially in the filed of pattern formation in the nature.

◆出身地： Tianmen, Hubei Province, China.

◆趣 味：Boarding game, jogging, pingpong and reading.

◆仙台と東北大学の印象は?：

I have not been in Sendai before, so can’t tell too much impression. However just 

from the information that I obtain from internet, Sendai impressed me with its 

abundant greeneries and its rich culture. Tohoku University is big international 

university and leads many edge researches. I was amazed to see that the university 

provide such a great support for international researchers.

◆メッセージ:  I am looking forward to starting my life in Sendai.

OCT, 2017

◆研究分野：Molecular Dynamics Studies on Fast Ion Conductors.

◆出身地：Kolkata, India

◆趣 味：Body building and different types of sports activity (tennis, cycling, 

roller skating etc.)

◆仙台と東北大学の印象は? ：

This city is quite clean and peaceful. The people are very helpful and kind. 

◆メッセージ：Nice to meet you.

AIST MathAM-OIL 研究員 Dr. Kartik SAU



◆研究分野：I am a mathematician studying pattern formation processes 

and dynamics out of equilibrium. Although my toolkit has mostly abstract 
things, I like to keep my head out of the window to see the physics behind 
what I do, to see how consistent with nature the mathematical questions I 
try to answer are. 

AIST MathAM-OIL 研究員

Dr. Rafael de Araujo Monteiro da Silva

【ANNOUNCEMENT】IAC・新サポート登場！

ＩＡＣでは、外国人研究者向けに、

２つの新サポートのサービス提供を開始しました。

①ショッピングツアー：
来日間もない外国人研究者とそのご家族を、片平キャンパスから徒歩圏内のショッ
ピングツアーにご案内するサービスです。薬局やスーパー、お土産屋、電化製品店
等、必要に応じてＩＡＣスタッフがお連れし、購入時のアドバイス等も提供いたし
ます。

②ハウジングサポート：
民間アパート及びマンションに住むことをご希望の来仙間もない高等研究機構
の外国人研究者に物件を探し、不動産屋に問い合わせ、内見にお連れするサー
ビスです。物件が決まれば、更に契約を結ぶところまで支援が可能です。

申込みには、申請書の提出が必要です。
詳細は、ＩＡＣのホームページで確認いただくか、
お気軽にＩＡＣスタッフまでお問合せ下さい。

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/life.html

◆出身地 : São Paulo, Brazil

◆ 趣味: I like to listen to music, and I like playing instruments (mostly plucked strings intruments):

guitars, ukelele, banjo etc. I also like to swim and to rock climb (maybe this is a good
opportunity to let people around me to know it, so they can invite me to do some outdoors to
climb here in Japan! :)

◆仙台と東北大学の印象は? 

Sendai is a small city that looks like a big city! I was impressed to see so many things happening 
here, so many shops, neon-lights, so many people. Sometimes I feel it is bigger than my 
hometown! I'm still getting used to it, and slowly I'll get into this groove. I like the University a lot: 
the environment is very vivid, full of curious minds, dedicated coworkers. Everybody trying to 
enjoy what they do; I found it inspiring.
◆メッセージ：

There are many interesting things going on at the AIMR, at the MathAM-OIL group and at 
Tohoku University, but what excites me the most are all this people working here: so many 
different backgrounds, skills and perspectives!  It definitely only enriches the way we, as a whole, 
pursue all these challenges we study. I'm excited to be here but, overall, I'm excited to have so 
many good people around me. This is a great place to work, to be creative and to learn things. 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/life.html


月 イベント 場所 時期

東
北
大
学
内

10 片平まつり 2017 科学ワンダーランド 片平キャンパス 10/7～ 8

10 フィールドワーク：植物園ガイドウォーク 植物園川内キャンパス 10/15

11 フィールドワーク：片平キャンパス建物ツアー 片平キャンパス 11/3

11 第69回東北大学祭 川内キャンパス 11/3～ 5

11 アート・ガーファンクルJapan Tour 2017仙台公演 川内萩ホール 11/10

11 フィールドワーク：植物園ガイドウォーク 植物園川内キャンパス 11/19

東
北
大
学
外

10
第20回 みちのくYOSAKOIまつり 2017

http://michinoku-yosakoi.net/
仙台市 10/7～ 8

10-11

第63回二本松の菊人形 福島県二本松市
10/14～

11/23

第105回南陽の菊まつり 山形県南陽市
10/13~

11/12

11 松明あかし 福島県須賀川市 11/11

ＩＡＣ日本語講座 ～ちゃちゃっとＪサロン～
開催スケジュール (10月、11月）

日 程 トピックス

10月24日（火） 料理で学ぶ日本語

11月28日（火） カタカナの日本語（オノマトペ）

◆◇皆様の参加をお待ちしていますので、ご希望の方は、
ＩＡＣまでご連絡ください。ご家族の参加も、大歓迎です。

イベントカレンダー：2017年10月～11月

ドキドキ、
ワクワク



日本の伝統文化について学ぼう！
～始めよう冬支度～◆こたつ・KOTATSU◆

こたつは、冬を暖かく過ごすための日本の伝統的な暖房器具です。一度こ
たつに入ると、そのあまりの居心地の良さからすっかり眠入ってしまい、そ
のまま朝を迎えてしまう、なんて経験をした日本人も多いはずです。
昔は、格子づくりの背の低いテーブルに上から覆いをかけ、テーブルの下

には灰や炭をいれた耐火性のポットを置いたり、床をくり抜いて火鉢を置い
たりしました。現在では、テーブルの裏側に電熱器を取り付け、こたつ布団
をカバーとしてかけて、上から天板を置くセットが用いられています。今で
は西洋風のこたつテーブルも販売されていて、一年中、普通のテーブルとし
て使用できるので、春になったらしまう手間が省けて、大変活用的です。
東北の中でも仙台の冬は比較的暖かいとされていますが、一般的なアパー

ト等ですと、エアコンの暖房だけでは若干物足りなさを感じます。そんな時
のために、是非ともこたつや簡易ヒーターといった暖房器具を追加で準備し
て、冬本番に備えてください。こたつは、ホームセンターやＡＥＯＮ、ニト
リ等で購入することができます。

【江戸～昭和初期】
木枠の中に陶器の火入れが入っ
ている。これにそのまま布団を
かけた。
（金沢くらしの博物館より）

置き炬燵（おきごたつ）
日本では、「こたつ＆みかん」
は、冬の黄金コンビです。
寒い冬にみかんをたくさん食べ
て、風邪を予防しましょう！

現代のこたつ

①鳴子峡：迫力のある断崖絶壁の渓谷を色

とりどりに染め上げる紅葉。見晴台からの景色
が美しく、大深沢橋との抜群のコントラストも
お楽しみいただけます！

🍁見ごろ：10月中旬～11月上旬

②秋保大滝：日本名瀑の一つを際立たせる紅葉の鮮やかさは圧巻です。

スケール大の滝と紅葉のコラボレーションはまさに一見の価値ありです。

🍁見ごろ：10月下旬～11月上旬

③蔵王エコーライン（宮城県側）：
雄大な蔵王の山腹に広がる紅葉景色は、ドライブに
おススメです。落差181ｍ、3段になって流れ落ち
る“三階滝”と併せてその景勝をお楽しみください。

🍁見ごろ：10月上旬～10月下旬



【Contact】 IAC (International Affairs Center)
E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp  |  Tel: 022-217-5971

Address: 2-1-1 Katahira Aoba-ku, Sendai 980-8577

Website: http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/indexE.html

大学内の手続き等で困ったことがありましたら、
IACにご連絡ください。手続き方法について、ご案
内します。

Contact

Agent

IACでは外国人研究者およびその家族を対象とした
日本語講座を開催しています。お気軽にご参加くだ
さい。詳細はIAC Websiteをご覧ください。

IAC

日本語
講座

IAC Support Information

外国人研究者ハンドブック

IACでは、東北大学に在籍する外国人研究者が、本学で働く際に必要な情報
をまとめた冊子を作成しています。まもなく改訂版を発行予定です！配布を
ご希望の方は、IACへご連絡ください。Webサイトでもご覧いただけます。

［目次］
1. 東北大学へようこそ
2. 在留資格
3. 学内システムの利用
4. 勤務する上での基本情報
5. 給与・健康保険・税金
6. 附属図書館と東北大学生協
7. 科学研究費助成事業（科研費）
8. 日本語を学ぶ
9. 東北大学が提供する住居
10. IAC（International Affairs Center）

11. その他
12. 学内バス・キャンパスマップ

Coming
Soon !

給与明細？

科研費？

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/indexE.html

