
 

 

IMSUT & RCAST GCOE 特別セミナー 

<キャリアパス支援テクニカルセミナー> 
 

「利用者入門講習会 ＆ Linux 入門講習会」開催のご案内 
（医科研 ITサービス室、ヒトゲノム解析センター・スーパーコンピューター室 共同主催） 

 

日時：４月２７日（火）13:30 ～16:30 

会場：ヒトゲノム解析センター ４階セミナー室 

対象：ヒトゲノム解析センター計算機システム新規利用者及び利用予定者、

医科研メール(@ims.u-tokyo.ac.jp)の新規利用者及び各研究室のネ

ットワーク管理者 

 

内容：13:30-13:40  ネットワーク概要  

13:40-13:50  セキュリティについて  

13:50-14:10  PC の設定について  

14:10-14:20    -- 休憩 -- 

14:20-14:50  スパコンシステム概要  

14:50-15:00    -- 休憩 -- 

15:00-16:30  Linux の基本操作(講義＆実習)  

 

（本講習会は日本語による講義です。） 

興味のある部分だけ出席していただくことも可能です。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

申込方法: 事前のお申し込みは必須ではありませんが、配布資料の準備の

関係上、お申し込みを頂いていない方には資料をお渡し出来ない場合がご

ざいます。参加申込は、４月２３日(金) 17:00 迄にヒトゲノム解析センタ

ー・スーパーコンピューター室までE-mailまたはFAXにてお願い致します。 

E-mail: hgc-lect@hgc.jp 必要事項 1氏名 2所属 3 E-mail 4 Phone 

 FAX: 03-5449-5133 次頁 FAX 申込書をご利用下さい。 

また、本講習会についてご要望がございましたら、お申し込みの際にご記

入をお願い致します。 

 

問い合わせ先：ヒトゲノム解析センター・スーパーコンピューター室 

E-mail: hgc-lect@hgc.jp 

東京大学グローバル COEプログラム 

ゲノム情報に基づく先端医療の教育研究拠点 

オーダーメイド医療の実現と感染症克服を目指して 



 

「利用者入門講習会 & Linux 入門講習会」参加申込書 

（4月 27日（火）13:30 ～16:30 開催） 

 

申込先： 

医科学研究所ヒトゲノム解析センター・スーパーコンピューター室 

ＦＡＸ：０３－５４４９－５１３３ 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

「利用者入門講習会 & Linux 入門講習会」に参加します。 

 

 

氏名： 

所属： 

E-mail： 

Phone： 

 

要望等： 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 



IMSUT & RCAST GCOE Program Seminar 
< GCOE career path support technical seminar > 

“Introduction for new users of the Super Computer 
System & Introduction to Linux” 

 
* This lecture will be given in Japanese. 

 

We will give a beginners' tutorial on the usage of the HGC supercomputer 

system (including the basics on Linux) as well as the introduction to 

the computer network system in the IMSUT. 

 

Date and Time: April 27, 2010 13:30-16:30 

Place: Human Genome Center 4F Seminar Room 

Who should participate: New users of the Human Genome Center Computer 

System and potential users, new users of the e-mail system 

(username@ims.u-tokyo.ac.jp), and the network administrators in the 

laboratories. 

 

How to use computer networks; 13:30-13:40 

Security issues; 13:40-13:50 

How to set up your PC; 13:50-14:10 

-- intermission -- ; 14:10-14:20 

Introduction to the super computer system of HGC;14:20-14:50 

-- intermission -- ; 14:50-15:00 

How to use Linux (lecture and practice); 15:00-16:30 

(It is possible to attend only those items of interest.) 

 

How to register: 

Pre-registration is not mandatory; however, please register to 

guarantee a copy of documents to be handed out during the lecture. 

To pre-register, please send your name, affiliation, email, and phone 

to hgc-lect@hgc.jp (or FAX: 03-5449-5133) before April 23 (Fri) at 

17:00. If you have any questions/request regarding the lecture, please 

explain them when registering. 

 

Organizer:  

System Administrator, Super Computer System, Human Genome Center 

E-mail: hgc-lect@hgc.jp  FAX: 03-5449-5133 

IT Service Room, IMSUT 


