재일한국과학기술자협회 제 13 회합동분과회(온라인프로그램 )
선배에 묻는 「박사학위 취득후의 연구 Career 의 발전」
일시：
2022 년 3 월 5 일（토）오후２~４시반
회장：
온라인개최（ZOOM）
참가자： 재일과협분과회 회원,재일과협 회원,재일과협 관계자,재일과협에 관심이 있는 분등.
참가방법：참가는 무료이며 참가희망자는 3 월 3 일까지 재일과협에 메일로 신청하십시오.＊）
언어：
원칙 한국어
개최취지：일본전국의 대학에서 이공계분야의 박사를 목표로 하는 한국인 대학원생과
박사학위를 취득한 후 일본 국내에서 연구활동을 계속하고 있는 젊은 연구자들을
주된 대상으로 매년 분야횐단적으로 개최하는 “재일과협합동분과회”는 신형코로나
감염방지를 배료해서, 전국에서 활동하는 재일과협분과회를 지원하고 이러한
상황에서 진로에 대한 불안을 안고 있는 여러분을 응원하기 위해, 올해도
온라인으로 개최합니다. 이미 학위를 취득하여 일본국내 대학, 연구기구, 기업에서
연구 Career 를 계속적으로 발전시키고 있는 선배들(OB/OG)을 초대하고 조언을
듣고자 합니다.
프로그램：
１４：００
개회
～１４：1０ 격려사（예정）
１４：1０～１４：４０ 특강 「Engineering Plastic Membrane for Polymer Electrolyte Fuel Cells」
김제덕(국립연구개발법인)NIMS 물질재료연구기구 주간연구원（가나자와대학 Dr.Sci.）
１４：４０～１６：００ 패널토론회; “선배에 묻는 「박사학위 취득후의 연구 Career」”
Facilitator; 김유수(이화학연구소 주임연구원)
１４：４５～１４：５０ 신 덕、도쿄공예대학 교수（도쿄공업대학 공학박사、정밀기계공학）
１４：５０～１４：５５ 김제덕、NIMS 물질재료연구기구 주간연구원（가나자와대학 Dr.Sci.）
１４：５５～１５：００ 박제현、OncoTherapy Science, Inc. President& CEO（도쿄대학 의학박사、생명과학）
１５：００～１５：０５ Break
１５：０５～１５：１０ 황인희, 홋카이도대학 준교수 (홋카이도대학 공학박사, )
１５：１０～１５：１５ 박소영、오사카대학 부교수（교토대학 이학박사、화학）
１５：１５～１５：２０ 김유수、이화학연구소 주임연구원（도쿄대학 공학박사、표면과학）
１５：２０～１６：００ OB/OG 에 대한 질문・총괄
-OB/OG 에 대한 질문은, 사전에 재일과협에 메일로 하거나（3 월 1 일까지）、OB/OG 의
온라인 소개시 채팅을 사용하거나, 직접 질문할수있습니다.

１６：００～１６：１５ 분과회 소계
１６：１５～１６：３０ 폐회 (연구우수상/최우수상 발표; 김범준 도쿄대학교수)
ZOOM 미팅 참가 주의 사항 ：
・합동분과회는 기본적으로는 오픈으로 개최하는 것을 전제로합니다.
・참가자에게는 재일과협에서 ZOOM 참가정보를 보냅니다. ＊）
・입실후, 마이크가”mute”로 되어있는지 확인하고, 팔언할때 On 으로 해 주세요.
・입실후、카메라는 “On”가 바람직하고 팔언 할때는 반드시 On 으로 해 주세요.
・수신영상의 보존, 녹화, 녹음,재배부, SNS 등에의 투고등은 금지입니다.
＊）문의 와 참가신청은 다음에 부탁합니다;
재일한국과학기술자협회 이승종 사무국장 메일：info@kseaj.com TEL:03-3437-2774

在日韓国科学技術者協会

第１３回合同分科会 （オンラインプログラム ）

先輩に聞く 「博士学位取得後の研究キャリアの発展」
日時：
会場：
参加者：
参加方法:
言語：
開催趣旨：

２０２２年３月５日（土）午後２～４時半
オンライン開催（ZOOM）
在日科協分科会メンバー、在日科協会員、在日科協関係者、在日科協に関心のある方など。
参加は無料ですが、参加希望者は 3 月 3 日（木）まで在日科協にメールでお知らせください。＊）
原則韓国語
日本全国の大学で、理工系分野で博士を目指す韓国人大学院留学生や、博士学位を取得して日
本国内で研究を続けているポスドク（PD）/助教などの若手研究者を主に対象に分野横断的に毎年
開催している合同分科会は、新型コロナ感染予防に配慮して、全国で活動している在日科協分科
会を支援し、コロナ禍中で進路に対して不安を抱えている皆さんを応援するため、今年もオンライン
開催とします。すでに博士学位を取得して日本国内の大学、研究機関、企業などで研究キャリアを
継続・発展させている OB/OG を招待し、助言を頂きます。
プログラム：
１４：００
開会
～１４：１０ 激励（予定）
１４：１０～１４：４０ 特講「Engineering Plastic Membrane for Polymer Electrolyte Fuel Cells」
金済徳 (国立研究開発法人)物質材料研究機構（NIMS）主幹研究員（金沢大学 Dr.Sci.）
１４：４０～１６：００ パネル討論会：“先輩に聞く「博士学位取得後の研究キャリアの発展」”
Facilitator：金有洙（理化学研究所主任研究員・在日科協副会長）
１４：４５～１４：５０ 辛 徳、東京工芸大学教授（東京工業大学工学博士、精密機械工学）
１４：５０～１４：５５ 金済徳、物質材料研究機構 主幹研究員（金沢大学 Dr.Sci.、素材工学）
１４：５５～１５：００ 朴在賢、OncoTherapy Science, Inc.代表（東京大学医学博士、生命医学）
１５：００～１５：０５ Break
１５：０５～１５：１０ 黄仁姫、北海道大学准教授（北海道大学工学博士、）
１５：１０～１５：１５ 朴昭映、大阪大学副教授（京都大学理学博士、化学）
１５：１５～１５：２０ 金有洙、理化学研究所主任研究員（東京大学工学博士、表面科学）
１５：２０～１６：００ OB/OG への質問・総括
－ OB/OG への質問は、事前に在日科協にメールするか（３月３日まで）、OB/OG のオンライン
紹介の時にチャットを使うか、Facilitator の許可を受けて質問することができます。

１６：００～１６：１５ 分科会の紹介
１６：１５～１６：３０ 閉会（研究優秀賞・最優秀賞の発表：金範埈 東京大学教授・在日科協副会長）
ZOOM ミーティング参加の注意事項：
・合同分科会は、基本的にはオープンであることを前提にしています。
・参加者には在日科協から ZOOM 参加情報を送ります。＊）
・入室後、マイクが Mute になっていることを確認し、発現する時にＯｎにしてください。
・入室後、カメラは On になっていることが望ましく、質問など発言する時は必ずカメラ On にしてください。
・受信映像の保存、録画、録音、再配布、SNS 等への投稿などは禁止します。
＊）お問合せや参加申し込みは次にお願いします：
在日韓国科学技術者協会 事務局長 李昇宗

メール：info@kseaj.com

TEL:03-3437-2774

