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研究室での過ごし方について、簡単に Q&A 形式でまとめ
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ミーティングって？

ました。他にも分からないこと聞きたいことがあれば、何で
週一回メンバーが集まって、予定などを話し合うことが決

も聞いてください。

まっています。研究の報告や発表の練習をすることもありま
す。曜日と時間は、メンバーの予定に合わせて学期毎に決め
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ています。

現在、学生は何人いるの？
• 寺西慎伍
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• 松下剛

大学院入試の勉強があるんですけど…
…。

• Gagus Ketut Sunnardianto

大丈夫です。十分な時間を取ることが出来ます。最初は、
『研
究』『輪読』『ミーティング』にそれぞれ週一コマずつ使う程

• Muhammad Faiz Bin Ismail

度に考えてください。今は不安な方も多いと思いますが、ま
ずは、簡単な計算機の扱い方や初歩的な理論のお勉強ですの

の四人です。

で大丈夫です。むしろ、教育として用意されている “卒業研

来年度も二人が引き続き所属する予定なので、新しい研究

究” が、予想できる個人の時間を削りにかかることは一般に

室のメンバーを迎えられることを楽しみに思っています。

はありません。大学院入試だけでなく就職活動をされる方の
場合も同様です。
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英語が苦手だけど、大丈夫？
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研究室内では英語でコミュニケーションをとることも多い

コアタイムは？ or コアタイムって何
ですか？

ですが、大丈夫。私 (宮尾) は、TOEIC495 点ですけど問題あ
りません。自然に慣れます。

『コアタイム』とは、
『自分の席がある部屋にいてね。研究
室に来ていてね。』という時間のこと、現在、当研究室ではコ
アタイムは決めていません。
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研究室で何やればいいの？
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『研究』『輪読』『ミーティング』が主な内容です。レクリ
エーションなら、2016 年度は『たこ焼きパーティー』を行い

アルバイトは大丈夫？
問題ありません。過去にアルバイトをしながら、研究室生

ました。人数が少ない研究室なので、まだ、あまり決まった

活をきっちり送っていた人は何人もいます。

行事はありません。その他、学会や研究会等に出かけていく
こともあります。
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研究とか勉強のことは分かったけど、そ
れ以外に居室でなにしてるの？

輪読って何？

紅茶やコーヒーを飲みながら、お菓子をたべたり、雑談し
研究室のメンバーみんなで一冊の教科書を読みます。週一

たりしています。食事も可です。雑談の内容は多岐にわたり

で集まって、担当者に担当箇所を要約してもらい、議論や勉

ます。“すごく忙しそう” に見えないときには、なんでも話し

強をします。主に物性物理に関する本を読みます。

かけてください。
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Kusakabe Laboratory Introduction of Student’s Life.
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I summarized student’s life of this laboratry as Q&A. If
you have another questions, please ask us even though you
think they are trivial.
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What is the laboratory meeting?

We hold a meeting to run our lab. Then we talk about
schedules, report our research and practice some presentation. We decide dates for it according to all members’ schedules.

How many students belong to
your lab?
• Shingo Teranishi
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We want to study for entrance examination.

• Goh Matsushita
• Gagus Ketut Sunnardianto

Sure! I’s OK. No problems. If you will enter our lab, please

Above four people belong to this lab.Two members will be-

think that you use a period for each following a reading circle, the laboratory meeting and your research. Generally,
graduate research dose not pillage your private time. This

long to this lab next fiscal year also. We look forward to
new members.

is adapted to both a graduate school entrance examination
and job hunting.
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• Muhammad Faiz Bin Ismail

I’m not good at English. So, it’s
OK?

Sure! It is not a big problem. In this lab we often use English but my(Miyao’s) TOEIC score is just 495 points. This
is not a problem. If you enter this lab, you get used to using

Have you decided core time?
What is core time?
Core time is decided time as “At that time please stay in

lab and do something”. We haven’t decided core time.

English spontaneously.
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What students do in your lab?

It’s OK. I know many cases that someone can both work
part-time and schoolwork without problems.

Mainly ”a reading circle” ”the laboratory meeting” and
”research” are done. Recently I hold a special mathematics
seminar. And as recreation, we went to skiing. Our lab is
small, so we still haven’t decided many events.
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I want to work part-time.
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OK, I understood your lab life
about research and study. But,
what do you do in addition to
them?

What is a reading circle?

A reading circle is a meeting for reading a textbook together with all members. Then we study and discuss about

We often drink tea or coﬀee and eat some sweets in our

the textbook. It is held once a week. Mainly we read a
textbook related with condensed matter.

room. And we talk about many things. If we looks not busy,
please bespeak us.
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