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平成２５年度 第６回 教育記者懇談会 

 

１ 名古屋大学名誉博士称号授与について             【資料１】 

２ ドナルド・マクドナルド・ハウスなごや開所式及び祝賀会の開催について 

   【資料２】 

３ 益川敏英特別教授にベトナム国家大学ハノイ校名誉博士の称号を授与について 

                【資料３】 

４ 同済大学 夏の短期中国語研修プログラム参加者報告会の開催について 

【資料４】 

５ 「PhD プロフェッショナル登龍門」入校式等について      【資料５】 

６ ＹＬＰ創立１０周年記念式典の開催について          【資料６】 

７ ナショナルコンポジットセンター等の設置について        

【資料７－１，７－２，７－３】 

８ 産学協同研究講座の設置について               【資料８】 

９ 寄附講座の設置について                   【資料９】 

10 平成２５年度第２回日本学術会議中部地区会議学術講演会の開催について 

11 愛知県立芸術大学との連携事業 レクチャーコンサートについて 

12 ライナー・ホーネック×東海学生オーケストラ ジョイントコンサートについ

て                             【資料１０】 

13 名古屋大学メディアプロフェショナルコース開設１０周記念国際シンポジウム

について 

14 博物館 第２８回企画展 「氷壁」を越えて ナイロンザイル事件と石岡繁雄

の生涯について 

15 名古屋大学地震防災訓練について              【資料１１】 

16 第９回ホームカミングデイについて             【資料１２】 

17 今後の本学の行事予定                   【資料１３】 

18 その他 

   次回開催日等について 



名古屋大学名誉博士称号授与式について 
 
 
１．日 時   平成２５年１０月１９日（土） １０：００～１０：３０ 
 
２．場 所   名古屋大学総長応接室 
 
３．被授与者  丹 羽 宇一郎（にわ ういちろう） 
        前中華人民共和国駐箚特命全権大使，元伊藤忠商事株式会社相談役  
        （昭和 37 年 3 月法学部卒業） 
 
４．授与者   総 長  濵 口 道 成 
 
〈社会貢献の概要等〉 

同人は，世界 67 ヶ国に約 130 の拠点を持つ大手総合商社である伊藤忠商事株式会

社の役員として経営に永く携わり，繊維，機械，金属，エネルギー，化学品，食料，

住生活，情報，保険，物流，建設，金融の各分野において，国内取引，輸出入及び三

国間取引を行うほか，国内外における事業投資など，幅広いビジネスを展開すること

で，国内外の経済発展に寄与した。一方で，社団法人日本経済団体連合会の税制委員

会共同委員長，日タイ貿易経済委員会共同委員長など，わが国及び海外の経済発展を

推進する役割も務め，企業の価値創造力の強化を図るとともに，個人や地域の活力の

向上を促す牽引役となってきた。 
さらに，こうした活躍並びに同人の公平誠実な人柄及び高い知見により，行政機

関から各種審議会委員等への委嘱という形での行政運営への参画要請，民営化された

日本郵政株式会社をはじめ，複数の企業からの社外取締役や社外監査役への就任要請

が多く，また，伊藤忠商事株式会社において食料分野に関わっていたことから，特定

非営利活動法人国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会の会長に就任し，数多くの企業にお

ける社会貢献活動の受け皿として尽力するなど，企業人として広範かつ多岐にわたる

永年の社会貢献活動は多方面で認められるところであり，国内外の信頼も厚く，その

功績は誠に顕著である。 



ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや開所式＆祝賀会 

 

 

■開所式概要  

日 時 ２０１３年１１月２７日（水） １０：３０～１１：１５（受付１０：００） 

会 場 ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや  

     名古屋市昭和区鶴舞６５ 名古屋大学医学部附属病院敷地内  

出席者（予定） 財団理事・監事・評議員，大学関係者（総長，病院長，教授ほか），

募金委員会，県知事，市長，ＭｃＤ関係者（原田ＣＥＯ，オフィサー），

メディアなど７０名程度 

 

＜アジェンダ＞（予定） 

１．財団理事長挨拶  

２．来賓挨拶（市長、総長、研究所長、病院長、ＭｃＤ他）（知事は他用ありご欠

席の予定、市長は未確認）  

３．テープカット  

※ 開所式前にハウスツアーを実施  

 

■祝賀会概要  

日 時 ２０１３年１１月２７日（水） １２：００～１３：３０（受付１１：３０） 

会 場 名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟 3 階 講堂  

      名古屋市昭和区鶴舞６５ 名古屋大学医学部附属病院敷地内  

出  席  者 財団理事・監事・評議員，大学・病院関係者，募金委員会関係者，知事，

市長，ＭｃＤ関係者，寄付企業，地元住民など２５０名程度  

形 式 ；立食パーティー  

 

＜アジェンダ＞  

１．財団理事長挨拶  

２．来賓挨拶（知事，市長，総長，松尾教授，ＭｃＤ他）（市長未確認）  

３．乾杯＆歓談  

４．感謝状贈呈（財団⇒設計会社＆施工会社） 

５．中締め  

※ 祝賀会のみの参加者は祝賀会後、ハウスツアーへ  

 



益川敏英特別教授にベトナム国家大学ハノイ校名誉博士の称号を授与  

 

 

【益川特別教授のベトナム出張の日程】  

平成２５年１１月１２日（火）（於：駐ベトナム日本大使館）  

駐ベトナム日本大使表敬訪問  

 

平成２５年１１月１３日（水）（於：ベトナム国家大学ハノイ校）  

学長表敬訪問  

名誉博士号授与式：被授与者：益川敏英名古屋大学特別教授  

特別講演会：講演者 益川敏英名古屋大学特別教授  

 

平成２５年１１月１３日（水）（於：ハノイ法科大学）  

日本法教育研究センター視察  



同 済 大 学  夏 の 短 期 中 国 語 研 修 プ ロ グ ラ ム 参 加 者 報 告 会 次 第 （ 案 ）  

 

 

 

 

日  時 ： 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ ９ 日 （ 火 ） １ ７ ： ０ ０ ～ １ ９ ： ０ ０  

場  所 ： 未 定  

 

 

1.  出 席 者 紹 介  

 

2.  総 長 挨 拶  

 

3.  研 修 風 景 上 映  

 

4.  参 加 者 か ら の 報 告  

 

5.  意 見 交 換  

 

 

 

 



















2013 年 10 月 10 日 
 
 

名古屋大学モンゴル合同行事 式次第 
 
 

１５：００～１５：２０ 挨拶 濵口道成・名古屋大学総長 
１５：２０～１５：３０ 来賓挨拶 ガントゥムル教育大臣   ※急遽欠席 
１５：３０～１５：４０ 来賓挨拶 清水武則・駐モンゴル国日本大使 

 
PhD プロフェッショナル登龍門入校式 

１５：４０～１５：５０ プログラム責任者挨拶 山本一良・名古屋大学理事 
１５：５０～１６：２０ PhD プロフェッショナル登龍門の説明 杉山直・名古屋大学教授 
１６：２０～１６：４０ 履修代表の挨拶  
            鵜飼俊二 教育発達科学研究科 博士課程前期課程 1 年 

            Munkbold
む ん く ぼ る ど

 Tsend
つ ぇ ん ど

-
－

Ochir
お ち る

 法学研究科 博士課程前期課程 1 年 
 
名古屋大学教育学部附属高校・新モンゴル高校 姉妹校協定調印式 

１６：４０～１６：５０ 協定調印 
１６：５０～１７：１０ 挨拶  ナランバヤル・新モンゴル高校長 
                 植田健男・名古屋大学教育学部附属学校長 

 
名古屋大学モンゴル事務所設立準備室 開室式 

１７：２０       開室式 テープカット 
１７：３０～１８：１５ 名古屋大学記者会見 
１８：３０～２０：３０ レセプション 

主催者挨拶 濵口道成・名古屋大学総長 
乾杯 
来賓挨拶 



名古屋大学モンゴル事務所設立準備室開設等に関する合同式典を挙行 

  

 名古屋大学モンゴル事務所設立準備室開設等に関する合同式典が、10 月 10 日（木）、モン

ゴル ウランバートルのツーシンホテルにおいて挙行されました。本学は、モンゴルと 20 年

近く交流を進めており、2006 年にはモンゴル国立大学法学部内に日本法教育研究センターを、

2009 年にはモンゴル科学技術大学内にフィールドリサーチセンターを設置し、共同で研究・

教育を行うことにより、人材育成を図ってきました。 

 
Ⅰ PhD プロフェッショナル登龍門入校式 
 式典では、まず、濵口総長及び清水武則駐モンゴル国日本大使よりあいさつがあり、引き

続き、第１回「PhD プロフェッショナル登龍門」入校式が行われました。これは、2012 年 10

月、文部科学省の博士課程教育リーディングプログラム（オールラウンド型）に採択された、

文系・理系の分野の垣根を越えて、世界の最前線で活躍できるトップリーダーを育成するこ

とを目的とした、５年一環の教育プログラムです。今回は、第 1 期生である 22 名の学生にと

っての最初のアジア研修をモンゴルで実施することに伴い、入校式を行いました。入校式で

は、プログラム責任者である山本理事からあいさつがあり、次いで、杉山 直理学研究科教

授から同プログラムの内容説明がありました。その後、履修生代表のあいさつがありました。 

 

Ⅱ 名古屋大学教育学部附属高校・新モンゴル高校 姉妹校協定調印式 
 引き続き、本学教育学部附属高校と新モンゴル高校との姉妹校協定調印式が行われました。

新モンゴル高校は、2000 年に日本式教育方法を実践するために設立された高校で、卒業生の

本学への入学もあり、以前より交流のあった高校です。調印式では、植田健男教育学部附属

高校長及びナランバヤル新モンゴル高校長が協定書に調印し、協定書を取り交わした後、あ

いさつをしました。今回の姉妹校協定締結により、両校のさらなる交流が期待されます。 

 

Ⅲ 名古屋大学モンゴル事務所設立準備室 開室式 
 続いて、名古屋大学モンゴル事務所設立準備室開室式が行われました。同事務所は、将来、

モンゴルで、「名古屋大学モンゴル海外キャンパス」を展開することを目標に、研究・教育活

動を促進するための拠点として設けるもので、今回は、式典会場である同ホテルのビジネス

タワー内に設けた同事務所準備室の看板上掲式を行いました。まず、総長、竹下局長、山本

理事、ツーシンホテルのトゥーヤ エグゼクティブマネージャー、池部駐モンゴル国大使代理

によるテープカット及び看板上掲式が行われました。 

 最後に、関係者が一同に介しレセプションが行われ、親睦を深めました。 

 式典に先立つ 9 日（水）には、総長がモンゴル国立科学技術大学、モンゴル国立大学、新

モンゴル高校を、10 日（木）には、モンゴル科学教育省、モンゴル国立教育大学、日本大使

公邸を表敬訪問しました。 

 また、9 日（水）夜には、名古屋大学全学同窓会モンゴル支部総会が行われ、多くの在モ

ンゴルの卒業生及び元留学生が集まり交流しました。 

 今後、本学及びモンゴルがさらに発展的な関係を築く上で、重要な機会となりました。 

 



Ⅰ PhD プロフェッショナル登龍門入校式 

  
▲式典であいさつする総長    ▲式典会場の様子 

  

▲履修生代表のあいさつ（左 鵜飼さん、右 ムンクボルドさん） 
 
Ⅱ 名古屋大学教育学部附属高校・新モンゴル高校 姉妹校協定調印式 

 
 
 
 
 
 
 

▲新モンゴル高校との姉妹校協定調印式の様子 

 

Ⅲ 名古屋大学モンゴル事務所設立準備室 開室式 

  
▲テープカットの様子      ▲看板上掲の様子 
 
 
 
 



Ⅳ その他 PhD プロフェッショナル登龍門モンゴル研修の様子 

   

▲IBM 橋本会長による講義      ▲清水駐モンゴル日本大使による講義 

  
▲第 4 火力発電所見学      ▲バガノール炭鉱見学 

  
▲テレルジ ゲル宿泊      ▲東海メディカル筒井会長による講義 

  
▲テレルジ ゲル        ▲牧民体験 



















YLP創立10周年記念式典の様子（Oct.17.2013)

アジア・東ヨーロッパ諸国等の国家レベルで活躍中の卒業生・現役生が約50名、YLP活動の関係機関であ
る文部科学省、外務省、厚生労働省ほか協力者約60名が名古屋の地に集まり、記念式典及び祝賀会が
開催された。サプライズでモンゴル保健省大臣からビデオレターによる祝辞も受け、盛況のうちに閉会した。

板東文部科学審議官からの祝辞 第１期生 ラオス保健省大臣官房副長官
Bounfeng Phoummalaysith （講演）

会場の様子

モンゴル保健省大臣からの祝辞

第１期生 アジア開発銀行社会開発担当官
Altantuya Jigjidsuren （講演）

濵口名古屋大学総長

新原厚労省大臣官房審議官

外務省外務副報道官

吉村政策研究院参与

伊藤名古屋大学参与

高橋名大医学系研究科長



2013/10/17

1

NCC

(CFRTP)
CFRTP 3m2



2013/10/17

2

CO2

CO2

/

NCC
/ (CFRTP)

4

JAXA



2013/10/17

3

5

6



2013/10/17

4

( )

• :3500 , :3m2

LFT D(DirectLongFiberThermoplastic)

(LFT D )

• IR
• :Vacuum

:

8



2013/10/17

5

9

ProjectProject

Project

Project

10

NCC NCC



2013/10/17

6

Heat & Cool 

IR

CFCF

Air Vacuum

Water & Oil 

RTM
LFT-D

Direct Long-Fiber Thermoplastic 
(Outlet of Materials)



2013/10/17

1



2013/10/17

2

1.

( )

2. 3. 4. 5.

Disease

Clinical trial
1 2 3

(GCP)

missinglink

modifying
therapy

(GLP)(GMP)

(GCP)



2013/10/17

3

•

•



2013/10/17

4



2013/10/17

5

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•



2013/10/17

6

•

•

•

•

•

•

•











1
2
3

25 11 20 13 00 16 00







 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
2013 12 1   

 
  2  

 
 

 
/ 1 Vn :  

/  
/ 3 Pf :  
/ 7  

 
13 30 15 30   
15 30 16 00   
16 45 18 00   
 

  
 
  
  : 1

 

  
  15 30 16 00

 
 
  
  13 30 15 30

 
 
 YAMAHA CFX  
  : 3

YAMAHA "CFX" YAMAHA
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 32 15

 
 

 
 
 

 
    
   
     FM AICHI ZiP- FM  
   

 
  http:/ / honeck- orchestra.com 
 

 
  TEL  070- 6583- 0514 10 5  
  E- mail  honeck.reserve@gmail.com 
   464- 8601     

1961 7
1981

1984 1992
 

 
2014 2 8

II  
1709  

ex- Hämmerle  
 

 

 

1

 
2003

2009  

2003 2007
 

 
22 23

 
 













 

25  
 

 
 

 
 

  
  25 10 29 ( )   
 

  
   
 

  
6  

11 30 10 2
 

 
  

   
(1)   
11:30 12:00  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(2)   
11:30 12:30  

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
 



 
(3)   

 
11:00 12:30 
 

11  

 
12  

 

 
 

 
13:30 15:00 13:30  

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  
 (10 26 ) (10 30 ) 
 (9 ) 
  
 (10 8 ) 











第９回名古屋大学ホームカミングデイ実施報告  
 

第９回名古屋大学ホームカミングデイが、10 月 19 日（土）、東山キャンパ

ス・大幸キャンパスにおいて、全学同窓会との協力体制により開催されまし

た。当日、朝のうちは雨が心配されましたが、その後、徐々に快復し、一日

を通して、同窓生や在学生のご家族、近隣住民の方々を中心に 3,500 名を超

える参加者がありました。 

今年度は、理学研究科に行事全体の核となる中心部局を依頼し、文部科学

省が実施する「世界トップレベル研究拠点プログラム」に採択された「トラ

ンスフォーマティブ生命分子研究所（ITｂM）」が、本年度より研究を開始し

たことから、地域と大学で考える「生命
い の ち

の科学」というメインテーマを設定

しました。 

当日の運営は学生にも依頼し、名大祭本部実行委員会や水泳部、陸上部に

所属する多くの学生と教職員とが力を合わせ、総合案内、駐車整理などの業

務にあたりました。 

 

■名古屋大学の集い 

 豊田講堂において、周年同窓生（卒業後 10 周年、20 周年、30 周年、40 周

年、50 周年を迎えた同窓生）の方々を中心に、多くの関係者にご参加いただ

き、「名古屋大学の集い」を開催しました。 

 教育学部卒業の夏目みな美アナウンサー（中部日本放送）を司会に迎え、

第一部では、濵口総長、豊田章一郎全学同窓会会長からの挨拶、伊藤義人全

学同窓会代表幹事・ホームカミングデイディレクターからの活動報告、名古

屋大学国際交流貢献顕彰授与式に加え、名古屋大学総長特別表彰授与式、さ

らに、名古屋大学基金により奨学金を受けている、G30 学部奨学生 2 人によ

る日本語の講演も行われました。 

なお、国際的人材群創出のさらなる促進を目的とする「名古屋大学国際交

流貢献顕彰」においては、Altantuya JIGJIDSUREN（アルタンツーヤ ジグジ

ドスーレン）氏・洪 庚明（ホン ゲンミン）氏・ Nandang Rahmat（ナン

ダン ラフマット）氏に表彰状と記念品が授与されました。 

また、顕著な活躍を行った学生に対して行う「名古屋大学総長特別表彰」

においては、経済学部 4 年、陸上競技部所属の鈴木亜由子さんに表彰状と記

念品等が授与されました。 

 第二部では、ヴァイオリニストの諏訪内晶子さんをソリストにお迎えし、

兵庫芸術文化センター管弦楽団によるコンサートを行いました。 

名古屋大学基金に対する高額寄附者（100 口以上）の方々には、ご支援に



対する感謝の意を表するため、第一部、第二部を通じて、指定席を用意しま

した。また、周年同窓生には卒業年次別で座席のブロックを用意しましたが、

各ブロックで旧交を温める姿が見受けられました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学術講演「世界を変えるバイオ分子」 

シンポジオンでは、経済学部卒業生の若狭敬一アナウンサー（中部日本放

送）を司会に迎え、下村脩名古屋大学特別教授を中心とした学術講演を開催

しました。ノーベル化学賞を受賞された下村先生から、緑色蛍光タンパク質

の発見の経緯から発行の仕組みなどについて講演頂いた後、トランスフォー

マティブ生命分子研究所拠点長の伊丹健一郎教授、同研究所吉村崇教授によ

る講演を行いました。会場は、老若男女を問わず、多くの人で賑わい、総勢

400 人を超える聴衆が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この他にも、キャンパス各所で趣向を凝らした様々な企画が行われ、随所

で、秋の一日を楽しむ方々の様子が見られました。 

国際交流貢献顕彰授与式  



○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

9月25日(水)～
1月31日(金)
(日・祝日、12月
28日(土)～1月
4日(土)休館)

附属図書館医学部分館
第5回ミニ展示会
「愛知医学校長 後藤新平－『大
風呂敷』と呼ばれた男の名古屋時
代－」

場所：附属図書館医学部分館2階入口ホール
時間：9：00～20：00(平日)(1/6、7の平日は9：00～17：00)、13：00～
17：00(土曜日)
内容：壮大な発想から「大風呂敷」と呼ばれた政治家 後藤新平の
足跡を愛知医学校時代を中心にたどる。卒業証書などの新収史
料、貴重な文献、写真、絵葉書、生涯を描いたDVDを展示。
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

9月28日(土)～
11月4日(月)

あいちサイエンスフェスティバル
2013

場所：愛知県全域
内容：県内の高等教育研究機関や社会教育施設と連携し、さまざ
まなサイエンスイベントを開催

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル
事務局
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

9月30日(月)～
11月1日(金)
(期間中の平
日)

さかえサイエンストーク

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄、名古屋テレビ塔スカイデッ
キ、
ジュンク堂書店ロフト名古屋店、ボクモ
時間：18：30～20：00
内容：週替わりテーマと曜日毎の会場を設定して行う市民と専門家
との気軽な対話イベント
対象：中学生以上、一般
定員：30名
参加費：無料(「名古屋テレビ塔」会場は展望台入場料、「ボクモ」会
場は飲食注文が必要)

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル
事務局
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

10月1日(火)～
11月2日(土)
(日・月曜日休
館)

博物館トライボロジー遺産
記念展示

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月18日(金)
～
2月14日(金)

平成25年度NEDO特別講座
「環境考慮型モビリティ技術経営
特別講座」

場所：経済学部1階第1講義室、名古屋ルーセントタワー16階会議
室J、ウインクあいち12階会議室1201、名古屋国際センター5階第1
会議室
時間：13：30～17：30
内容：グローバルな視点から社会環境と技術環境の変化を理解
し、技術経営を理解した上で次世代モビリティの開発プロジェクトを
担い得る技術者の養成を目的とする
定員：30名
対象：開発・設計・技術部門、商品企画部門などの中堅・若手の方
(30代中心)(原則9回全てに参加できる方)
参加費：無料

グリーンモビリティ連携研究センター
052-747-6722

10月22日(火)
～12月19日
(木)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナ－ハウ
スサテライト展示
「ボタニカルア－トと写真による観
察園の植物Ⅰ－秋の植物」

1月6日(月)～3
月19日(水)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナ－ハウ
スサテライト展示
「ボタニカルア－トと写真による観
察園の植物Ⅱ－冬と早春の植
物」

10月23日(水)、
11月20日(水)、
12月6日(金)

防災アカデミー
［第94回］［第95回］［第96回］

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18：00～19：30
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

［第94回］
講演題目：「幅を持った社会システムの構築を－ハードと、ソフトと、
そしてシステムと－」
講演者：越智繁雄氏(国土交通省水管理・国土保全局水資源部長)
内容：社会システム関連

［第95回］
講演者：廣井　悠(減災連携研究センター准教授)
内容：都市防災関連

［第96回］
講演者：阪本真由美氏(人と防災未来センター主任研究員)
内容：災害復興支援、生活再建支援、国際協力関連

減災連携研究センター
052-789-3468

博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館野外観察園セミナ－ハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料



10月23日(水) 博物館特別講演会

場所：博物館3階講義室
時間：14：00～16：00
講演題目：「世界遺産『熊野』－悠久の自然史と滝と深層崩壊」
講演者：千木良雅弘氏(京都大学教授)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月25日(金)、
11月21日(木)

ライフトピア連携研究会
［第67回］［第68回］

場所：医学部保健学科本館2階第1講義室
時間：18：30～20：00
対象：学生、教員、医療従事者
参加費：無料

［第67回］
講演題目：「睡眠覚醒を調節する脳の仕組み－なぜ眠るのか、どう
やって眠るのか－」
講演者：山中章弘(環境医学研究所教授)
講演題目：「DNA損傷の修復と複製、変異、発癌」
講演者：益谷央豪(環境医学研究所教授)

［第68回］
講演題目：「脂肪酸摂取による認知機能低下予防：『老化に関する
長期縦断疫学研究(NILS-LSA)』から」
講演者：大塚　礼氏(国立長寿医療研究センターNILS-LSA活用研
究室長)

医学部保健学科トータルヘルスプラ
ンナー人材育成室
052-719-3158

10月25日(金)
あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー

場所：インキュベーション施設2階205会議室
時間：15：00～16：30
講演題目：「バイオテクロジーをめぐるリスクコミュニケーション」
講演者：佐々義子氏(特定非営利活動法人くらしとバイオプラザ21
常務理事)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

10月26日(土)、
11月2日(土)、
11月16日(土)、
12月7日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

10月26日(土)、
11月2日(土)、
11月4日(月)

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

10月26日(土)
講演題目：「科学技術で拓くあいちの未来－産業、暮らしの姿－」
講演者：大村秀章氏(愛知県知事)

11月2日(土)
講演題目：「生物多様性の今－COP10“愛知ターゲット”とあいち生
物多様性戦略2020」
講演者：山本進一(本学名誉教授)

11月4日(月)[グランドクロージング企画]
講演題目：「人類に残された未踏のフロンティア・深海底下の世界
－地球深部探査船『ちきゅう』による新たな挑戦」(仮題)
講演者：東　亘氏(海洋開発研究機構地球深部探査センター長)

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル
事務局
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

10月26日(土)、
27日(日)

名古屋市科学館共催事業
平成25年度第3回地球教室

場所：博物館(10/26)、名古屋駅周辺、栄地区(10/27)、
時間：13：30～16：30(10/26)、9：30～15：00(10/27)
テーマ：「ナゴヤで化石をさがそう！」
内容：化石の断面について学習し、建物の石材からさまざまな化石
をさがす
定員：30名
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者(中学生以上は個人
参加可)
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

10月26日(土)、
11月9日(土)、
11月23日(土)、
12月14日(土)、
12月21日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767



10月26日(土)

生命農学研究科附属フィールド科
学教育研究センター東郷フィール
ド
第2回農場講演会

場所：生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター東郷
フィールド農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～16：00
講演題目：「昆虫の模様と形の多様性」
講演者：新美輝幸(生命農学研究科助教)
対象：一般
参加費：無料

東郷フィールド事務室
0561-37-0200

10月28日(月)
～11月4日(月)
(10月29日の終
日、31日の午
前は観覧不可)

振り返り展示「国際植物の日2013
日本での活動」

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：10：00～17：00
内容：5月18日に世界50か国以上で同時展開した「国際植物の日」
の国内での活動を振り返る展示。COP10開催地である名古屋で生
物多様性について考える。

［関連イベント］
市民向け講演会(11/2)
時間：14：00～16：00
講演題目：「先端科学技術と社会－生物多様性の今－COP10“愛
知ターゲット”とあいち生物多様性戦略2020」
講演者：山本進一(本学名誉教授)

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル
事務局
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

10月29日(火)、
30日(水)

農学国際教育協力研究センター
第14回オープンフォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00(10/29)、9：00～12：00(10/30)
テーマ：「世界で活躍できるグローバル農学人材の育成に向けた大
学の取組みの方向性－多様なキャリアパスの開拓に向けた現状と
課題－」
講演者：小沼廣幸氏(国際連合食糧農業機関事務局長補)、他
内容：グローバル人材の育成に取り組んでいる大学の経験を共
有、発表し、世界のグローバル化の中で国際的なスケールで活躍
できる人材の育成に向かう大学が取り組む課題や方向性を議論す
る
対象：一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

10月30日(水)
高等教育研究センター
第68回客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18：00～20：00
講演題目：「経験から学ぶ力とリフレクション」
講演者：松尾　睦氏(北海道大学教授)
内容：熟達、経験学習、および経験から学ぶ力について各種データ
を用いて説明し、経験学習プロセスにおいて鍵となる「リフレクショ
ン(内省・振り返り)」に焦点を当て、学習を促すリフレクションのあり
方について考える
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

11月2日(土)
教育学部附属高等学校
第2回学校説明会・オープンキャ
ンパス

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：00
内容：教育方針・特色・学校生活などについての説明、体験授業、
質疑応答
対象：中学3年生とその保護者、他

教育学部附属中学・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

11月3日(日)
国際言語文化研究科国際シンポ
ジウム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～
テーマ：「アジアにおけるノーベル文学賞－日中韓の研究者による
対話－」
講演者：孫宜学氏(同済大学教授)、林大根氏(韓国外国語大学校
教授)、星野幸代(国際言語文化研究科准教授)、楊暁文(同教授)

国際言語文化研究科
教授　楊暁文
yang@lang.nagoya-u.ac.jp



11月5日(火)～
1月30日(木)
(日・月曜日、12
月28日(土)～1
月6日(土)休館)

第28回博物館企画展
「『氷壁』を越えて－ナイロンザイ
ル事件と石岡繁雄の生涯－」

場所：博物館3階企画展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
対象：一般
参加費：無料

11月22日(金)
講演題目：「ナイロンザイル事件発生のいきさつ」
講演者：石原國利氏(ナイロンザイル事件当時の登山パーティの
リーダー)

12月13日(金)
講演題目：「厳しさと優しさ、愉快さが同居していた石岡さん」
講演者：相田武男氏(「石岡繁雄が語る 氷壁・ナイロンザイル事件
の真実」の共著者)

1月17日(金)
講演題目：「ながら山登りの楽しみ方－雲を読む、風を読む、光を
読む－」
講演者：三矢保永(本学名誉教授)

博物館事務室
052-789-5767

11月6日(水)
大学連携バイオバックアッププロ
ジェクト(IBBP)説明会

場所：理学南館セミナールーム
時間：15：00～16：00
対象：愛知県内の関係研究者

研究協力部研究支援課
052-789-2039

11月7日(木)、
12月4日(水)

げんさいカフェ
－Gen Science Caf －
［第30回］［第31回］

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

［第30回］
講演題目：「南海トラフ巨大地震の『経済被害』をどう読むか」
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
内容：地域社会減災関連

［第31回］
講演者：丸山一平(環境学研究科准教授)
内容：建築材料学関連

減災連携研究センター
052-789-3468

11月8日(金)

メディアプロフェッショナルコース
開設10周年記念国際シンポジウ
ム
「世界と対話する
－世界が日本を見る眼・日本が
世界を見る眼－」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～18：00
講演題目：「トヨタの国際発信力に学ぶ」
講演者：小西工己氏(トヨタ自動車株式会社常務役員)
講演題目：「3.11後、日本政府の対外発信力はどう変わったか」
講演者：小野日子氏(内閣副広報官)
講演題目：「日本は今も米国のアジアにおける 重要パートナー
か」
講演者：ハリー・サリバン氏(在名古屋米国領事館首席領事)
講演題目：「ジャーナリズムの転換点としての3.11」
講演者：山田哲夫(国際言語文化研究科客員教授)
講演題目：「国際コミュニケーションとしての国家イメージ」
講演者：中村登志哉(国際言語文化研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナル論講座
事務室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

11月8日(金)
高等教育研究センター
FD・SD教育改善支援拠点事業

場所：豊田講堂第1会議室
時間：13：30～18：00
講演題目：「ポートフォリオが学習支援に活用されるための条件」
講演者：藤本元啓氏(金沢工業大学教授)、森本康彦氏(東京学芸
大学准教授)、伊藤龍仁氏(中部学院大学准教授)、宮崎　誠氏(法
政大学助手)
内容：ポートフォリオについて実践上の課題を中心に検討する
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

11月9日(土)、
11日(月)

日本留学フェア2013
(JAPAN EDUCATION FAIR 2013)

場所：ウズベキスタンタシケント(11/9)、サマルカンド(11/11)
内容：本学を含む7大学が参加

国際部国際企画課
052-789-6524



11月9日(土)、
11月16日(土)、
11月30日(土)、
12月7日(土)、
12月14日(土)

2013年度あいち自然再生カレッジ

場所：農学部講義棟1階第8講義室
時間：10：00～12：00
テーマ：「地域の自然と生物多様性の保全」
講演題目：「都市環境における森林と人間」(11/9)
講演者：中川弥智子(生命農学研究科准教授)
講演題目：「里山保全と人間」(11/16)
講演者：増田理子氏(名古屋工業大学准教授)
講演題目：「野生動物と人間」(11/30)
講演者：水谷瑞希氏(福井県自然保護センター企画主査)
講演題目：「侵入生物と人間」(12/7)
講演者：矢部　隆氏(愛知学泉大学教授)
講演題目：「生物多様性と人間」(12/14)
講演者：肘井直樹(生命農学研究科教授)
定員：30名(原則5回受講)
対象：一般
参加費：無料

生命農学研究科
教授　肘井直樹
052-789-4181

11月9日(土)、
12月14日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

11月9日(土)
建築学科創設50周年記念事業
「まちづくりとひとづくり－名大建
築50年」

場所：豊田講堂
定員：1,000名
対象：一般
参加費：無料

［シンポジウム］
時間：13：30～15：00
テーマ：「災害とまちづくり－第15回まちとすまいの集い」
講演者：大澤和宏氏(名古屋テレビ塔株式会社代表取締役社長)、
伊藤文郎氏(津島市長)、村山顕人(環境学研究科准教授)
内容：災害とまちづくりについての学術成果とその社会への応用を
考える

［講演会］
時間：15：30～16：45
テーマ：「これからの建築と教育」
講演者：古谷誠章氏(早稲田大学教授)、佐々木睦朗氏(法政大学
教授)
内容：新しい建築とそれを産み出していくための建築教育について
考える

建築学科創設50周年記念事業
事務局
052-789-5233

11月9日(土)
国際言語文化研究科
教育研究プロジェクト

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
対象：一般
参加費：無料

［第一部］
時間：9：30～12：00
テーマ：「日韓合同日本文化研究(胡プロジェクト)」

［第二部］
時間：13：00～18：00
テーマ：「文化創造の展開および発展(伊藤プロジェクト)」

国際言語文化研究科
助教  伊藤信博
052-789-5282

11月12日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第30回

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：18：00～19：30
講演題目：「『余輩とは吾輩のことかと猫が言い』：漱石の本の話」
講演者：髙野　彰氏(元跡見学園女子大学教授)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666

11月12日(火)
環境学研究科・松阪市
連携協定調印式

場所：環境総合館1階レクチャーホール

［連携協定調印式］
時間：14：00～14：20

［記念講演会］
時間：14：20～15：20
講演題目：「市民が役割と責任を担うまちづくり」
講演者：山中光茂氏(松阪市長)

［意見交換会］
時間：15：20～16：30
内容：グローバルCOEプログラムにおける臨床環境学の実践につ
いての紹介、意見交換

環境学研究科事務部
052-789-3454



11月15日(金)、
11月22日(金)、
11月29日(金)

高等教育研究センター
招へいセミナー
［第119回］［第120回］［第121回］

時間：16：00～18：00
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

［第119回］
場所：文系総合館4階412演習室
講演題目：「パーソナリティ特性研究の高等教育研究への展開」
講演者：高橋雄介氏(京都大学特定助教)
内容：パーソナリティ特性に関する研究をいくつか例示しながら、こ
れらの研究は高等教育研究に対してどのような示唆を与え得るの
かという点について議論を行う
定員：30名

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

［第120回］
場所：全学教育棟本館3階C36講義室
講演題目：「教学IRの開発へのアプローチ－リサーチ・クエスチョン
の重要性に焦点をあてて－」
講演者：鳥居朋子氏(立命館大学教授)、川那部隆司氏(同准教授)
内容：講演とワークショップをおりまぜた形式により、大学の教学IR
の開発に向けて、適切なリサーチ・クエスチョンの設定のあり方に
ついて議論する
定員：40名

［第121回］
場所：文系総合館7階オープンホール
講演題目：「学生の学びに寄与するポートフォリオとは」
講演者：栗田佳代子氏(東京大学特任准教授)
内容：ティーチング・ポートフォリオの導入支援の経験および東京大
学における大学院生向けプログラムへの導入の模索という観点か
ら話題提供を行う
定員：30名

11月15日(金)
キャリアガイダンス
国際機関で働くには

場所：国際開発研究科8階多目的オーディトリアム
時間：14：45～16：15
講演者：佐藤雅俊氏(外務省国際機関人事センター室長)
内容：国際機関の職員になるためには「具体的にどうすればいいの
か、今、何をしなければならないのか」
対象：一般
参加費：無料

国際開発研究科
准教授　大島義和
052-789-4819

場所：農学部講義棟1階第7講義室
時間：15：30～17：00
講演者：エスタ・ワキウル・ギコニョ(農学国際教育協力研究セン
ター外国人研究員)
対象：一般
参加費：無料

生命農学研究科
教授　山内　章
052-789-4022

時間：14：00～17：00
講演者：林　幸博氏(日本大学教授)、水野正己氏(同教授)
対象：一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

11月16日(土) 驚き！おもしろ科学実験2013

場所：りくべつ宇宙地球科学館(北海道足寄郡)
時間：13：00～18：00
講演者：礒野靖子(理学研究科博士後期課程3年)
内容：南極越冬隊に参加した体験を中心に南極で行われている研
究活動を子供にも分かりやく実験主体で紹介
定員：150名
対象：一般
参加費：無料(科学館入館料が別途必要)

太陽地球環境研究所
准教授　長濱智生
052-747-6321

11月16日(土) 博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
案内：西田佐知子(博物館准教授)、他
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月15日(金)、
11月22日(金)、
11月29日(金)

高等教育研究センター
招へいセミナー
［第119回］［第120回］［第121回］

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

11月15日(金)、
12月5日(木)

農学国際教育協力研究センター
2013年度オープンセミナー
［第4回］［第5回］



11月18日(月)
～22日(金)

CAWSES-II国際シンポジウム

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：9：00～18：00(予定)
テーマ：「太陽活動の変化と地球の気候変動の関係や、地球周辺
の宇宙空間の変動とそのカーナビや衛星放送への影響」
内容：CAWSES-IIの5年間の総まとめと次の国際プログラムの5カ
年計画の議論を行う
定員：300名
参加費：35,000円(当日登録)、無料(報道関係者、事前登録した学
生)

太陽地球環境研究所
教授　塩川和夫
052-747-6419

11月18日(月)
総合保健体育科学センター
こころの絆創膏セミナー

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：10：00～16：45
テーマ：「学生の居場所としての大学」
講演題目：「 近の青年の変化」
講演者：大饗広之氏(日本福祉大学教授)
内容：映画「扉のむこう」上映、学生支援についての講演と意見交
換会
定員：80名
対象：愛知県内の大学・短大でメンタルヘルスや学生支援などに関
わる専門家および関係者
参加費：無料

総合保健体育科学センター
助教　古橋忠晃
052-789-5778

11月20日(水)
～12月4日(水)
(日・月曜休館)

博物館スポット展示「北欧のトナカ
イ牧畜民サ－メ：近代化と教育の
なかでの変貌」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月20日(水)
～22日(金)

平成25年度国立大学法人等
施設担当職員研修会(中堅クラス)

場所：KKRホテル名古屋(名古屋市中区)、東山キャンパス
内容：国立大学をめぐる政府の動向、キャンパス計画の必要性、多
様な財源の活用など、実現に向けた専門知識を習得し問題意識と
向上心にあふれた職員の養成及び職員間のネットワーク構築を目
的とする
定員：100名
対象：国立大学法人等の施設担当中堅職員

施設管理部施設企画課
052-789-2113

11月20日(水)
名大カフェ“Science, and Me”第
39回

場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「石彫から読み取る－オルメカからマヤへ－」
講演者：伊藤伸幸(文学研究科助教)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

11月20日(水)
日本学術会議中部地区会議、
学術講演会

［中部地区会議］
場所：野依記念物質科学研究館
時間：10：30～
対象：運営協議会委員

［学術講演会］
場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：00～16：00
テーマ：「大学からの知の発信－分離融合の視点から－」
講演題目：「磁石，磁力，磁場－魔術から現代科学への道程」
講演者：家　泰弘氏(東京大学教授)
講演題目：「フランスにおける自由主義の系譜」
講演者：安藤隆穂(経済学研究科教授)
講演題目：「創薬とヒトの分子レベルからの理解を目指して」
講演者：藤吉好則(創薬科学研究科特任教授)
講演題目：「言語の意味と構造」
講演者：町田　健(文学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

研究協力部研究支援課
052-789-2039

11月22日(金)
International Human Rights
Lecture

場所：国際開発研究科8階多目的オーディトリアム
時間：16：00～18：00
講演者：ジャン=ポール・コスタ氏(前欧州人権裁判所長官)
内容：欧州人権裁判所の法と実行：裁判官からの視点(使用言語：
英語)
対象：一般
参加費：無料

国際開発研究科
教授　山形英郎
052-789-4972



11月22日(金)、
29日(金)

メディアプロフェッショナルコース
開設10周年記念公開講義
［第1回］［第2回］

対象：一般
参加費：無料

［第1回］
場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「日本に関わる歴史と領土をめぐる論争－ドイツ・オース
トリアとの比較分析－」
講演者：トマス・バーガー氏(ボストン大学准教授)
内容：日本を取り巻く領土問題や歴史認識にかかわる論争を、欧
州におけるドイツやオーストリアのケースと比較して分析する(英語
は逐次通訳予定)

［第2回］
場所：全学教育棟北棟4階405号室
時間：15：00～16：30
講演題目：「Japan's Super Nation Brand: An American Perspective
－国家ブランディングとポスト3.11の日本－」
講演者：ナンシー・スノー氏(カリフォルニア州立大学フラートン校教
授)

国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナル論講座
事務室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

11月22日(金) 永年勤続者表彰式
場所：豊田講堂第1会議室
時間：10：00～11：00

総務部職員課
052-789-2023

11月23日(土) 博物館映画上映会と講演会

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「サ－メ映画祭とサ－メ映画監督・リサ・ロッテ－による
講演会」
講演者：リサ・ロッテ－氏(映画監督)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月24日(日) TEDxNagoyaU

場所：ES総合館1階ESホール
時間：12：30～18：00(講演会)、18：30～(アフターパーティ)
テーマ：「Bridge the gap」
内容：東海圏で初の学生によるTEDxイベント。“大学”という場で価
値あるアイデアを共有し、新たに生み出すことで“社会に貢献しうる
人材を育成”し“大学のあるべき姿を提案”する。
定員：100名(超過の場合選考あり)
対象：一般
参加費：無料(アフターパーティは未定)

TEDxNagoyaU実行委員会
tedx.unagoya@gmail.com

11月26日(火)
平成25年度第8回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
12月24日(火)、2014年1月28日(火)、2月25日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

11月27日(水)
ドナルド･マクドナルド･ハウス な
ごや開所式及び祝賀会

［開所式］
場所：ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや
時間：10：30～11：15

［祝賀会］
場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：12：00～13：30

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2775

11月29日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会
第18回名古屋ビジネスセミナー

場所：日本経済新聞社名古屋支社3階会議室(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「『アベノミクス政権』の光と影」
講演者：泉　宏氏(政治ジャーナリスト)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945



11月30日(土)、
12月14日(土)、
1月18日(土)、
2月1日(土)

ビジネス人材育成センター
平成25年度後期 B人セミナー

場所：インキュベーション施設1階プレゼンテーションルーム
時間：10：00～15：00
テーマ：「博士の就活スタート・リスタート－社会からの評価と自己
評価・私らしい未来を獲得するために－」、「サイエンスコミュニケー
ションについて－その手法開発と評価－(変更予定)」(11/30)
「Communications Styles－helping you to create good and lasting
impressions－」、「食品のためのヒト臨床試験業界－学位を取得し
て企業で働く－」(12/14)
「弁理士業務の実際と将来求められる人物像(仮題)」、「博士・ポス
ドクのための就職ガイダンス」(1/18)
「プレゼンテーションスキル研修－研究発表を、誰にでもわかりや
すくプレゼンテーション－」、「食品業界における研究開発について
－自らのキャリアパスを振り返って－(仮題)」(2/1)

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

12月7日(土)
東海がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン
平成25年度市民公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～17：00
テーマ：「多職種チーム医療で臨む 先端がん放射線療法」
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
がんプロ事務局
052-744-1981

12月12日(木)
中部地区医療・バイオ系シーズ発
表会

場所：ウインクあいち6階、10階(名古屋市中村区)
時間：13：00～19：30
講演題目：「創薬のための産学連携：私の経験と挑戦」
講演者：竹中登一氏(ヒューマンサイエンス振興財団会長)
講演題目：「薬事戦略相談の事業概要とその活用」
講演者：石川　廣氏(医薬品医療機器総合機構テクニカルエキス
パート)
内容：シーズ展示会、新技術説明会、基調講演
参加費：無料

中部地区医療・バイオ系シーズ発表
会実行委員会事務局
(研究協力部社会連携課内)
chubu_seeds@sangaku.nagoya-u.ac.jp

12月13日(金)
～15日(日)

ISETS’13  エコトピア科学に関す
る国際シンポジウム2013

場所：野依記念学術交流館(12/13)、ES総合館(12/14)、IB電子情
報館(12/14、15)
内容：ナノマテリアル、エネルギー、環境システム・リサイクル、情
報・通信を縦糸、理理融合・文理融合研究等を横糸とし、エコトピア
科学の 新成果に関する討論、情報交換の場を提供する
参加費：事前登録(10/14以前)一般35,000円、学生5,000円、
通常登録(10/15～11/30)一般40,000円、学生10,000円、
当日登録 一般40,000円、学生10,000円

［市民公開講座］
12月15日(日)
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：13：30～17：00
テーマ：「環境に配慮した電気エネルギー輸送と貯蔵」
対象：一般
参加費：無料

エコトピア科学研究所
教授　早川直樹
052-789-4436

12月21日(土)
地球水循環研究センター
公開講演会

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～16：30
テーマ：「地球環境変動－気候変化からハビタビリティまで－」
講演題目：「気候変動と森林破壊」
講演者：熊谷朝臣(地球水循環研究センター准教授)
講演題目：「氷期・間氷期から探る地球温暖化」
講演者：吉森正和氏(東京大学特任助教)
講演題目：「地球環境と生命の進化」
講演者：田近英一氏(東京大学教授)
講演題目：「もう一つの地球：系外惑星とハビタビリティ」
講演者：玄田英典氏(東京工業大学研究員)
内容：数十年から数十億年にわたるさまざまな時間スケールで起こ
る地球環境変動の成り立ちを紹介する
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

研究所事務部総務課
052-789-3466

12月21日(土)

博物館クリスマスコンサート
NUMCo
「知られざる音楽大国 ベネズエラ
のしらべ－国民的楽器クアトロを
中心に」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「草原の魂」、「コーヒールンバ」、他
出演：「CELESTE(セレステ)」出口泰司氏(クアトロ、バンドーラ)、岡
野友絵氏(ベース、クアトロ)

博物館事務室
052-789-5767



12月24日(火)
ミクロの探検隊 「微化石 放散虫
－電子顕微鏡をを使ってさぐる形
の不思議」

場所：博物館3階実験室
時間：13：00～16：00
内容：博物館所蔵の微化石放散虫を実体顕微鏡で観察し、走査顕
微鏡の試料を作った後、放散虫の形や微細構造を観察撮影する
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

1月30日(木)
国際経済政策研究センター・キタ
ン国際学術シンポジウム

場所：野依記念学術交流館(予定)
経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945


