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６ 情報科学研究科創設１０周年記念事業の開催について       

７ 工学研究科航空宇宙工学専攻航空宇宙教育プログラムキックオフ 

式典等について                        【資料６】 

８ 平成２５年度ＪＩＣＡ国別研修「イラン法制度整備３」研修について 
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名古屋大学とナイロビ大学間の学術交流協定調印について 
 
 

ナイロビ大学はケニアの首都、ナイロビ市に所在するケニアのトップの国立大学で、

ケニアで最も古い歴史を持ち、最大規模を誇る総合大学である。 

アフリカ全域からのトップレベルの学生のみを受け入れており、研究では、特に医

学分野において最先端の研究が行われ、その成果のいくつかは世界的水準にあり日本

の滋賀医科大学・金沢大学とも既に協定が結ばれている。また、東京の国連大学の連

携機関としても指定されている（国連大学は世界に１９の連携機関をもつ）。2011 年

時点で、学生数は 61,912 名（内、学部生 49,488 名、大学院生 12,424）。内、留学生

は 828 名である。 
 
本学とナイロビ大学間の交流は、1972 年に遡り、同大学と本学理学研究科間で部

局間学術交流協定が締結された。（担当教員の定年退職により 2011 年に廃止された。） 
2003 年度～2005 年度には、 「西部ケニアにおける土壌侵食と保全」（科学研究費

補助事業採択）の研究により、現名古屋大学博物館長・吉田英一教授や当時の大学院

生・桂田祐介等が参加し、ナイロビ大学の地質学研究科と共同研究を実施した。2008
年度～2012 年度には、「ケニア西部の土地荒廃地域における地域環境の保全と地域文

化に関する学際的研究」（科学研究費補助事業採択）（代表：農学国際教育協力研究セ

ンター・浅沼修一教授）の研究で、同大学の協力を得ている。 
その後 2009 年、MUHANDIKI Victor 工学研究科インフラ技術開発移転講座教授（当

時環境学研究科准教授）が同大学を訪問し、名古屋大学国際環境人材育成プログラム

（NUGELP）関連 PR 活動業務を行っている。その他にも、農学国際教育協力研究セ

ンター槇原大悟准教授及び山根裕子研究員も同校にて視察・調査・個別研究を行った。

また、2010 年 7 月中旬～2011 年 3 月には、同大学の MULWA Kyalo Josphat 講師（地

質学） が約 9 ヶ月間、本学附属地震火山・防災研究センターの外国人研修員として

滞在した。 
このように両校間での交流活動は安定したものになりつつあり、2012 年 12 月、本

学の工学研究科国際交流室 LELEITO Emanuel 講師がサマープログラム（NUSIP）の

PR の為に同校を訪問した際、本学との学術交流協定締結（大学間）が強く希望され

る旨が伝えられた。（2009 年の MUHANDIKI Victor 教授の訪問時も、本学との学術交

流を推進する為には、学術交流協定の締結が望ましいということで意見が一致してい

る。） 
 
現在、名古屋大学と大学間学術交流協定を締結しているアフリカの大学は、エジプ

トのカイロ大学のみである。また部局間協定を締結しているのはエジプトのタンタ大

学（工学研究科）とガーナのガーナ大学（国際開発研究科）の 2 大学のみである。 



従って、名古屋大学とナイロビ大学との学術交流を推進することは、北アフリカと

は異なる文化をもつサハラ以南を含んだアフリカ全体に発展をもたらす可能性がある

ことを意味する。ナイロビ大学の土木工学・都市環境学分野の教員は、既に本学の学

生や教員との交流を行っており、今後の学術交流にも強い関心を示している。これは、

ケニアの更なる都市開発に関連した共同研究プロジェクトを推進することを念頭に置

いている為である。また、機械工学系分野関係者も名古屋大学の機械工学系教育プロ

グラム（例えば NUSIP）に強い関心を示しており、2013 年の NUSIP プログラムに教

員１名をオブザーバーとして派遣した。一方、名古屋大学としても、現在、NUSIP へ

の参加者がいないアフリカ地域からの参加者が増えることは、大学の国際化の促進の

為にも大変有意義であり、NUSIP 運営委員会からもアフリカからの学生受入れにとて

も好意的な意見をいただいている。また、中部地区にもケニアの急速な発展に目を付

けている企業が多数あり、グローバルに産学連携を展開していく機会が生じてくるこ

とも期待できる。 
このような経緯から、大学間学術交流協定の締結に至った。NUSIP をはじめとし

学生交換が行われる予定のため、併せて学生交換覚書も締結することとなった。 
なお、本年 12 月 11 日に濵口総長の立ち合いの下、ナイロビ大学において調印式が

挙行される予定である。 
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駐日カナダ大使による講演会について  

 

 

来る１２月１２日に本学東山キャンパスにおいて、駐日カナダ大使の講演

会を下記のとおり開催する予定です。  

 

記  

 

日  時：平成２５年１２月１２日（木）午後（詳細時間は調整中）  

 

講  演  者：駐日カナダ大使 マッケンジー・クラグストン氏  

 

会  場：野依記念物質科学研究館 野依記念講演室  

 

講演題目：Canada and Japan - Partners Across the Pacific  

（カナダと日本－太平洋のパートナー）  



http://www.nuae.nagoya-u.ac.jp/education/

Aichi Prefectural Government



平成 25 年度 JICA 国別研修「イラン法制度整備 3」研修について 
 
１．趣旨 
本事業は、名古屋大学が取り組んでおります「アジア法整備支援事業」の一環として、国

際協力機構（JICA）の委託を受けて実施をしているものです。 
すでに 2004 年度～2008 年度に国別研修「法整備支援」（フェーズ１）、2009 年度～2011
年度に国別研修「法整備支援 II」（フェーズ２と）して実施してまいりましたが、イラン政

府の要請により、今年度より新たにフェーズ３を 3 年間の計画で実施することになりまし

た。引き続きイランの司法関係者を日本に招聘し、日本の法制度と比較することを通じて、

イランにおける法制度の整備に資することを目的としております。今後 3 年間のテーマは、

イラン側のニーズを踏まえ、毎年決定いたしますが、本年度は「司法制度と国民の関係」

に重点を置いて研修を行う予定であります。 
参加研修員に対し講義を実施するとともに、裁判所、弁護士会、法律事務所等、関係機関

を訪問することにより、イランで進められている司法制度と国民の関係の強化の参考に供

することを目的とします。 
 
２．日程 
 2013 年 12 月 6 日（金）～20 日（金） 
 
３．参加者（予定） 
  研修員 10 名（局長レベルを含む） 
  通訳 1 名 
  引率 名古屋大学教職員 2 名 
 
４．研修内容 
 
テーマ：「司法制度と国民の関係」 
 
イランでは、国民の法律相談を電話またはインターネットにより 24 時間体制で受け付ける

法律相談窓口「センター129」を司法府長官直属機関として設置している。当該機関には専

門の相談員が配置されており、現役または退職した裁判官、弁護士がその任務を担ってい

るが、相談のうち、家事事件、契約問題といった民事関係が 75％、刑事関係が 25％であり、

無料サービスとして提供されている。その他のものとして、市民からの意見書への対応を

司法府事務局が行うなど、国民に対して開かれた司法となるような改革を現在進めている。 
本研修では、日本で国民が司法を利用しやすくするためにどのような取り組みが実施され

ているか、下記の点について紹介する。 



  
（１）日本の司法制度概要 
 日本の司法制度の概要について、調停等の裁判外紛争解決手続きも含めて紹介する。ま

た。また、近年進められている司法制度改革についても触れ、特に国民による司法への参

加を導入した裁判員制度について紹介する。 
 
（２）司法機関による広報活動 
 日本の司法機関による国民に対する広報活動、広報官の育成・能力向上に関する取り組

みを紹介する。 
 
（３）国民の司法アクセス 
裁判所における紛争解決のための手続相談窓口でのサービスを紹介する。また、国選弁護

人制度、法律扶助制度、当番弁護士制度等、経済的などの理由により法律上の保護が受け

られない市民に対する公的な援助制度や、弁護士会による法律相談センター、ひまわり基

金法律事務所の弁護士過疎地域における活動を紹介する。 
 
（４）政府政策への国民の意見の反映 
 政府がさまざまな政策を実施していく上で、国民の意見を取り入れるためにどのような

取り組みを行っているか、パブリックコメント制度を中心に紹介する。 
 
 
 
連絡先： 
名古屋大学法政国際教育協力研究センター 
TEL 052-789-4263 FAX 052-789-4902 
担当：大場陽子 
ooba@law.nagoya-u.ac.jp 



○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

2日(月)、
16日(月)

役員会

17日(火) 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(水) 教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

11日(水)
教授会(文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究
科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

18日(水)
教授会(経済学部・経済学研究科、医学系研究科、農学部・生命農学研究科、国際
開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科)

名古屋大学　平成25年12月予定表

           (教育記者会用)

18日(水) 開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

19日(木) 教授会(創薬科学研究科)

20日(金)
教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

25日(水)
教授会(情報文化学部、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体
育科学センター)



○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

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)、
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」

場所：博物館野外観察園セミナ－ハウス2階
時間：10：00～16：00
テーマ：「Ⅰ－秋の植物」(10/22～12/19)、「Ⅱ－冬と早春の植物」
(1/6～3/19)
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

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

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20日(水)
～12月3日(火)
(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
による変貌」

場所：博物館1階展示ブース
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［映画上映会と講演会］
11月23日(土)
場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：00～
講演題目：「『トナカイ民と岩絵文化』を語る」
講演者：嶋田義仁(文学研究科教授)
内容：サーメ映画上映＆フィンランド人監督と語る、講演
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

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28日(木)、
29日(金)

第32回、第33回
日本語教育学講座講演会

場所：全学教育棟北棟405号室
時間：18：15～19：45
講演題目：「The time course of orthography and phonology defined
by neural correlates」(11/28)、「Supra-and segmental speech
planning is syllabic languages」(11/29)
講演者：カロリン・ティマー氏(ライデン大学ポスドク研究員)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　玉岡賀津雄
ktamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

11月29日(金)
高等教育研究センター
第121回招へいセミナー

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」(11/29)
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

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

11月29日(金)
メディアプロフェッショナルコース
開設10周年記念第2回公開講義

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)
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：「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

11月30日(土)、
12月1日(日)

日本語教育学講座ワークショップ

場所：全学教育棟北棟405号室
時間：13：00～17：00
講演題目：「Introduction to data analysis for
Electroencephalogram(EEG) using Brain Vision Analyzer(BVA)」
講演者：カロリン・ティマー氏(ライデン大学ポスドク研究員)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　玉岡賀津雄
ktamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp



12月2日(月)

グリーンモビリティ連携研究セン
ター
第13回次世代自動車公開シンポ
ジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：30-17：20
テーマ：「車両、部材軽量化技術の最新動向」
内容：グリーンモビリティにおけるキーテクノロジーである、車両、部
材軽量化技術について
定員：200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)

グリーンモビリティ連携研究センター
052-747-6722

12月4日(水)、
1月9日(木)

第31回、第32回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
講演題目：「コンクリート耐久性の研究最前線」
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(12/4)
講演者：古川忠稔(環境学研究科准教授)
内容：木造住宅の耐震化関連(1/9)
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)

減災連携研究センター
052-789-3468

12月5日(木)
農学国際教育協力研究センター
2013年度第5回オープンセミナー

場所：農学部講義棟1階第7講義室
時間：14：00～17：00
講演題目：「近世江戸時代の農業技術(農書)から途上国農村の土
壌生産力を考える」
講演者：林　幸博氏(日本大学教授)
講演題目：「生活改善アプローチによる途上国農村開発」
講演者：水野正己氏(日本大学教授)
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

12月5日(木)
情報科学研究科
創設10周年記念事業

対象：一般
参加費：無料

［シンポジウム］
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：13：30～16：00
テーマ：「情報科学の挑戦」
講演題目：「情報流通連携基盤とサイバーセキュリティ」
講演者：谷脇康彦氏(内閣官房情報セキュリティセンター副センター
長)
講演題目：「情報科学から物理学の基本原理への挑戦」
講演者：小澤正直(情報科学研究科教授)
講演題目：「低解像度・低品質画像のパターン認識への挑戦」
講演者：村瀬　洋(情報科学研究科教授)
内容：祝辞(濵口道成(本学総長))、記念講演
定員：300名

［ポスターセッション］
場所：情報科学研究科1階ロビー、講義室
時間：16：30～17：30
テーマ：「情報科学が拓く新分野」

情報文化学部・情報科学研究科事務
部
052-789-4716

12月6日(金)、
20日(金)

［サテライト講座］
場所：各務原市産業文化センター2階第3会議室(各務原市那加桜
町)
時間：13：00～16：30(12/6)、9：45～16：30(12/20)
対象：一般
参加費：無料

1月25日(土)、
2月1日(土)、
8日(土)

［展開講座］
場所：ES総合館1階103会議室(1/25)、ESホール(2/1、8)
時間：9：00～17：00(1/25)、10：00～17：00(2/1、8)
対象：一般
参加費：無料

12月7日(土)
1st International Conference on
Narrative： Hardy and James

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～18：00
講演者：ローズマリー・モーガン氏(セント・アンドリューズ大学教授)
内容：講演、セッション
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　上原早苗
uehara@lang.nagoya-u.ac.jp

経済産業省中部経済産業局
平成25年度地域企業立地促進等
補助事業：「航空機開発グローバ
ルプロジェクトリーダー教育の展
開」

工学研究科
特任准教授　浅野益之
052-747-6753



12月6日(金) 第96回防災アカデミー

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

減災連携研究センター
052-789-3468

12月6日(金)
工学研究科航空宇宙工学専攻航
空宇宙教育プログラム
キックオフ式典、講演会、祝賀会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～19：00
講演題目：「航空機産業の現状と産業界からの期待」
講演者：水野鉄治氏(三菱重工業株式会社部長)
講演題目：「宇宙船HTV『こうのとり』開発という挑戦」
講演者：山中浩二氏(宇宙航空研究開発機構誘導・制御グループ
長)
講演題目：「The Boeing Company－『Better』へのあくなき挑戦－」
講演者：小林美和氏(ボーイングジャパン株式会社ディレクター)
対象：一般
参加費：無料(祝賀会は有料)

工学研究科航空宇宙工学専攻
航空宇宙教育プログラム事務室
052-789-2789

12月7日(土)、
8日(日)

2013年度第3回
先進科学塾＠名大

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
テーマ：「私も出してる電気信号」
講師：清水裕樹氏(愛知医科大学助手)
内容：微弱な電気信号を大きな信号に増幅するアンプを作り、ヒト
の体が発する電気信号を観察する
定員：各20名
対象：中学生以上、一般(12/7)、高校生以上、一般(12/8)
参加費：500円(材料費)

エコトピア科学研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

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最先端がん放射線療法」
講演題目：「放射線治療専門医の立場から・放射線治療はチーム
医療」
講演者：伊藤善之(医学系研究科特任教授)
講演題目：「放射線治療技師／物理士の立場から・高度で安全な
放射線治療」
講演者：加茂前　健(医学系研究科特任助教)
講演題目：「放射線治療専門看護師の立場から・放射線治療の看
護とその実践」
講演者：中盛祐子氏(国立がん研究センター東病院副看護師長)
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7日(土)、
1月18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

12月8日(土) 和式馬術供覧

場所：教育学部附属中・高等学校運動場
時間：13：00～15：00
内容：演武(流鏑馬、他)、体験乗馬(人数制限有り)
参加費：無料

和式馬術部
washikibazyutubu@gmail.com

12月11日(水)
～
13日(金)

KMI International Symposium
2013 on "Quest for the Origin of
Particles and the Universe" (KMI
2013)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：9：00～21：00(12/11)、9：00～18：00(12/12)、
9：00～16：00(12/13)
内容：講演、ポスターセッション
対象：国内外の招へい者、関係研究者

素粒子宇宙起源研究機構
KMI2013@kmi.nagoya-u.ac.jp

12月11日(水)
名古屋大学・ナイロビ大学学術交
流協定調印式

場所：ナイロビ大学(ケニア共和国ナイロビ市)
国際部国際企画課
052-789-2043

12月12日(木)、
13日(金)

日本インドネシア学長会議 場所：インドネシアバリ
国際部国際企画課
052-789-2043



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
対象：企業及び研究機関等関係者
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

12月14日(土)、
12月21日(土)、
1月11日(土)、
1月25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

12月14日(土) 第3回防災人材交流セミナー

場所：豊田講堂
時間：13：00～17：00
テーマ：防災担当者向け交流会
講演題目：「南海トラフ巨大地震に負けないために－防災・減災の
優先課題を考える－」
講演者：鍵屋　一氏(法政大学講師)
内容：講演、防災活動の事例報告、全体討論
定員：1,200名
対象：市町村などで防災に関する講座等を受講された方
参加費：500円(資料代)

減災連携研究センター
052-789-3468

12月14日(土) 日露国際歴史シンポジウム

場所：野依記念学術交流館1階
時間：9：30～17：00
テーマ：「医学と帝国：開港場・軍隊・慈善」
内容：講演、討論(ロシア語は通訳あり)

宮崎千穂
miyazaki.chiho@b.mbox.nagoya-
u.ac.jp

12月15日(日) 第12回坂田・早川記念レクチャー

場所：名古屋市科学館地下2階サイエンスホール(名古屋市中区)
時間：14：00～16：30
講演題目：「アインシュタインに見る20世紀の物理学」
講演者：佐藤文隆氏(甲南大学特別客員教授)
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料(別途入館料が必要)

理学研究科
准教授　鈴木　健
052-788-6196

12月16日(月)
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
レクチャー＆ディスカッション

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～16：45
講演題目：「アメリカのデジタルジャーナリズム最前線(The Cutting
Edge of American Digital Journalism)」
講演者：ジェロミー・キャプラン氏(ニューヨーク市立大学ディレク
ター)
内容：参加者の質問にこたえながらアメリカのデジタル＆企業
ジャーナリズムの最新情報を紹介する(英語の通訳あり)
定員：50名
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

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
微鏡の試料を作り、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

12月24日(火)
平成25年度第9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］
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

12月25日(水) 高校生防災セミナー

場所：ES総合館1階ESホール、環境総合館1階レクチャーホール、
講義室
時間：10：00～16：00
内容：高校生防災フォーラム代表校発表、グループ発表、意見交
換、修了式
対象：参加校の高校生、本学教員、愛知県職員、他
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

1月30日(木)
第28回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2階カンファレンスホール
時間：13：15～17：00
テーマ：「アベノミクスで日本経済は復活するか」
対象：一般

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945




