資料 8
「脳科学オリンピック委員会」の設置について
経緯
日本神経科学学会より「ブレインビー日本大会（脳科学オリンピック）の実施主体を本連
合としたい」との提案を受け、本連合に「脳科学オリンピック委員会」を設置し、下記の
通りの体制で実施することを検討した。
昨年、日本神経科学学会（具体的には科学コミュニケーション委員会の下に組織したブレ
イ ン ビ ー 検 討 タ ス ク フ ォ ー ス ） が 主 体 と な り 、 国 際 ブ レ イ ン ビ ー
http://www.internationalbrainbee.com/ の日本大会が実施された。また付随して、日本大
会で選考された２人の候補生の訓練、国際ブレインビー（本年 8 月）への派遣者１名の選
考、も日本神経科学学会が実施している。
本連合が実施主体となることで、日本の脳科学コミュニティの全体（日本神経科学学会以
外の学会）がこの活動にコミットすることができ、また本連合としても若手育成というア
ウトリーチの良い足がかりを得るというメリットがある。

＜実施体制案＞
○大方針
・費用および実務の負担が脳科連に生じない形とする。
・脳科連に「脳科学オリンピック委員会」を設置し、ブレインビー日本大会の実施主体と
する。
○内容
・脳科連に「脳科学オリンピック委員会」を設置
・委員長および委員は脳科連会員学会所属者とする
・但し、平成 26 年度に関しては、委員長を現日本神経科学学会科学コミュニケーション委
員会委員長（ブレインビー実施責任者）とする。
・また、平成 26 年度に関しては、委員は日本神経科学学会科学コミュニケーション委員会
委員長、同学会ブレインビー検討タスクフォースメンバー、および他会員学会所属者と
する。
・委員長は適宜運営委員会および評議員会に報告し、脳科連の決議を取る
・ブレインビー日本大会は、当面、主催：脳科連、共催：日本神経科学学会	
  の形式とす
る
・事務局（問い合わせ先）は「脳科連脳科学オリンピック委員会」とするが、日本神経科

学学会が運営の責任を持つこととする
・費用はこれまでどおり日本神経科学学会が負担するものとする
○脳科連の責任範囲
JST が科学技術コンテスト事業、科学の甲子園等で生徒を対象とする際にリスクとして考
える範囲を参考にしています。
１．健康安全面
以下の事前措置をとることとする。
（１）移動中、トレーニング中、競技中等の事故をカバーする保険に入る（JST 事業の場
合、主催者が負担）
（２）保護者の参加同意書をとる
（３）既往症や服薬の申告を受ける
２．試験競技の運営の妥当性
以下に十分に配慮し実施することとする。
（１）受験機会の公正性
（２）試験問題の誤り、漏洩
（３）審判採点の公正性、不正行為への対処、教育的配慮
○脳科連内部手続き
・委員会設置につき評議員会（6 月 13 日開催）の承認を得る
・委員長および委員選出は運営委員会に委託。運営委員会は、会員学会に立候補を募り議
決する。
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SfN hosts the DC Regional Brain Bee, supports U.S. National and International
Brain Bees, and arranges scientific lab internships for the U.S. national and
international winners. The Brain Bee was launched and is led by Norbert Myslinski
at the University of Maryland, Baltimore.
Many individual SfN members dedicate extensive time and expertise in
communities worldwide, serving as judges, coaches, mentors and volunteers. Find
a Brain Bee close to you and volunteer!
For information on how to get involved in the DC Brain Bee, contact baw@sfn.org.

Upcoming Dates
• 2014 International Brain Bee: August 7-10
For information on the U.S. and International Brain Bees, contact Norbert Myslinski.

Create a Brain Bee in Your Community:
Because Brain Bees are grassroots competitions, anyone is eligible to sponsor.
• Register your competition for your winner to be eligible for the National and
International Brain Bees. Find your National Brain Bee coordinator and register at
internationalbrainbee.com.
• Seek advice or collaborate with other Brain Bees near you. Contact local
secondary school science teachers, department heads, and principals to see if they
have students who would be interested. Each bee should involve students from at
least three schools or home school groups.
• Share copies of SfN’s Brain Facts book with each student competitor. Use the
book as the basis for all questions and answers at the Brain Bee.
• Reserve a high school auditorium or gym, or find space at a local college
campus to host the bee.
• At least one neuroscientist must be involved in each Bee. Find other
neuroscientists to help moderate or judge via the Neuroscientist-Teacher
Partnership or SfN Chapters.
• Advertise the event. A Brain Bee with news coverage is an excellent way to
promote brain awareness.
• Bees must be free and open to all interested students. No audio or video
recording of competitions is permitted.
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call 202-962-4000.
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