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 ＲＡポイント表
RA Points List

対象項目
Objective items

内容
Activities

RAポイント
RA Points

筆頭者としての口頭発表
Oral Presentation as the First Author 10
筆頭者としてのポスター発表
Poster Presentation as the First Author 6
筆頭者以外での発表
Presentation (Other than the First Author) 1
聴講（半日につき1レポート提出を条件として2点とする）
Attendance（One report per half-day attendance= 2pts.） 2

G-COE主催または共催の公開セミナー
G-COE-sponsored / co-sponsored open
seminars

聴講（レポート提出必要）
Attendance（Report submission is required）

原則として2点。ただし、内容によっては3点
以上とする場合もある。
2points in principle but more than 2 points
may be assigned depending on the seminar
content.

G-COE指定大学院講義・実習（各キャンパスで指
定）
G-COE-assigned graduate school lectures and
practical training （assigned at each campus）

聴講・参加（レポート提出必要）
Attendance and Participation（Report submission is required）

１コマにつき原則として2点（別表参照）
2 points per one lecture （see appendix）

筆頭者としての発表
Publication as the First Author

20
（「優秀論文」は30）（備考１参照）
（30 pts will be given to "Excellent
Articles"）（refer to the note 1.）

筆頭者以外での発表
Publication (Other than the First Author)

6
（「優秀論文」は9）（備考１参照）

（9 pts will be given to "Excellent Articles"）
（refer to the note 1.）

筆頭者としてのシンポジウム発表
Symposium Speaker as the First Author

10
（国際学会15）

（International meetings15）

筆頭者としての一般演題口頭発表
General Oral Session Speaker as the First Author

6
（国際学会10）

（International meetings10）

筆頭者としての一般演題ポスター発表
Poster Presentation as the First Author

4
（国際学会6）

（International meetings6）
筆頭者以外での発表
Presentation (Other than the First Author) 1
筆頭者としての口頭発表
Oral Presentation as the First Author 10
筆頭者としてのポスター発表
Poster Presentation as the First Author 6
筆頭者以外での発表
Presentation (Other than the First Author) 1
聴講（半日につき1レポート提出を条件として2点とする）
Attendance（One report per half-day attendance = 2pts.） 2
筆頭者としての口頭発表
Oral Presentation as the First Author 10
筆頭者としてのポスター発表
Poster Presentation as the First Author 6
筆頭者以外での発表
Presentation (Other than the First Author) 1
聴講（半日につき1レポート提出を条件として2点とする）
Attendance（one report per half-day attendance = 2pts.） 2

備考/Note

第7回国際メタボロームシンポジウム（2011年6月
鶴岡）
Seventh International Confernece of the
Metabolomics Soiciety (June in 2011 at Tsuruoka)

1.　G-COEとして「優秀論文」に認定された論文については、通常のポイントを1.5倍して付与する（筆頭者30点、筆頭者以外9点）。
　　Papers certified as "Excellent Ariticle" will be given half as many again as the usual point.（First Author 30 points, Others 9 points）

2.　同一学会で口頭・ポスターの両方の発表をした場合は、どちらが主であるかによって分類する。
　　If one presents both in oral and poster sessions in a single meeting, the point will be given depending on which activity is the main.

副科目：代謝システム生物学
"Metabolomic Systems Biology"COURSE

G-COE全体ワークショップ2011
（2012年1月頃開催予定）
G-COE Workshop 2011 (which will be held in
January 2012)

G-COE主催シンポジウム
G-COE-sponsored Symposium

G-COEプロジェクトに関連した英文論文発表（査
読付き学術誌に限る）
Publication of peer-reviewed English articles that
are related to the G-COE project

全国規模または国際学会におけるG-COEプロジェ
クトに関連した成果発表（備考２参照）
Presentation of G-COE-related studies at
nationwide / international meetings
　（refer to the note 2.）

※対象項目は今後、追加される場合があります。その際はメールでお知らせいたします。
　　Object items may be added in the future. we will notify you via email in that case.
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キャンパス
Campus

科目名
Subject

ＲＡポイント(※レポート提出必要)
RA Points（Report submission is required）

信濃町
Shinanomachi

大学院博士科目「医科学方法論」（備考３参照）
Doctoral Course, Graduate School of Medicine "Approch to Medical
Sciences"(refer to the note 3) 2

信濃町
Shinanomachi

大学院博士科目「大学院特別講義（生命科学G-COE事業推進担当者によるも
の）」
（備考３参照）
Doctoral Course, Graduate School of Medicine "Graduate School Special
Lectures (limited to lectures by G-COE core members)" (refer to the note 3) 2

信濃町
Shinanomachi

大学院修士科目「分子細胞生物学」
Master's Course, Graduate School of Medicine "Molecular Cell Biology" 2

信濃町
Shinanomachi

医学部科目「医化学」講義　/ School of Medicine "Biochemistry" lectures

2

信濃町
Shinanomachi

医学部科目「分子細胞生物学II (MCBII)」 / School of Medicine "Molecular and
Cellular Biology II (MCBⅡ)" 2

鶴岡
Tsuruoka メタボロミクス / Metabolomics 2

鶴岡
Tsuruoka メタボローム解析実習 / Metabolome analysis practice 2

矢上
Yagami

「ポストゲノム生命科学方法論（岡）」（備考４参照）
" Methodology for Post-Genome Biosciences(Prof. Oka)" (refer to the note 4) 2

矢上
Yagami

「システムバイオロジー特論（舟橋）」（備考４参照）
" Topics In Systems Biology (Prof. Funahashi)" (refer to the note 4) 2

矢上
Yagami

「シグナル伝達の生化学（梅澤）」（備考４参照）
"Biochemistry of signal transduction (Prof. Umezawa)"(refer to the note 4) 2

* Please contact Office of Academic Affairs at each campus, for the official English name of the subjects.

備考/Note

4.　理工学研究科における　「G-COE指定大学院講義」に関して：
　　生物化学専修の学生に対しては「シグナル伝達の生化学」を、生命システム情報専修の学生に対しては「ポストゲノム生命科学方法論」及び
　　「システムバイオロジー特論」を指定科目とする。希望する講義を聴講すること。他研究科のRAは、どれを受講しても点数を付与する。

　　G-COE-assigned graduate school lectures in School of Science and Technology：
　・For Students of Center for Biosciences and Information, the subject "Biochemistry of signal transduction" is assigned.
　・For Students of Center for Chemical Biology, "Methodology for Post-Genome Biosciences" and "Topics In Systems Biology"are assigned.
   *Those who are enrolled in other graduate schools may attend whichever lecture shown above.

※レポートの提出方法
出席票をプリントアウトして、研究支援センターに提出してください。
1.　信濃町研究支援センター入り口脇に設置してある出席レポート用のBOXに入れる。
2.　信濃町研究支援センター G-COE事務局宛に郵送する。

 2011年度 生命科学G-COE指定大学院講義・実習一覧表
G-COE-assigned graduate school lectures and practical training list

3.　医学研究科における科目「代謝システム生物学」（2単位）取得のためには、年間30点以上取得することを要する。ただし、次の点に注意が必要。
　　　1）　大学院科目「医科学方法論」の聴講は、大学院科目「代謝システム生物学」の単位認定のための点数にはカウントできない。ただし、科目
　　　　　　「代謝システム生物学」の単位と無関係に受講したい場合（他研究科のRA等）には、RAポイントとして1コマ当たり2点を付与する。
　　　2）　大学院科目「大学院特別講義（生命科学G-COE事業推進担当者によるもの）」の聴講は、科目「大学院特別講義」としての出席か、科目「代
　　　　　 謝システム生物学」としての出席かのいずれか一方のみを本人が選ぶ必要があり、両方の出席点として二重カウントすることはできない。

   To pass the subject "Metabolomic Systems Biology"(2 credits) at Graduate School of Medicine, one must obtain more than 30 RA points for each year.
   However, please be aware of the following:
     1) Attendance for  "Approch to Medical Sciences"(Doctoral Course, Graduate School of Medicine) may not be counted for the partial credit of
       "Metabolomic Systems Biology". However, if the student wishes to attend the lecture without consideration of credit
       (ex. RAs in other graduate schools), 2 RA points will be given for one lecture.
     2) Attendance for "Graduate School Special Lectures (limited to lectures by G-COE core members)" can be counted either for the partial credit of
        "Graduate School Special Lectures" or partial credit of "Metabolomic Systems Biology", but not for both. One cannot gain both counts  at a time.
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