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AIST MathAM-OIL 研究員 : NGUYEN, Ngoc Thanh Nam さん

① Graphene and 2D materials.
② Ho Chi Minh city, Vietnam
③ Photography, travel, cooking, music, wrist watches, computer.
④ I had lived in Sendai for 4 years before moving to

Osaka last year. So, I don’t have the impression of a newcomer
anymore. But I can tell you this: it feels like home when coming
back to this lovely city. Sendai lifestyle is kind of slow comparing
to other big cities. I feel extremely relaxed (and also safe!) when coming here.
Tohoku Univ. is a wonderful university. The staffs are kind and helpful.
Things have been improving non-stop since I first came here 5 years ago.

⑤ Nice to meet you!

Tohoku Forum for Creativity(TFC)
特任助教（運営）:
WIWATTANAPANTUWONG Juthatip さん

① Social Psychology. My Ph.D. research focused on
cooperativeness and selfishness in an emergency situation.
Recently, I’m interested in stress and its coping strategy.

② Bangkok. Thailand
③ Traveling around Tohoku regions, eating, and talking with local people 

④ I live in Sendai for almost 8 years. Sendai is a cute city with prosperous beautiful
nature. People here are very kind and always offer to help when I’m in troubled.
Tohoku University is a world leading university and is prominent with good
environmental to study, especially, there are a great deal of distinguish researchers
whom you can exchange the ideas with.

⑤ YOROSHIKU ONEGAISHIMASU! 



月 イベント 場所 時期

東
北
大
学
内

12 片平キャンパスの過去・現在・未来 東北大学史料館 ～12/15

12
フォーシーズンズ・プログラム
「スタイリスティックスジャパン・ツアー2017 仙台公演」 ♬

東北大学川内
萩ホール

12/16

12 AIMR クリスマスパーティー＠Friday Tea Time
AIMR本館５階

交流室
12/18

12 ジルベスター・ガラ・コンサート ♬
東北大学川内
萩ホール

12/31

東
北
大
学
外

12
木幡の幡まつり

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/kankou/538.html
福島県二本松市 12/3

12 SENDAI光のページェント 宮城県仙台市
12/8 ～

31

12
～
3

蔵王樹氷まつり
http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html

山形県山形市
12/23
～3/4

1
七日堂裸詣り

https://aizumonogatari.com/event/102.html
福島県柳津町 1/7

1
大崎八幡宮 松焚祭 （どんと祭）

http://www.oosaki-hachiman.or.jp/festival/matsutaki/ 宮城県仙台市 1/14

イベントカレンダー：2017年12月～2018年 1月

IAC日本語講座 ～ちゃちゃっとJサロン～
開催スケジュール（12月＆1月）

日 程 トピックス

2017年12月12日（火） 遊びの中の日本語

2018年1月9日（火） 漢字の部首と習字

習
字

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/kankou/538.html
http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html
https://aizumonogatari.com/event/102.html
http://www.oosaki-hachiman.or.jp/festival/matsutaki/


SENDAI 光のページェント
～みんなでともす、心の明かり～
【12/8（金）～12/31(日）】

① 点灯式：

◆日時：12/8（金）17：10～17：30（点灯17：30）
◆会場：仙台メディアテーク前・緑道

③スターライト・ファンタジー サンタの森の物語
～パレード、マーチングバンド演奏、バトン演技～

◆日時：12/23（土）17：30～19：45
（1回目17：30～17：55/2回目19：25～19：45）
◆コース：定禅寺通（東二番丁通～晩翠通）

②Sendai Winter Park～スターライトリンク～：

◆期間：12/8（金）～12/24(日）
◆時間：平日 15：00-21：00/土日祝12：00-21：00
◆会場：勾当台公園市民広場
※入場無料：スケート靴レンタル800円

（写真：仙台光のページェント実行委員会提供）

是非、見に
来てね～！

詳細URL: http://www.sendaihikape.jp/



寒いこの時期、日本の冬の定番便利グッズとして人気なのが「ホッカイロ」です。ごく一般的なの
は使い捨てカイロですが、他にも、エコカイロやUSB充電式カイロもあり、コンビニエンスストア、薬
局、スーパー、電気屋さんなど、いたるところで購入することができます。

１．使い捨てカイロ：
鉄粉の酸化による発熱反応を利用したもの。種類豊富で、背中や腰に貼る
通常タイプのものから、靴用、靴下用、中敷き用、座布団用等様々な種類が
あります。繰り返し使うことができないが、カイロとしての使用後は、
中身の活性炭を取り出し、乾燥剤・脱臭剤としての再利用方法もある。

２．エコカイロ：
パック内の液体に一瞬の刺激・衝撃を与えることにより、急激に凝固し始める
過冷却の性質を利用して、固まる際の発熱を利用したもの。お湯でゆでること
で元の液体状に戻り、再度利用が可能。

３．USB充電式カイロ：
パソコン等のUSBから充電し、電気による発熱を利用したもの。繰り返しの
利用が可能で、バッテリーやマッサージ機能付き製品なども出ている。

体の冷えは様々な体調不良を招く恐れがありますので、日ごろからホッカイロのような便利グッズ
を効果的に利用して体を温め、寒い冬を乗り切りましょう！

日本の便利グッズについて学ぼう！～ホッカイロ・HOKKAIRO～

穴場スポットへ行ってみよう！【第２弾】
Let’s discover the interesting spot in Sendai!

JR仙台駅西口すぐそばにある「仙台朝市」には、仙台・
宮城・東北から集められた新鮮でおいしい肉、魚、野菜、
果物などの食材がならんでいます。ここは、昭和23年に、
青空市場・朝市として営業がスタートし、今では、地元
では「仙台市民の台所」として親しまれている場所です。
市場内には、新鮮な海の幸をふんだんに使った海鮮丼
が食べられるお店もあります。仙台駅のすぐそばにありま
すので、ぜひ、気軽に立ち寄り、活気ある市場の雰囲
気を堪能してみてはいかがでしょうか？

ここに衝撃を
与える

※営業時間：（店による）
おおむね8：00～18：00
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【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

【通 知】 IAC・２つの新サポートの提供が始まっています！

。

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

外国人研究者向け新サポート

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

