
平成２７年５月２０日

平成２７年度 第２回 名古屋教育記者会懇談会

１．世界屈指の大学を目指す取り組み

○「グローバル化推進。産学官が集積する研究施設誕生！」

名古屋大学未来社会創造機構設立記念式典及び名古屋大学ナショナルイノベーション

コンプレックス竣工式開催について

２．輝け！名大生

○ 「第 18回ふくい風花随筆文学賞」優秀賞受賞 宇野陽香（うの はるか／現大学院

文学研究科博士課程前期課程 1年） 

３．行事・トピックス

○ 医学部 明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム  

○ 第５６回名大祭「邂逅」（６／４～７）

○ 総長講演（付属学校 ６／１１）

４．その他

○ 心の発達支援研究実践センター改組記念「こころの発達とつながり～よりよく生きる

～」（５／２３ 豊田講堂 

○ 今後の本学の行事予定

○ 次回開催  ６月２４日（水）１５：００～ （広報プラザ）



平成２７年５月２０日

                                                            名 古 屋 大 学

「名古屋大学 未来社会創造機構設立記式典」 及び

「名古屋大学 ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式」 の開催について

名古屋大学未来社会創造機構は、文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラ

ム（平成２５年度 以下 COI STREAM）」の採択を受け、名古屋大学において当該プ

ログラムを円滑に推進するため、平成２６年４月に学内組織として設立されました。

（別紙１、２参照）

本機構は名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス(National Innovation 
Complex: NIC)を拠点に活動を行います。NIC竣工式（別紙３参照）が６月１２日に開催

されるのに合わせ、本機構の設立を記念した式典を挙行する運びとなりました。

１．日  時： 平成２７年６月１２日（金）

２．受付場所： 名古屋大学 理学部南館大講堂 坂田・平田ホール

３．内 容 等

(1) 名古屋大学未来社会創造機構設立記念式典 １４時３０分～１６時００分

 ① 挨  拶  松 尾 清 一 名古屋大学 総長

 ② 来賓挨拶  （文部科学省、愛知県、豊田市）

 ③ 概要説明  齋 藤 永 宏 名古屋大学 未来社会創造機構 教授

 ④ 記念講演会 内山田 竹 志 トヨタ自動車 代表取締役会長

住 川 雅 晴 科学技術振興機構 ビジョナリーリーダー

  ⑤ 閉会の挨拶 財 満 鎭 明 名古屋大学副総長、未来社会創造機構長、

学術研究・産学官連携推進本部長

(2) ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式 １６時１５分～１７時５５分

 ① 竣工式    １６時１５分～１６時２０分

 ② 内覧会    １６時２０分～１７時５５分

＜報道機関へのご案内＞

 上記のとおり、6月12日（金）に設立記念式典及び竣工式が開催されますので、取材を希望され

る方は、次のことをご確認ください（要事前登録）。

受付日時： 平成２７年６月１２日（金）１３：１５～

受付場所： 名古屋大学 理学部南館 坂田・平田ホール

  （なお、開所式から受け付けする場合は、ナショナルイノベーションコンプレックス）

取材申し込みにあたっては、別紙 4「取材要領」を確認いただき、６月１０日（水）

１２：００までに、ＦＡＸにて事前登録をお願いいたします。
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別紙１ 

名古屋大学未来社会創造機構の開設

１．機構の設立目的等

現在、わが国は、高齢化社会を迎え、その中で活気ある持続可能な社会の構築に向けて、取り組

まなければならないさまざまな課題に直面しています。こうした課題への挑戦は、科学技術の使命

でもあり、科学技術の先進国として、これらの問題に率先して対峙するとともに、その経験と成果

を世界と共有することを目指していかなければなりません。

この認識を踏まえ、文部科学省が、平成 25 年度にスタートさせた「センター・オブ・イノベーシ

ョン（COI）プログラム」の一翼を担う拠点として、『10 年後、どのように社会が変わるべきか、

人が変わるべきか、その目指すべき社会像を見据えたビジョン』を旗印とし､チャレンジングでハイ

リスクな研究開発活動に取り組む組織として本機構を開設し､機構内に人とモビリティ社会の研究

開発センター及び社会イノベーションデザイン学センターを設置しました。

従来の産学官が共同し行ってきた研究開発の多くが、フォアキャスティング思考に基づくもので、

その成果が、どのような社会を構築するのに必要なのかという観点が欠如していました。このため､

技術的には非常に高度な成果であっても、社会実装に結びつくことがわずかであるという状況に陥

っていました。この産学官連携の問題点を打破するため､まず未来のあるべき社会を描き､その社会

実現のための解決すべき課題を抽出し、課題を解決できる技術や社会システムの研究開発を進めて

いくというバックキャスティング手法を採用しました。「高齢者が元気なるモビリティ社会」の実

現を目指した研究に取り組みます。

今後､本機構の開設を機に、本学の高いレベルの先端的基礎研究については、高等研究院（平成１

４年創設）へ、また､先鋭的応用研究は未来社会創造機構へそれぞれ集約し、社会に「先端研究のシ

ョーケース」として基礎から応用まで幅広い研究内容を示し、国内外の機関、企業との共同研究、

共同開発を積極的に推進していきます。

２．センター・オブ・イノベーション（COI）プログラムの目的等

我が国が、今後国際的な競争の中で生き残り、経済再生を果たしていくためには、革新的なイノ

ベーションを連続的に生み出していくことが必要です。

 文部科学省 COI STREAM（平成２５年度開始）は、現在潜在している将来社会のニーズから導き

出されるあるべき社会の姿、暮らしのあり方（以下、「ビジョン」）を設定し、このビジョンを基

に１０年後を見通した革新的な研究開発課題を特定した上で、既存分野・組織の壁を取り払い、基

礎研究段階から実用化を目指した産学連携による研究開発を集中的に支援するプログラムです。特

に、本プログラムでは､ビジョン実現に向けハイリスクではあるが実用化の期待が大きい異分野融合

・連携型の基盤的テーマに対し、集中的な支援を行い、産学が連携する研究開発チームを形成し､研

究開発期間全体を通じて持ち寄り方式で運営を行います。さらに､全体の状況を踏まえて最適な体制

の構築も必要に応じて進めていきます。

上記の研究開発を推進することより､企業や大学だけでは実現できない革新的なイノベーション

を産学連携で実現するとともに、革新的なイノベーションを創出するイノベーションプラットフォ

ームを我が国に整備することを目的としています。
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別紙３ 

名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式 

ナショナルイノベーションコンプレックス 概要

 名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス(National Innovation Complex: 

 NIC)は文部科学省「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション 

拠点整備事業（平成 24 年度）：愛知県、豊田市、トヨタ自動車（株）との共同申請 

」を受け建設、６月１２日に竣工いたします。 

アンダーワンルーフでの産学官連携。 

共同開発で新しい未来の実現を目指すための研究施設 

大学の人材・設備等の研究リソースと企業の課題設定能力の相乗効果 

の拡大を狙い、「アンダーワンルーフ」で産学官が一カ所に集まる研究 

施設です。大学と企業・地域を結ぶネットワークを構築するとともに、 

海外の大学・イノベーション拠点との連携を図り、産学官連携研究のグロ 

ーバル化を推進します。 

特徴 1．企業の研究開発スペース

7・8 階に企業の研究開発スペースを設置。 

多くの参画企業が同じフロアに集まることで新 

たなシナジー効果が生まれます。 

特徴 ２．地域の皆様と共有できるビジョ 

ンを地域の皆様と実現していく「場」 

「小さな社会、大きなつながり」をイノベ 

ーション技術で実現するため、地域の皆 

様とビジョンを実現していく「場」として 

の役割を果たします。 

内覧会の概要 

内覧会では建物の紹介と併せて各フロアを回り、産学連携研究の取組みを紹介いたします。 

・１Ｆ～３Ｆは、COI 研究活動内容紹介、名古屋大学産学連携の取組み 

などを紹介いたします。 

・５Ｆは、組み込みシステム研究センター、予防早期医療創成センターなど 

の研究内容や一部の設備を紹介いたします。 

・６Ｆ～７Ｆは、関係者限定で名古屋 COI 拠点の研究成果を紹介いたし 

ます。 

なお、１Ｆでは、世界初の大型５面立体視ドライビングシミュレーター 

のデモや建物外周通路では COI で研究開発中の知能化モビリティ実験 

車両の走行デモ試験を行います。 

特徴 ３．三角形が視覚的関係と交流を生む

ラボに囲まれた三角形 

のコモンスペース。外 

周部の研究者らが集い、 

出会い、議論を交わす 

空間となります。 

10 年後を見据えた未来のために 

COI STREAM では、10 年先のあるべき社会の姿(ビジ

ョン)を想定し革新的な研究開発課題を特定しま

す。名古屋 COI 拠点は、将来の少子高齢化社会とモ

ビリティをキーワードに設定した「高齢者が元気に

なるモビリティ社会の実現」をビジョンに掲げ、基

礎研究から社会実装まで一貫性のある活動を産官

学連携で進めています。学術領域と産業界とが出口

指向で協調することで、新しい価値を持つ製品やサ

ービスが事業として実装され、社会にイノベーショ

ンを起こすことを成果として捉えています。 

1階に設置した 
ドライビングシミュレーター 
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別紙４

「名古屋大学 未来社会創造機構設立記念式典」及び「名古屋大学

 ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式」における取材要領 

【開催日時・場所・主催者】 

○開催日時：平成２７年６月１２日（金）１４時３０分から 

○開催場所：名古屋大学理学南館 坂田平田ホール、ナショナルイノベーションコンプレック

ス（名古屋市千種区不老町） 

【当日の受付】 

○受付時間：１４：００～１４：３０ 

○受付場所：記念式典会場（坂田平田ホール前） 受付窓口 

注）名刺又は身分証の提示をお願いします。 

 ※ご質問等がある場合はテープカット後、１６時３０分から１６時４０分まで、名古屋大学ナ

ショナルイノベーションコンプレックス１階にて、財満 鎭明 未来社会創造機構 機構

長、もしくは齋藤永宏 未来社会創造機構 教授が取材（質問）に対応をします。 

 注）記念式典では先着順で報道機関の方の席を用意させていただく予定です。指定の場所にご

着席ください。また、控え室・駐車場等は用意していません。（ただし、機材等搬入のため

どうしても自動車の入講が必要な場合は下記取材登録票備考欄にその旨ご記入ください。入

講の可否についてはこちらから連絡させていただきます。 

【事前登録】 

  別添「取材登録票」により、６月１０日（水）１２：００までに、ＦＡＸにて事前登録をお

願いします。 
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取材登録票（6 月１２日）

名古屋大学 広報渉外課 宛
（FAX 番号 052-788-6272）

平成27年 6月12日（金）の名古屋大学未来社会創造機構設立記念式典 及び 名古屋大学

ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式の取材に来られる場合は，下記に必要事項を

記入し，平成27年 6月 10日（水）12時までに，FAXにてお申し込みください。 

なお，当日はテープカットをご覧いただいた後，財満 鎭明 未来社会創造機構 機構長、

もしくは斎藤永宏 未来社会創造機構 教授に対する囲み取材の時間を予定しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6月12日（金）14時30分に行われる名古屋大学未来社会創造機構設立記念式典 及

び 名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス竣工式（受付は，14 時～）

に次の者が出席いたします。
※使用する機材等に○を付けてください。

社   名 

取

材 

参

加

者 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

合 計 人 数 名  

連絡先 

（代表者） 

電話番号  

FAX番号  

備考欄  

※注意事項 

・取材にあたっては，身分証明書を持参し，必ず社名入りの腕章を着用し，担当者の指示に従

ってください。 

・日程は，変更・中止されることがありますのでご了承ください。 

＜問い合わせ先＞ 

名古屋大学 総務部 広報渉外課 052－789－2016，5773（直通） 

別添
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浮かび上がる記憶を言葉に＜むすぶ＞こと

                       名古屋大学大学院 文学研究科

博士課程前期課程 1年  宇野陽香

＜応募しようとした理由＞

 昨年の今頃は、作品を書いたりすることなど、とても想像できない状況でした。ちょう

ど大学四年の春を迎え、院への進学は決めていましたが、自分の研究が果たして続ける価

値のあるものなのか、焦りと無力感に押しつぶされていました。どうして文学部に入った

のだろう、とさえ思いました。それまで夢中になり、没頭してきた本の世界がふいに虚し

く感じられ、心に穴が空いたようでした。文字の世界から、すがるように人の世界へ。大

学では、先生方や研究室の皆さんに親身に相談に乗っていただき、自宅に帰ってからは、

近くに住んでいる祖母に会いに行く日々が続きました。

就職や研究の悩みがどこまで祖母に伝わったかは分かりません。それでも祖母はいつも

真剣に、時にはにこやかに応じながら、次第に私が落ち着いてくると、自分が若かった頃

や子供の頃の話を聞かせてくれました。母親を早くに亡くし、幼い弟を背負って学校へ通

ったこと。画描きの父親に憧れ、習い始めた画を途中で止めてしまったいきさつ。以前に

断片的に聞いた話もあれば、はじめて聞く話もありました。祖父母の家の玄関には、祖母

の描いた小さな画が掛けられていて、私はこの冬の杉林の画が好きで、訪れる度よく眺め

ていたのですが、それが長らく筆を断っていた祖母が画を再開した「記念の作」なのだと、

その時知りました。

３月、福井県立図書館で行われた授賞式にて
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祖母のその画が、事情も知らないうちから私を惹きつけたのは、雪の杉林を描きながら、

不思議と寒々としたところがなく、降り積む雪があたたかな気持を呼び起こすことにあり

ました。そして、いつか祖母の話や画の筆致を文章に起こしてみたい、と思いつつも、そ

の時は胸の奥にしまい込んだままでした。

きっかけは、夏も過ぎて院試を終えた頃、大学の掲示板で見かけた公募のチラシでした。

要項に「自然や人とのふれ合いをテーマにした随筆」とあるのを見てすぐ、私が書くなら、

祖母のことだと思いました。すると祖母の画の、人をも山をも包み込む雪と、祖母その人

のあたたかな人となりや、苦労を重ねた生い立ちとが自然にひとつの情景になって、心の

中に立ち現れました。ちょうど同じ頃、川端康成の小説『古都』を読んでいて、日本的な

ものやふるさとへの憧れが募っていた時期でもありました。

＜応募活動や受賞で得たこと＞

 祖母の画と人柄とがひとつになって浮かび上がったあとは、書き始めると、水に溶け入

るようにするすると言葉が連なりました。書いていて、言葉と心情とがこれ程すんなり調

和したのは、はじめての体験でした。他人の作品を研究するのとは違い、自分の作品を書

く時は、距離を取ることの難しさがあります。生の感情、体験そのままでは、書く方も読

む方も息苦しく、埒が明きません。いったん記憶の奥底に沈んだものが、読書や実際の体

験を経て、もう一度浮かび上がる時、それをそっとすくい取り、言葉で＜むすぶ＞こと。

今回は祖母について書く、ということだったので、その過程が比較的、上手くいきやすか

ったのでしょう。書き上げた後、透明の織物を見るような、静かでふくよかな気持でした。

いつの間にか文学に対する虚しさは消えていました。

           随筆の主題となった祖母の雪の画の前で
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3 

半年経ち、受賞の知らせを聞いた時は、喜びというより、安堵感が胸を浸しました。二

十歳も過ぎて、祖母に心配ばかりかけているのをさすがに不甲斐なく感じていましたし、

自分がやりたかったことの幾ばくかはこれで伝えられた気がしました。文章を外部で評価

していただくことははじめてでもあり、ありがたく思いましたが、舞い上がらずに済んだ

のは、作品の半分は祖母に負ってもらっていたお陰でもあります。今年の 3 月に、福井県
立図書館で開催された授賞式には祖母も同行し、作家の津村節子さんから作品のコメント

を頂くこともでき、よい思い出になりました。大学卒業の節目に、書くことについての思

いを新たにし、この作品は色々な意味で私にとって「記念の作」となりました。

＜今後の進路について＞

 文章で自分を表現してみたいと思っていても、本を読むことはあまり好きではない人が

多い、という話を聞きます。私自身、大学で文学を知るまではそうでした。けれども読む

ことなしに書くことは考えられません。読書にもある程度のリテラシーは必要で、その形

成には読むことの魅力を伝えられる人が身近にいるかどうかが大きく関わってきます。今

回、授賞式で赴いた福井県では、図書館が文章表現のワークショップやイベントを積極的

に開催しているのが印象的でした。将来は研究者、国語の教員などを考えていますが、い

ずれの道にせよ、祖母を含め色々な方の話を聞き、自分自身も経験を積んで、読みながら

書くことは続けていきたいと思います。
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1. 挨拶  名古屋大学総長 松尾 清一

         文部科学省 他 

2. 「明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム（ASUISHI）」概要説明 

         名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部  副部長 安田 あゆ子 

3. 基調講演 「安全・品質と人づくり～医療の質向上を目指して～」 

         トヨタ自動車株式会社相談役・技監 中部品質管理協会 会長 佐々木 眞一 

4. シンポジウム 「明日の医療の質向上につながるヒトづくり」 

      座長 名古屋大学医学附属病院副院長 医療の質安全・管理部 部長 長尾 能雅

       名古屋大学医学附属病院  中央感染制御部 部長 八木 哲也

・ シンポジスト                          

         医療の質・安全学会 理事 飯塚 悦功 

     京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部 教授 一山 智

         患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 代表 永井 裕之

         愛知製鋼株式会社 取締役社長 藤岡 高広

日時 年   月    日

〔申込方法〕 
ASUISHIホームページから「ASUISHIキックオフシンポジウム参加申込書」 

フォームをダウンロードいただき、FAXまた E-mail でお申し込みください。

〔お問い合わせ先〕
〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65

名古屋大学医学部附属病院内 ASUISHI プロジェクト推進室

TEL：052-741-2111（内線 5251）FAX：052-744-1354 

E-mail：hrcjimu@med.nagoya-u.ac.jp

ASUISHIホームページ 

http://www.asuishi.med.nagoya-u.ac.jp

会場 名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟 3階 講堂

時～ 時

文部科学省大学改革推進等補助金 課題解決型高度医療人材育成プログラム 

キックオフシンポジウム

明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム 

ASUISHI の概要説明、明日の患者安全・医療の質管理に求められる資質について、

多方面の様々な立場からご意見をいただきます。皆様のご参加をお待ちしています。

9 27
10 13

2015
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事業責任者：高橋雅英 大学院医学系研究科長

◆プログラム運営委員会◆

運営委員会メンバー

委員長 髙橋　雅英 大学院医学系研究科長

副委員長 石黒　直樹 医学部附属病院長

委員 長尾　能雅 医学部附属病院副院長 医療の質･安全管理部長

委員 八木　哲也 医学部附属病院中央感染制御部長

委員 安田　あゆ子 医学部附属病院医療の質･安全管理部副部長

委員 井口　光孝 大学院医学系研究科特任助教（中央感染制御部）

委員 植村　和正 医学部附属病院総合医学教育ｾﾝﾀｰ長

委員 白鳥　義宗 医学部附属病院ﾒﾃﾞｨｶﾙITｾﾝﾀｰ長

委員 水野　正明 医学部附属病院先端医療･臨床研究支援ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長

委員 吉田　勇人 事務部長

委員 仲井　精一 総務課長

委員 内出　裕之 学務課長

◆プログラム実行委員会◆

実行委員会メンバー

委員 長尾　能雅 医学部附属病院副院長 医療の質･安全管理部長

委員 八木　哲也 医学部附属病院中央感染制御部長

委員長 安田　あゆ子 医学部附属病院医療の質･安全管理部副部長

委員 井口　光孝 大学院医学系研究科特任助教（中央感染制御部）

委員 白鳥　義宗 医学部附属病院ﾒﾃﾞｨｶﾙITｾﾝﾀｰ長

委員 安藤　昌彦 医学部附属病院先端医療･臨床研究支援ｾﾝﾀｰ･准教授

委員 向田　美保 医学部附属病院卒後臨床研修･ｷｬﾘｱ形成支援ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長

委員 丹羽　由紀子 医学部附属病院特任助教（医療の質・安全管理部）

委員 福島　曜 医学部附属病院特任助教（医療の質・安全管理部）

委員 青松　棟吉 医学部附属病院講師

委員 古谷　健夫 ﾄﾖﾀ自動車株式会社TQM推進部主査

委員 岩本　伸夫 中部品質管理協会専務理事

委員 細見　純子 中部品質管理協会経営企画室兼企画部次長

委員 総務課 総務課ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ係

委員 学務課 学務課

委員 経営企画課 経営企画課経営企画係

◆外部評価会◆

外部評価会メンバー ( 五十音順 )

医療の質･安全学会理事

日本感染症学会理事

愛知県医師会理事

東海北陸厚生局局長

患者の視点で医療安全を考える連絡協議会代表

職　名

 「明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム」運営体制

氏　名 職　名

氏　名 職　名

飯塚　悦功

氏　名

一山　智

大輪　芳裕

岡本　浩二

永井　裕之
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愛知製鋼株式会社取締役社長　藤岡　高広　
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ASUISHI

OJT

General Instructional Objectives (GIO)

1.
2.
3.
4.
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5.

140

e-learning
6

e-learning
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ASUISHI
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)、
12日(金)

役員会

16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)

3日(水)
教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

10日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

17日(水)
教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医
学系研究科、国際開発研究科、情報科学研究科、太陽地球環境研究所)
研究科委員会(医学系研究科)

18日(木) 教授会(創薬科学研究科)

19日(金) 教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

24日(水)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、国際言
語文化研究科、エコトピア科学研究所、総合保健体育科学センター)

名古屋大学　平成27年6月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

2月13日(金)～
5月29日(金)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「建物に見る病院と医学校の歴
史」

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)、13：00～17：00(土曜日)
内容：広く日本と西洋における病院と医学校の歴史を建物から振り
返り、絵画、図面、写真等、医学部史料室に所蔵する史料を展示
公開する
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

4月1日(水)～
6月25日(木)
(土・日・祝日休
館)

7月6日(月)～
10月30日(金)
(土・日・祝日、
8月13日～16休
館)

5月20日(水)

シンポジウム 「巨大災害へのレジ
リエンスをどうとらえるか？ビッグ
データ・インフラ技術・土地利用マ
ネジメントの統合」

場所：減災館1階減災ホール
時間：15：10～18：30
講演題目：「ビッグデータでレジリエンスをとらえる(仮題)」
講演者：小池俊雄氏(東京大学教授)
内容：講演、ショートスピーチ、徹底討論
参加費：無料

GRENE-Cityプロジェクト事務局
grene@urban.env.nagoya-u.ac.jp

5月21日(木)、
6月24日(水)

第110回、第111回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「東海地方が抱える気象災害リスクとその減災対応」
(5/21)
講演者：田代　喬(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)
講演題目：「(未定)」(6/24)
講演者：関澤　愛氏(東京理科大学教授)
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

5月23日(土)、
6月13日(土)、
6月27日(土)、
7月11日(土)

ビジネス人材育成センター
平成27年度前期 B人セミナー

場所：理農館3階335号室
時間：10：00～15：00
テーマ：「留学のHOW TO／博士取得後の進路－海外ポスドク
－」、「弁理士業務の実際と将来求められる人物像」(5/23)
「ベンチャー企業研究の方法と求められる『人材』(上場バイオ企業
を中心に)」、「キャリアシード－あなたは働くことに何を求めていま
すか－」(6/13)
「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－」、「医療機器業界の現状とこれか
ら」(6/27)
「ファイナンシャルプランについて－ライフプランに即した資金計画
－」、「外資系企業とは？メディカルリエゾンとは？」(7/11)
対象：博士課程学生、ポスドク

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

5月23日(土)、
5月29日(金)、
5月30日(土)、
6月6日(土)

情報科学研究科計算機数理科学
専攻 入試説明会

場所：多元数理科学棟5階509講義室(5/23)、京都府立総合社会福
祉会館ハートピア京都4階第4会議室(京都市中京区)(5/29)、東京
八重洲ホール2階201会議室(東京都中央区)(5/30)、第一セントラ
ルビル2号館5階中会議室(岡山市北区)(6/6)
時間：14：00～15：30

情報科学研究科事務室
052-789-4721

5月23日(土)、
6月13日(土)

達人(研究者)と話そう 祝・ノ－ベ
ル賞受賞

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「青色LEDの意義と未来」(5/23)
講演者：竹田美和(本学名誉教授)
講演題目：「人工結晶とLED」(6/13)
講演者：水谷宇一郎(本学名誉教授)
定員：80名(基本的に毎回参加できる方)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

「鳴き声と写真で知る名大の野鳥」(4/1～6/25)
「ムシの世界－名古屋大学博物館の昆虫標本と切り紙と博物画」
(7/6～10/30)

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

博物館事務室
052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示
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5月23日(土)、
24日(日)

平成27年度第1回地球教室
－フィールドセミナー－
「ナゴヤで化石をさがそう！」

場所：博物館(5/23)、名古屋駅周辺、栄地区(5/24)
時間：13：30～16：30(5/23)、9：30～15：00(5/24)
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年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

5月23日(土)
心の発達支援研究実践センター
改組記念行事「心の発達とつなが
り－よりよく生きる－」

場所：豊田講堂
時間：10：00～15：30
テーマ：「心の発達とメンタルヘルス」、「ともに歩む・ともに支える－
発達障害児支援研究プロジェクトから－」
講演題目：「特別支援教育の現状と課題」
講演者：井上惠嗣氏(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
長)
講演題目：「モンゴルの伝統教育と特別支援教育」
講演者：D．Oｄgerel氏(モンゴル国立教育大学講師)
講演題目：「発達早期からの理解と支援－プロジェクトの活動から
見えてきたこと－」
講演者：野邑健二(心の発達支援研究実践センター特任准教授)
講演題目：「発達障害に関わる教職員における理解の促進」
講演者：酒井貴庸(教育発達科学研究科特任助教)
内容：シンポジウム、講演
定員：700名
対象：学内関係者、一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
052-789-2658

5月23日(土)、
6月13日(土)、
6月27日(土)、
7月11日(土)、
7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

5月25日(月)

トランスフォーマティブ生命分子研
究所(WPI-ITbM)
新棟竣工記念式典
ITbM New Building Inauguration
Ceremony

場所：トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)
時間：9：30～11：30
内容：式典、テープカット、視察
黒木登志夫氏(日本学術振興会学術システム研究センター相談
役)、常盤　豊氏(文部科学省研究振興局長)、ダニエル・ウルフ氏
(クイーンズ大学総長)(予定)を来賓に迎え、総床面積約7,000㎡、6
階建ての構造を有し、化学者、生物学者、理論科学者が研究室や
分野の壁を超えて“Mix”する空間作りを基本コンセプトとして竣工さ
れた新棟“ITbM”を公開

トランスフォーマティブ
生命分子研究所事務部門
052-789-3239

5月25日(月)、
26日(火)

トランスフォーマティブ生命分子研
究所(WPI-ITbM)
第3回国際シンポジウム
The 3rd International of
Transformative Bio-Molecules
(ISTbM-3)

場所：豊田講堂
時間：12：40～14：10(5/25)、9：00～18：05(5/26)
講演者：クリストファー・チャン氏(カリフォルニア大学バークレー校
教授)、グレゴリー・ヴォス氏(シカゴ大学教授)、阿部　洋(理学研究
科教授)、藤田　誠氏(東京大学教授)、ショーン・カトラー氏(カリフォ
ルニア大学リバーサイド校准教授)、フローレンス・タマ(理学研究科
教授)、ヴォルフ・フロマー氏(カーネギー研究所主任研究者)、松林
嘉克(理学研究科教授)、藤吉好則(創薬科学研究科特任教授)、他
内容：世界で活躍する有機合成化学者、動植物生物学者が最先端
の研究成果を講演する
定員：600名
対象：学生、研究員、教員、企業関係者、他
参加費：無料

[第11回平田アワード](5/25)
時間：14：20～16：10
講演者：アシュラフ・ブリック氏(テクニオン－イスラエル工科大学教
授)
内容：化学全合成したタンパク質を用い、構造と機能を分子レベル
で解き明かすProtein Chemistryの世界的リーダーが最先端の研究
成果を講演する

[第1回岡崎アワード](5/25)
時間：16：25～18：00
講演者：フェン・チャン氏(ブロード研究所主任研究員)
内容：ゲノム編集として知られるCRISPR/CAS-9システムについて
講演する

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
特任講師 　佐藤 綾人
052-747-6856
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5月26日(火)～
9月26日(土)
(日・月曜日、8
月13日～15日
休館、6月7日
臨時開館)

第21回博物館特別展「関戸弥太
郎と宇宙線望遠鏡」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「宇宙線の風をさぐる」(6/7)
講演者：宗像一起氏(信州大学教授)
講演題目：「チェレンコフ望遠鏡で探る宇宙線のふるさと」(8/1)
講演者：田島宏康(太陽地球環境研究所教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月26日(火)
平成27年度第2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
内容：情報基盤課職員発表
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

情報推進部情報推進課
052-789-4368

5月27日(水) 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
講師：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(同研究員)
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然
を見る
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月29日(金)
第57回名大カフェ“Science, and
Me”

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：「運動する植物たち－植物はどのように重力を感じるか
－」
講演者：森田美代(生命農学研究科教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

5月30日(土)
博物館コンサートNUMCo
「宇宙からのメッセージ－フルー
ト、キーボードのアンサンブル－」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「EARTH」、「星のセレナード」、「月の光」、他
出演：杉浦　隆氏(フルート)、木須康一氏(キーボード)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月30日(土)
理学研究科物質理学専攻(化学
系)平成27年度大学院説明会＆
研究室紹介

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～
内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問

理学部・理学研究科化学事務室
052-789-2961

6月3日(水)
第49回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「水害被害を低減する河川工学」
講演者：田代　喬(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)
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

6月4日(木)～
7日(日)

第56回名大祭「邂逅」

場所：東山キャンパス
内容：サークル・有志団体の発表企画、研究室公開、学術企画、ス
ポーツ企画、模擬店、フリーマーケット、古本市など170余りの企画
を実施

［主な企画］
学術企画講演会「私のカレーなる人生－あなたの日常にスパイス
を－」(6/6)
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：14：00～
講演者：宗次徳二氏

教育推進部学生交流課
052-789-2164

6月4日(木)～
12日(金)
(土・日曜日休
館)

EU展＋EUクイズ2015
「EUをもっと知ろう：EUの機構と政
策を中心に」

場所：経済学図書室・EU情報センター(法経共用館1階)
時間：9：00～17：00
内容：ポスター展示、EU資料の無料配布、クイズ(正解者には先着
順でEUグッズを進呈)

名古屋大学EU情報センター
(経済学図書室)
052-789-2364
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第24回理学懇話会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：00
テーマ：「植物を動かすもの。」
講演題目：「受精をめぐる細胞たちの物語」
講演者：東山哲也(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
講演題目：「生き残りのための環境突破力」
講演者：木下俊則(同教授)
定員：300名
対象：高校生、一般
参加費：無料

高校生のためのサイエンスカフェ
in 名大

場所：理学南館
時間：16：15～17：30
内容：理学懇話会の講演内容や科学について研究者を囲んで自由
に話す
対象：高校生
参加費：無料

6月6日(土) 博物館友の会特別講演会

場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「古代東山道をたずねて」
講演者：中里信之氏(長野県下伊那郡阿智村教育委員会)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月12日(金)

未来社会創造機構
設立記念式典、ナショナルイノ
ベーションコンプレックス(NIC)竣
工式

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、ナショナルイノベーションコン
プレックス(NIC)
時間：14：30～19：00
講演者：内山田竹志氏(トヨタ自動車株式会社代表取締役会長)、住
川雅晴氏(国立研究開発法人科学技術振興機構ビジョナリーリー
ダー)

研究協力部研究支援課
052-789-2039

6月12日(金)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「法制度設計・国際的制度移
植専門家の育成プログラム」
NCAAコミッショナーVicha
Mahakun氏による特別講演会

場所：法政国際教育協力研究センター2階CALEフォーラム
時間：16：30～18：00
講演題目：「The Activities of the Anti-Corruption Committee and
the Academy, Your Own Role and Experience Inside and Outside
of Thailand (Internal and International Experiences)」
講演者：Vicha Mahakun氏(チュラロンコン大学教授)
参加費：無料

博士課程教育リーディングプログラム
「法制度設計・国際的制度移植専門
家の育成プログラム」
leading@law.nagoya-u.ac.jp

6月14日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第2回理学部

場所：河合塾名駅キャンパス名古屋校(名古屋市中村区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「地球を支える植物を研究する」
講演者：東山哲也(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
内容：講演、懇談会
定員：70名
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料

［今後の開催予定］
7月5日(日)、8月29日(土)、9月13日(日)、10月11日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

6月18日(木)
第4回減災連携研究センター
シンポジウム

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～17：30
講演題目：「巨大地震の前に考える　(その1)建築耐震」
講演者：福山　洋(減災連携研究センター客員教授)、梶原浩一(同
客員教授)、他
内容：減災連携研究センターの活動報告、他
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

6月20日(土)
理学研究科物理系研究室紹介・
大学院入試説明会、研究室訪問

場所：理学部B館5階B5講義室
時間：13：00～
内容：説明会、研究室訪問

理学部・理学研究科物理事務室
052-789-2876

6月27日(土)、
7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

6月6日(土)
理学部・理学研究科事務部
052-789-2394
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6月28日(日)

東海がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン平成27年度市民
公開講座
「子どものがん」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～16：10
講演題目：「深めよう親子の絆－がんと伝えることの大切さ」
講演者：伊藤麻子(医学部附属病院副看護師長)
講演題目：「小児がん医療の現状」
講演者：土居崎小夜子(医学部附属病院医員)
講演題目：「小児がんの子どもと家族に寄り添う支援－子どもの力
を信じて引き出す関わりを考える－」
講演者：佐々木美和(医学部附属病院チャイルド・ライフ・スペシャリ
スト)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

7月4日(土)～
25日(土)
(日・月曜日休
館)

7月24日(金)～
9月5日(土)
(日・月曜日休
館)

7月5日(日)～
9月6日(日)

平成27年度名古屋大学
ラジオ公開講座

放送局：東海ラジオ放送(1332KHz)
時間：11：00～11：30
テーマ：「秩序と渾沌」(全10回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

7月25日(土)、
8月29日(土)

ミクロの探検隊 
「名古屋大学のムシを電子顕微
鏡で観察しよう！」

場所：博物館2階実験室、展示室、東山キャンパス
時間：10：00～15：30
テーマ：「観察園のムシⅠ」(7/25)、「観察園のムシⅡ」(8/29)
内容：本学構内で各自ムシを採集し、実体顕微鏡、走査型電子顕
微鏡を使用し微細構造の観察をしながら分類や働きを学ぶ
定員：各21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

8月18日(火)～
10月15日(木)
(期間内の火・
木曜日)

平成27年度名古屋大学公開講座

場所：ES総合館1階ESホール
時間：18：00～19：30
テーマ：「秩序と渾沌」
定員：200名
対象：一般(満18歳以上)
参加費：9,460円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

8月30日(日)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：理学研究科附属臨海実験所(三重県鳥羽市)
時間：11：00～16：20
テーマ：「磯の生物を採集し、受精発生のしくみを調べてみよう」
内容：磯生物の観察、ウニの配偶子観察と受精実験、ウニの発生
観察、ホヤの講義、他
対象：小学5年生から高校生
参加費：無料

理学研究科附属臨海実験所
教授　澤田　均
hsawada@bio.nagoya-u.ac.jp

9月8日(火)、
9日(水)

持続可能でレジリエントな都市計
画を目指して

場所：環境総合館1階レクチャーホール
内容：日本学術振興会の2国間交流セミナーとして、ドイツドレスデ
ンにあるライプニッツ生態都市・地域開発研究所の主要研究者7名
と、環境学研究科都市環境学専攻の教員13名が、防災、環境保
全、エネルギー、温暖化対策など様々な観点から討論を行う(同時
通訳付)
参加費：無料

環境学研究科
教授　清水 裕之
052-789-3745

博物館事務室
052-789-5767

「第四紀における人類の進化と文化」(7/4～25)
「鈴木五郎－磁気と石の融合ワ－ルド」(7/24～9/5)

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館スポット展示
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LECTURE IN ENGLISH BY

Vicha Mahakun
 

National Anti-Corruption Commissioner 
(NACC) of Thailand 

Professor of Law, Chulalongkorn University 
Former Supreme Court Justice (Thailand)

FRIDAY,  JUNE 12, 2015 
16:30-18:00,  CALE Forum

The Activities of the Anti-Corruption 
Committee and the Academy,  

Your Own Role and Experience Inside and 
Outside of Thailand 

(Internal and International Experiences)

To register for attendance please e-mail to leading@law.nagoya-u.ac.jp 
For more information email: hito@law.nagoya-u.ac.jp

“Cross-Border Legal Information Design” Program, 
Graduate School of Law  NAGOYA UNIVERSITY
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