
平成２７年７月２９日

平成２７年度 第４回 名古屋教育記者会懇談会

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み
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Ⅱ 輝け！名大生

２ 男子チアリーディングサークルＳＰＩ ＤＥＲＳ 

Ⅲ 行事・ トピックス

３ あいちサイエンスフェスティバル開催のお知らせ

４ ホームカミングデイの開催について（ １０／１７ 

※平成27 年度名古屋大学国際交流貢献顕彰について

５ 名古屋大学学術奨励賞（ ７／１７授与式）

Ⅳ その他

６ 第２３回世界スカウト ジャンボリー（ ７／２８～８／８。

１０×１０×１０キャンペーンについて

７ 「 平成27 年度 名古屋COI 拠点成果発表会」

  「 グローバルモビリティ拠点サミット 2015」

※Ｔ ＯＣ有明コンベンショ ンホールにて８／２８開催

８ 今後の行事予定

９ 名古屋大学レクチャー２０１５（ ９／６

次回開催  ９月３０日（ 水） １４： ００～ （ 広報プラザ）    以上



人類の幸福に貢献する「勇気ある知識人」の育成 ノーベル賞受賞者輩出など人類の知を持続的に創出

世界の誰もが選びたくなるキャンパスの実現
アジアと学び世界に挑む人材の育成

イノベーションへの貢献と社会的価値の創出

シェアドガバナンスをふまえた総長のリーダーシップによる自律的なマネジメント改革
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松尾清一

Nagoya University Matsuo Initiatives for Reform, Autonomy and Innovation 2020
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ワールドクラスの教育研究活動、 アジア展開と多様化、 連携によるイノベーショ ン創出、

自律的なマネジメント 改革により、 名古屋大学を世界屈指の研究大学に成長させる

行動目標

① 国際標準の教育の推進により、 様々 な場面でリーダーシップを発揮し人類の幸福に貢献する「 勇気ある知識人」 の育成

② ノーベル賞受賞者輩出など世界屈指の研究大学として人類の知を持続的に創出

③ アジアと共に学び、 男女共同参画など多様性を尊重する大学を実現

④ 世界有数の産業集積地にある基幹大学として、 産学官連携を含む多様な連携によるイノベーショ ンへの貢献と社会的価値の創出

⑤ シェアドガバナンスをふまえた総長のリーダーシップにより諸改革を自律的に推進

目 標

事  業  計  画 

国際標準の教育の推進により、 様々 な場面でリーダーシップを発揮し人類の幸福に貢献する「 勇気ある知識人」 の育成

●組織改革による教育における機能強化の推進 

●教育課程の３方針（ 学位授与、 教育課程編成、 入学者受入れ） の精

査と附属高校との連携などを通じた高大接続の推進 

●個別選抜の改革やアドミ ッショ ンセンターの設置を通じた、 世界に

挑む優れた学生の獲得 

●国際通用性を高める教育制度改革（ クォーター制導入等） とカリキ

ュラム改革（ ジョ イント ディ グリープログラムの設置・ 推進等）  

●教育の質保証システムの構築 

●リーディ ング大学院やビジネス人材育成センターの成果を発展させる支援

組織の整備 

●企業と連携・ 協力した社会人大学院教育プログラムの充実 

●多様な学生に対するきめ細かな支援の充実

ノーベル賞受賞者輩出など世界屈指の研究大学として人類の知を持続的に創出

●高等研究院、 WPI、 未来社会創造機構等を中心とした世界ト ップレ

ベルの研究の推進と成果の社会発信 

●分野横断的で独創的な研究拠点支援による全学の基盤的研究の促進 

●若手、 女性、 外国人等、 多様な研究人材の確保と世界の研究リーダ

ーの育成 

●AC21など国際ネット ワークを活かした世界ト ップ大学との組織的な国際

共同研究教育の推進 

●アジアにおけるハブ大学を目指した、 サテライト キャンパスなどのネット

ワークを活用した共同教育研究の展開 

●全学の設備機器の共用と、 University Research Administrator等による

研究推進支援体制の充実 

「 世界の誰もが活動の場として選びたく なるキャンパス」 の実現と、アジアと学び世界に挑む人材の育成による持続可能な世界の構築への貢献

●教育研究環境整備により留学生を2020年までに3,000人、 外国人

教員等を650人へ 

●学生の海外留学者を2020年には1,000人へ 

●G30の成果に基づく 留学生受入れプログラムと英語講義の拡大

（ G30Next）  

●海外に派遣する学生教職員の危機管理体制の整備と充実 

●国際化に対応したキャンパス環境の充実 

●ASEANネット Plusなどアジア戦略の展開 

●アジアサテライト キャンパスの着実な展開 

●東海地区の大学連携による国際化の推進  

世界有数の産業集積地にある基幹大学として、 産学官連携を含む多様な連携によるイノベーショ ンへの貢献と社会的価値の創出

●未来エレクト ロニクス集積研究センターなどの整備によるオープン

イノベーショ ンのための新しい産学官連携研究開発体制の構築 

●COIプログラムの発展等、 強みのある異分野融合研究の組織的な強

化 

●産学協同研究講座や産学協同研究所などの誘致による産学連携体制

の強化 

●技術移転やベンチャー企業育成などを通した新産業創成への貢献 

●アント レプレナー教育や産学連携教育などの推進による社会的価値の創出

に貢献できる実践的な人材の育成 

●減災連携研究センターなどを中心とした安全・ 安心な持続的社会形成のた

めの産学官民連携モデルの構築と地域強靭化への貢献 

次世代医療をリードし、 国際水準の臨床研究と診療、 人材育成を行う中核拠点としての附属病院機能の一層の強化

●がん、 移植医療など特に強化すべき分野の組織整備を推進 

●最先端医療機能強化棟の新設及び中央診療棟の再編等、 スペースの

有効活用のための「 病院整備プラン」 策定 

●海外拠点を利用した内視鏡分野の展開、 タイバンコク病院との連携

等による病院機能の国際展開の推進 

●医療人材有効活用促進事業など次世代を見据えた地域医療連携の強化 

●医療法に基づく 「 臨床研究中核病院」 の承認取得等による革新的医療技術

創出拠点として最先端臨床研究の推進 

●安全な医療を提供するための「 病院質向上推進本部」 等を中心としたモニ

タリング体制の強化、 医療の質向上のための人材育成 

国立大学の附属学校としての機能の点検と推進、 大学の発展への活用

●高大接続の推進、 個別選抜方法の改革への取組 ●先進的な中等教育プログラムの推進、 長期短期の留学生受入れ数拡大によ

る中等教育のグローバル化の推進 
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目 標

事  業  計  画 

シェアドガバナンスをふまえた総長のリーダーシップにより諸改革を自律的に推進

●教育研究機能の強化をはかるため、 教育研究組織改革を推進（ 工学系、 情報系、 人文・ 社会科学系の教育研究組織の全学的な見直しによる）

・ モノづく りをグローバルにリードする人材育成のための工学部・ 工

学研究科の再編 

・ 新たな価値を創造し、 人類の直面する課題解決に挑む、 幅広い情報

関連人材育成を目指す学部・ 研究科の設置 

・ グローバル化時代に必要な異文化理解力を備えた人材の育成に向けた人文

系教育研究組織の再編 

・ 地球規模の課題解決に挑む国際開発研究科の機能強化 

・ 宇宙から地圏までの一体的な研究を展開する宇宙地球環境研究所の設置 

・ 革新的省エネルギー研究を先導する未来材料・ システム研究所の設置 

●世界屈指の研究大学を支える財務基盤の構築

・ 産学連携を通じた共同研究、 企業研修による外部資金の獲得等、 多

様な財源の確保 

・ 研究、 教育に関する競争的資金、 補助金を獲得するための支援体制

の強化 

・ 管理業務、 研究・ 教育における経費管理の徹底 

・ 大学の機能強化の観点からの戦略的なリソースの配分、 資産の効率的活用

・ 2021年（ 創基150周年） に向けての基金目標100億円 

・ 財務戦略チームの設置による学内外のノウハウを活かした財務戦略の構築

・ 病院機能強化による安定的な附属病院収入の確保 

●世界水準のキャンパスへの「 創造的再生」

・ 教育研究環境の質的向上を図り、 将来像を共有するための「 キャン

パスマスタープラン」 の改訂と実行 

・ 持続可能なキャンパス実現のための施設マネジメント 計画の策定と実行 

●世界・ アジアと連携した男女共同参画の推進

・ 男女共同参画推進のための拠点の設立 

・ 女性教員の比率20％を目指した女性教員採用枠（ PI、 若手） の拡

充及び女性管理職の登用推進 

・ 育児と仕事の両立を可能とするモデル化事業の実施 

・ 産学官連携による男女共同参画の推進 

●名古屋大学のミ ッショ ンを達成するための運営基盤の強化

・ コミ ュニケーショ ンを重視した総長のリーダーシップによる効率

的、 弾力的な資源（ 人員、 予算、 施設・ 設備） の再配分 

・ 重要な施策や課題の検討について、 ネット ワークガバナンスなど

多様な手法の活用 

・ 大学のガバナンスを支える運営基盤組織（ 職員組織） 及び教職員の

マネジメント 能力の強化 

・ エビデンスに基づいたリーダーシップを発揮するためのIR（ Institutional 

Research） 機能の強化 

・ 年俸制、 クロスアポイント 、 テニュアト ラック等の人事制度改革の着実な

推進 

●世界で卓越した大学にふさわしい内部統制と新たなリスク管理体制の整備、 構成員のコンプライアンス意識の向上

・ 内部統制システムの構築・ 整備を促進するとともに、 構成員に対し

て法令遵守・ ガイドラインの順守の徹底及び啓蒙活動の実施 

・ 各種の多様なリスク情報に関する発信・ 受信力及び当該リスク情報

共有ネット ワークの強化 

・ 各種リスク管理の専任専門家の適切な配置と連携強化 

・ グローバルなリスク管理における国外の大学・ 関係機関との連携を強化 
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名古 屋教育記 者会懇談 会

2015年7月29日

小川 健一

男子 チアリーディングチーム名 古屋SPIDERS
第一期副 キャプテン

1

5

資
料

２



SPID ERS活 動理念 2

『男 子チアを常識に』
とは 具体的に

野球

サ ッカー

陸上バスケ

卓 球
バ レーボール

部活・ サークル選びの選 択肢の一つに！

新
入
生
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男 子チアとは 3
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プレイヤ ーの声 4

身長 ・体重

関係なし！！

気分だけは

アイドル ♪笑

自分にしか

できない技がある！

短所が短 所に
ならない！

新 しいもの を

世 の中に生み 出す
や りが い！

人前 に出るの が

苦にならなくなった！

人を楽 しませるのが

楽しい！

青 春。
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2013年11月12日 チーム結成！
2014年4月25日 イベント初演 技披露＠モリコロパーク

2015年6月17日 今池 商店街フェスティバル ５＠千種 小文化劇場

結 成～現在 チーム理 念：『 男子チアを常識に』

・ 活動期間： 約20ヶ月（うち演技披 露期間：約 15ヶ月）

・ 演技回数：20回 ・人 数：18名（うちマネージャー5人 ）

ひと月あたりの演 技回数：1.25回

SPID ERSの これまで 5

9



SPID ERSの 出演状 況について

出演カ テゴリ

（全20回）

イベント

大学祭

大会

部活動関 連

13

出 演依頼について

（大会除 く全18回）

主催者 側から

SPIDERS側から

1
2

5

12

5

・主催者 側からの依 頼による出 演がほとんど

・SPID ERSからの依 頼による出 演は

５回すべ て学 祭

・イベント出 演が中心

・半年に一 回の大会には 積極的に出場

・部活動 関連での出演回 数が少ない

6

1
0



今 後の課題

・人数が 少ない（多 けれ ば多い方がいい）

・学祭期 間に出演回数 が集中している

・部活動 やチーム との連 携（試合ハ ーフタイ ムでの演 技）が少ない

・知名度 がまだまだ低 い 経験 的に感じる

『男子チアを常識に』するというチーム理 念に対して

今後のチーム課題

7

1
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今 後の施策

これまでのイベント中心の出 演を維持 しつつ、

部活動との連 携を増や していく。 （ハーフタイム出演等 ）

これまでは 知り合 いに出 演の働き かけを行ってきたが、出演 は一回の み。

今後 は知り合いに加え、部 活動幹部 への直接的 なアプローチを 実施する。

2年 後の名大 主催の七 帝戦を

男子 チアで盛り上 げる

SPID ER Sとして

・経験 と実 績を積む

・部活 動とのパイプ構築

・人数 を増やす

・技術 の向上

『男 子チアを常 識に』

8

・男子チアの良さを知 ってもらう

・男子チアをスポーツのジャンルとして確立

1
2



今 後の活動 予定（決 定分） 9

夏休 み期間 全体練習 週3回（ 日・火・木 9:00～14:00）

8月16 日(日) イベント@アスナル金山

10月 25日(日) Japan O pen@代々木 体育館

10月 31日(日) 大 学祭@南山 大学、中 京大学

11月1 5日(日) リニモ沿線合同 学園祭 @モリコロパーク

1
3







平成２７年度名 古屋大学 国際交流 貢献顕 彰受賞候 補者一覧

Bounfeng
PHOUMMALAYSITH
（ブンフェー ン　プーム
マライ シット）

ラオス保健 省　官房 長 カンボジア 19 63/9/25 52

名 古屋大学 同窓会
ラオス支部 長

2 004年9月 医学系研 究科修士 課
程 （YLP)修了

(７)

＜同 窓会設 立の経緯 及び歴史 ＞
従来 より現地同 窓生から同 窓会設 立の希望 があったが、
201 2年12月 の総長の ラオス訪 問に合わせて同窓 会支部設
立を 行うこととなった。 但し、ラオスでは、 本国直轄 の同窓 会
支部 を作ることは制度的 にむずかしく、JAOL(ラオス元 日本
留学 生会）の ひとつの部門（JAOL名古屋大 学グループ）と
いう形態となった。全 学同窓 会としても従来 とは 異なった形
式での設 立に迷うところ があったが 、最終的 にこの形態しか
ないとのであり設立 に応 諾した。会員60 名。

全学同窓 会長から
推薦有

林紅　 （ リ ン　 ホン）中 国清華大 学教授 中国 19 64/5/31 51
1996年修了
名古屋大学大学院工学研究科
物質化学専攻　 博士後期課程

（２）（３）（ ６） 北京支部

・20 08年より継 続して、名 古屋大 学河本邦 仁教授（ 現在名誉
教授 ）と共に、名大 ―清華大 ―トヨタ（ NTT）合同シンポジウ
ム― ―二十一 世紀の 材料科学 とナノテクノロジーを実施
・後 に中 国へ戻 り電 子科技大 学、四川 民族大学 で教 授と
なった2名のJSPSポスドク研究 員を初 め、多数の 優秀な学
生を 、名古屋大学へ 推薦してきた。
・ここ数 年間、名 古屋大学 元総長 の平野眞 一教授、 濵口道
成教 授が訪 中の際は いつも一緒に歓談 会を行い、母 国と日
本の 架け橋として、両国の 友好促進 に貢 献している。

JOSEPH S.
Masangkay (ジョセフ
S.  マサンカイ )

フィリピン大学 ロスバニョス校
獣 医学部　 名誉教授
* (フィリピン支部 監査役）

フィリピン 19 47/10/2 68
農 学研究科
博 士課程
S58年 修了1

（２） フィリピン支 部

・19 70年代か ら現在まで、 様々な形で名古屋 大学と共同研
究を 行っている。
・フィリピン大学 ロスバニョス校 獣医学部 と本 学の架け橋 とな
り、学生 、教員を国費留学 生として派 遣してき た。そうして帰
国した元留 学生達が 、また次の 世代を国費生として送り出し
ている。
  200 0年生命 農学研究 科　外部 評価委員
・単 著論文３８件、共 著論文 ４５件
・臨 床獣医学 の分野 において著名であり、多くの受賞 歴があ
る

資格・要 件
（１）学問 の研鑽 ・創造的 な研究 活動において、国際的 な評 価を受けた者、 又は本学 の国際的 な名 誉を著しく高めた者
（２）国際 共同研 究及び国際 学術交 流の促進・支援に優れ た貢 献をした者
（３）留学 交流、共 同教育 プログラム の開発等 の促進 ・支援に優れ た貢 献をした者
（４）国際 的な産学連携 活動の 促進・支 援に優れた貢献を した者
（５）国際 協力活 動、国際 交流活動 等の促進 ・支援に優 れた貢献をした者
（６）母国 と日本の架 け橋として、両 国の友好 促進に優れ た貢 献をした者
（７）名古 屋大学 全学同窓 会海外支 部長

業 績、功労等 備考推薦部 局等国籍現　　　　 　職氏名 （フリガナ）

年齢 は、受賞式の日 とする。

生年月 日 年齢 名 古屋大 学との関係 該当する資格

1
7
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王　成宇
（ワン　ソンウ）

白石大学校教授 韓国 1951/4/29 59
1987年9月農学研究科後期博
士課程

--
(7)海外同窓会
支部長

H22.10.16 出席

Sayeedul Islam Khan
（イスラム　カーン）

GRAM BANGLA
Sangstha代表

バングラ
デシュ

1942/1/12 68
1980年3月工学研究科後期博
士課程修了

--
(7)海外同窓会
支部長

H22.10.16 出席

Khalid Rashid
（ハーリド　ラシッド）

CIIT(COMSATS
Institute of
Information
Technology)国際リエ
ゾンオフィス担当

パキスタ
ン

1949/4/20 62
1978年工学研究科博士学位取
得

工学研究科
(6)母国と日本の架け橋とし
て、両国の友好促進に優れ
た貢献をした者

H23.10.15出席

楊　立
（ヨウ　リツ）

上海交通大学化学
工学院教授、全学同
窓会上海支部幹事
長

中国 1962/8/24 48
1997年3月工学研究科博士後
期課程修了

上海支部 （１）、（２）、（６） 欠席

Apinun Suprasert
（アピナン　スプラ
サート）

カセサート大学教授 タイ 1955/2/10 56
1988年農学研究科博士後期課
程修了

--
(7)海外同窓会
支部長

H23.10.15出席

潘　偉
（パン　ウェイ）

清華大学・教授 中国 1956/11/28 55

1990.3　工学研究科
　　　　　博士課程後期課程修了

--
(7)海外同窓会
支部長

24.10.20表彰予
定

LE THANH LONG
（レ　タイン　ロン）

ベトナム司法省副大
臣

ベトナム 1963/9/23 49
2003.3　法学研究科
　　　　　博士課程後期課程修了

--
(7)海外同窓会
支部長

24.10.20表彰予
定

Altantuya
JIGJIDSUREN
(アルタンツーヤ　ジ
グジドスーレン)

アジア開発銀行社会
部門担当官
（全学同窓会モンゴ
ル支部長）

モンゴル 46

名古屋大学同窓会
モンゴル支部長

2004年9月医学系研究科修士
課程修了

(モンゴル支部長）
（７）名古屋大学全学同窓会
海外支部長

25.10.19出席

洪　庚明
(ホン　ゲンミン)

上海財経大学法学
部　准教授

中国（上
海）

49

名古屋大学全学同窓会上海支
部幹部

1999年法学研究科博士課程後
期課程修了

上海支部

（５）国際協力活動、国際交
流活動等の促進・支援に優
れた貢献をした者
（６）母国と日本の架け橋とし
て、両国の友好促進に優れ
た貢献をした者

25.10.19出席

Nandang Rahmat
(ナンダン　ラフマット)

パジャジャラン大学
人文学部
文学研究科長

インドネ
シア

56
2000年3月国際開発研究科博
士課程後期課程修了

国際開発研究科

（２）国際共同研究及び国際
学術交流の促進・支援に優
れた貢献をした者
（６）母国と日本の架け橋とし
て、両国の友好促進に優れ
た貢献をした者

25.10.19出席

Mammoun
SAMRETH
（マモーン　サムレト）

Senior legal advisor
and head of
Japanese Desk
HBS Law

カンボジ
ア 1979/10/9 35

名古屋大学同窓会
カンボジア支部長

2010年11月国際開発研究科博
士課程後期課程満期退学

--
（７）名古屋大学全学同窓会
海外支部長

欠席

San San Htay
（サン　サン　テイ）

マンダレー大学予防
社会医学講座長

ミャン
マー 1964/6/30 50

2009.9　医学系研究科ヤング
リーダーズプログラム修了

医学系研究科
（２）国際共同研究及び国際
学術交流の促進・支援に優
れた貢献をした者

26.10.18出席

Shahidul　Haque
(シャヒドゥル　ハク)

バングラデシュ農業
大学　教授

バングラ
デシュ

1962/11/1
5

51
1999　生命農学研究科博士課
程後期課程修了

バングラデシュ支部

（１）学問の研鑽・創造的な研
究活動において、国際的な
評価を受けた者、又は本学
の国際的な名誉を著しく高め
た者
（２）国際共同研究及び国際
学術交流の促進・支援に優
れた貢献をした者
（５）国際協力活動、国際交
流活動等の促進・支援に優
れた貢献をした者
（６）母国と日本の架け橋とし
て、両国の友好促進に優れ
た貢献をした者

26.10.18出席

第3回
（H24年度）

第4回
（H25年度）

第5回
（H26年度）

第2回
（H23年度）

国籍現　　　　職氏名（フリガナ）

第１回
（H22年度）

回 受賞式

名古屋大学「国際交流貢献顕彰」受賞者一覧

生年月日 年齢 名古屋大学との関係 資格・要件推薦等組織
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「平成27年度 名古屋COI拠点成果発表会」及び「グローバルモビリティ拠点サミット2015」 

開催概要 

名古屋COI拠点では、･部科学省と科学技術振興機構（JST）の「･新的イノベーション創出プログラ

ム（COI STREAM）」の採択を受け、「･齢者が元気になるモビリティ社会」の実現に向けて、10年後を

･通した研究開発を、産業界・･学・･政と連携して推進しています。今回は、事業開始から3年･を迎

えた本拠点の取組と研究成果を紹介します。また、海外のモビリティ研究拠点から先進的な取組をご紹介

いただき、パネルディスカッションでは、「･齢者社会×･動運転」について議論していきます。産学連

携の研究成果を着実に社会実装するためのシナリオや、そのシナリオの中でグローバル連携が担うべき

役割についても議論を･います。     * COI=Center of Innovation（センター・オブ・イノベーション） 

･ 時：平成27年8･28･（･） 

    「平成27年度 名古屋COI拠点成果発表会」 10：30 13：30 

       「グローバルモビリティ拠点サミット2015」 13：30 17：40 

会 場：TOC有明コンベンションホール 4階 EASTホール 

（東京都江東区有明3丁･5番7号） 

りんかい線「国際展･場駅」から徒歩3分、ゆりかもめ「国際展･場正･駅」から徒歩4分 

http://www.toc-ariake.jp/access.html 

対 象：産学官連携事業に係る･政、･学、企業関係者 

参加費：無料 

定 員：200名 

主 催：国･･学法･名古屋･学 未来社会創造機構 

名古屋COI拠点の概要は、パンフレットをご参照くだ

さい。 

【申込･法】 

 ウェブサイトからお申込み 

 http://www.coi.nagoya-u.ac.jp/news/20150828.html 

【お問合せ先】 

   名古屋･学 未来社会創造機構 研究･援室  

電話：052-788-6055  E-mail：info@coi.nagoya-u.ac.jp 

【関連･事】 

◆ イノベーション・ジャパン2015  ･学･本市＆ビジネスマッチング

 会期：平成27年8･27･（･）9：30 17：30 ／ 8･28･（･）10：00 17：00 

 会場：東京ビッグサイト（東京国際展･場）･展･棟 ･1ホール 

 主催：国･研究開発法･科学技術振興機構、国･研究開発法･新エネルギー・産業技術総合開発機構 

共催：･部科学省、経済産業省 

◆ ＪＳＴフェア2015 科学技術による未来の産業創造展 

会期：平成27年8･27･（･）10：00 17：30 ／ 8･28･（･）10：00 17：00 

 会場：東京ビッグサイト（東京国際展･場）･展･棟 ･３ホール 

 主催：国･研究開発法･科学技術振興機構   共催：･部科学省 

JSTフェア会場 
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プログラム 

◆「平成27年度 名古屋COI拠点成果発表会」 

持続可能な･齢社会実現のためには、･齢者が年齢格差、地域格差、個･差なく、活き活きと･活し、

活動できることが不可･です。名古屋COI拠点では、「･齢者が元気になるモビリティ社会」をビジョン

に掲げ、･齢者が【安全に、安･に、楽しく･こう】と思えるクルマ、そのクルマに乗って【町に出よう】

となる情報サービス、その町で【元気にいこう】と･える社会参画のしくみの社会実装を･指していま

す。ビジョン実現の鍵となる研究開発テーマの最新の成果をご紹介します。 

司会：原･哲之理（名古屋COI拠点 産学連携リーダー） 

10：30 10：45  開会挨拶・名古屋COI拠点の概要紹介 

プロジェクトリーダー 江崎研司 

（トヨタ･動･株式会社 技術統括部担当部･） 

  ＜研究成果の概要紹介＞ 

10：45 11：05 【モビリティ部･】 

部･･ ･宮芳樹（名古屋･学未来社会創造機構 特任教授） 

11：05 11：25 【モビリティ部･ ･間・加齢特性グループ】 

グループリーダー ･森等（名古屋･学未来社会創造機構 特任教授） 

11：25 11：45 【情報基盤部･】 

部･･ 武･･哉（名古屋･学未来社会創造機構 教授） 

11：45 12：05 【サステナブル基盤部･】 

部･･ 新井史･（名古屋･学未来社会創造機構 教授） 

   12：05 13：30  ポスターセッション・展･（部･ごとによる研究成果発表） 

＜実験･両･･デモ＞ 

12：15 13：10  実験･両･動･･デモ 

TOC有明駐･場7階 
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◆「グローバルモビリティ拠点サミット2015」   ･英同時通訳あり  

本サミットでは、海外のモビリティ研究拠点から、各拠点が･指すビジョンや最新の取組をご紹介いた
だき、パネルディスカッションでは、「･齢者社会×･動運転」について議論を･います。 

13：30 13：40 司会・開会挨拶 
森川･･（名古屋COI拠点 モビリティ部･ 交通・情報システムグループ 
交通マネジメントユニットリーダー） 

＜海外モビリティ研究拠点の紹介＞ 
 13：40 14：10 招待講演(1) 

Mr. Pieter Noordzij, 
Business Development Manager, 
High Tech Automotive Campus, The Netherlands 

14：10 14：40 招待講演(2) 
Prof. Mark Lawford, Ph.D.,  
McMaster Institute for Automotive Research 
and Technology (MacAuto), McMaster University, Canada 

14：40 15：10 招待講演(3) 
Assoc. Prof. Angkee Sripakagorn, Ph.D., 
Director of Smart Mobility Research Center (SMRC), 
Chulalongkorn University, Thailand 

15：10 15：40 招待講演(4) 
Prof. Huei Peng, Ph.D., 
Department of Mechanical Engineering, 
University of Michigan, USA 
Associate Director, U-M Mobility Transformation Center 
Chair of the MTC Faculty Council 
Director of U.S.-China Clean Energy Research Center (CERC) 

15：40 16：00 休憩 

16：00 17：30 パネルディスカッション「･齢者社会×･動運転」 

 2007年に世界で最初に超･齢社会を迎えた･本は、2030年には3･に1･が65歳以上、5･に1
･が75歳以上となることが予測されています。･齢者社会において、･動運転が切り拓く未来について
展望し、「すべての･がいつでも、いつまでも、･動・活動でき、･との深い絆を基礎に、安･して･き

ていける社会」を実現するために、世界のモビリティ研究拠点と連携して担う役割について、議論を･い
ます。 

パネリスト： 
・招待講演者：上記4名 
・北﨑智之（国･研究開発法･産業技術総合研究所 ･動･ヒューマンファクター研究センター･） 

・井上秀雄（トヨタ･動･株式会社FP(Future Projedt)部 先進･動･研究リーダー，東京農･･学 
客員教授） 

・森川･･（名古屋COI拠点 モビリティ部･ 交通・情報システムグループ 交通マネジメントユニ

ットリーダー） 
・志賀幸弘（幸･町 企画部 企業･地課 企業･地監） 

モデレーター：･宮芳樹（名古屋COI拠点 モビリティ部･･） 

17：30 17：40 まとめ 
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 ◆ 海外モビリティ研究拠点の概要 

 High Tech Automotive Campus, The Netherlands 

ハイテクオートモーティブキャンパスは、オランダ南東部にある･業都市アイントホーフェンに位置

している。オープン・イノベーションのコンセプトのもと、･規模な･間研究施設が解放されており、

IT関連を中･とした世界的企業、中･・ベンチャー企業が･地している。スマート社会における･動

･、センサーネットワークに向けた、超低消費電･な近距離通信･無線技術の開発に･を･れている。 

http://www.automotive-industry.nl/media/downloads/8097%20GHEZ%20LF_HTAC-

UK-03.pdf

 McMaster Institute for Automotive Research and Technology (MacAuto), 

McMaster University, Canada 

マクマスター･動･研究・技術研究所（MacAuto）は、カナダ最･の都市、オンタリオ州トロントの

･約60kmに位置する･動･関連の研究機関で、産学官連携で新技術や材料の商業化等を･指してい

る。 

http://macauto.mcmaster.ca/

The Smart Mobility Research Center (SMRC), Chulalongkorn University, Thailand 

タイの最･学府であるチュラロンコン･学（バンコク）のスマートモビリティリサーチセンター

（SMRC）は、･学部の機械･学、電気･学、化学･学等の研究者が連携して、ITS技術を活･した予

防安全技術の確･を･指している。 

http://www.smartmobility.eng.chula.ac.th/Home.html

The University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI),  

University of Michigan, USA 

ミシガン･学交通研究所（UMTRI）は、･動･産業の都市であるアメリカ・デトロイト近郊のアナー

バーにあり、連邦運輸省やミシガン州交通局と･体となって、2012年から約3,000台の･両が参加す

るコネクティッド・カー（クルマ同･が通信し合い、事故や渋滞を防ぐクルマ及びシステム）

の実証実験を実施している。 

http://www.umtri.umich.edu/
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

3日(月)、
18日(火)、
31日(月)

役員会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

19日(水) 研究科委員会(理学研究科)

27日(木) 教授会(生命農学研究科)

名古屋大学 平成27年8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

5月26日(火)～
9月26日(土)
(日・月曜日、8
月13日～15日
休館)

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］(8/1)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「チェレンコフ望遠鏡で探る宇宙線のふるさと」
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

6月10日(水)～
9月30日(水)
(日・祝日、8月
8、13～15、22、
25～31日休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「伝染病と闘ってきた－虎列刺
窒扶私 痘瘡 實布垤利亞 黒死病
そして－」

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)(8/10～9/30は9：00～17：00)、13：00～
17：00(土曜日)
内容：医学部史料室(附属図書館医学部分館4階)に所蔵する史料
の中から、「伝染病予防法」施行前後の人間と伝染病との歴史に関
連する古医書、掛図などを展示公開する
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

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6日(月)～
10月30日(金)
(土・日・祝日、
8月13日～16日
休館、8月29
日、10月10日
臨時開館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示
「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」

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

［関連ワークショップ］「切り紙実演」
8月5日(水)　10：00～12：00
8月27日(木)　10：00～12：00
10月10.日(土)　11：00～12：00、13：30～15：00
講師：石川進一朗氏(切り紙作家)

博物館事務室
052-789-5767

7月21日(火)～
8月29日(土)
(日・月・祝日、
第2・第4火曜
日、8月12日～
15日休館)

減災館第8回特別企画展
「避難生活に備える」

場所：減災館
時間：13：00～16：00
入場料：無料

「夏休みスペシャル減災教室2015」(8/1)
場所：減災館
時間：13：00～17：00
内容：スタンプラリー、体験ゲーム、ワークショップ、他
対象：小学生以上、一般

減災連携研究センター
052-789-3468

7月24日(金)～
9月5日(土)
(日・月曜日、8
月13日～15日
休館)

「鈴木五郎 石と陶器の融合アート」
場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

9月8日(火)～
10月24日(土)
(日・月曜日休
館)

「植物細胞壁のミクロの世界」
場所：ホワイエ(9/8～10/3)、博物館3階展示室(10/6～24)
時間：10：00～16：00
入場料：無料

7月25日(土)～
8月9日(日)

夏休みあいちサイエンスフェス
ティバル2015

場所：愛知県および周辺地域
内容：主に小学生から高校生向けの様々なサイエンス／ものづくり
イベントが集合する地域科学祭

9月19日(土)～
11月3日(火)

あいちサイエンスフェスティバル
2015

場所：愛知県および周辺地域
内容：様々なサイエンス／ものづくりイベントが集合する地域科学
祭

学術研究・産学官連携推進本部
特任講師　成　玖美
052-747-6527

博物館スポット展示
博物館事務室
052-789-5767
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7月29日(水) Campus Concert

場所：豊田講堂
時間：17：30～
演奏曲目：「前奏曲 嬰ハ短調 作品3-2」セルゲイ・ラフマニノフ、
「ディヴェルティメント」ロジャー・ブートリー、「ラプソディー・イン・ブ
ルー」ジョージ・ガーシュウィン、他
出演：安田文野氏(ピアノ)、田浦彩夏氏(ソプラノ)、原田実和子氏(ピ
アノ)、石川貴憲氏(サクソフォン)
対象：一般
参加費：無料

総務部広報渉外課
052-747-6558

7月29日(水)
社会貢献人材育成本部ビジネス
人材育成センター
博士のキャリアパスシンポジウム

場所：野依記念学術交流館1階
時間：13：00～17：00
内容：大学院生やポスドクらの今後のキャリア選択に有効な機会を
作る
定員：100名
対象：ポスドク、大学院生、研究者を目指す学生、教職員
参加費：無料

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

7月30日(木)～
8月12日(水)
(日・月・祝日休
館)

2008ノーベル賞展示室 ニュートン
著「プリンキピア」第2版(1713年出
版)オープンキャンパス特別展示

場所：2008ノーベル賞展示室(ES総合館2階)
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］(8/11)
時間：13：30～14：30
講演題目：「分子の光が拓く世界」
講演者：山口茂弘(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
内容：分子の発光を極めることによりどのような世界が広がるの
か、その未来を語る
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
052-747-6577

7月30日(木)、
10月24日(土)

2015年度第1回、第2回農場講演
会「微生物を利用して作物を守
る」

［第1回］
場所：東郷町イーストプラザいこまい館多目的室(愛知郡東郷町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「微生物を利用して作物を守る」
講演者：佐藤育男(生命農学研究科助教)
参加費：無料

［第2回］
時間：14：00～16：00
講演題目：「イネの品種のはなし(仮題)」
講演者：西内俊策(生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セ
ンター助教)
参加費：無料

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(附属農場)事務室
0561-37-0200

7月30日(木) 第81回ライフトピア連携研究会

場所：医学部保健学科本館2階第1講義室
時間：18：30～20：00
講演題目：「タイの地域保健について」
講演者：プンタウィ・パチャリン氏(ブラパ大学助教)
対象：学生、教員、医療関係者
参加費：無料

医学部保健学科THP人材育成室
教育研究支援室
052-719-3158

8月1日(土)、
2日(日)

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2015
「バイオサイエンス・バイオテクノ
ロジーを体験する」

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00
内容：最先端かつ魅力的な3つのコース「魚を使って生物学を学ぼ
う」、「コメの食味とDNA」、「自分の遺伝子をみてみよう」を、科学実
験を通して「体験」してもらう実験講座
定員：15名
対象：高校生以上、一般(両日参加可能な方)
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
052-789-5194

8月1日(土)

2015年日本建築学会賞(業績)受
賞記念行事
「名古屋大学 キャンパスマネジメ
ントによる創造的再生」
［第16回大学施設マネジメント研
究会］

場所：豊田講堂
時間：14：00～17：00
内容：講演、パネルディスカッション、他
対象：一般
参加費：無料(受賞記念パーティは5,000円)

施設管理部施設企画課
052-789-2115
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8月1日(土)
ミクロの探検隊  inメナ－ド美術
館

場所：メナ－ド美術館別館アネックス・ホ－ル(愛知県小牧市)
時間：13：00～16：00
講師：野崎ますみ(博物館研究員)、足立　守(PhD登龍門推進室特
任教授)
内容：電子顕微鏡を使って鉱物・昆虫・植物のミクロの世界を観察
する
定員：20名
対象：小学4年生から中学生
参加費：50円(保険料、別途入館券が必要)

博物館事務室
052-789-5767

8月1日(土)
第60回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：14：00～16：00
講演題目：「ナノテクがあなたを救う－未然に病気をふせぐ最先端
の健康診断」
講演者：馬場嘉信(工学研究科教授)、岡　弘章氏(パナソニック株式
会社バイオセンシング開発部長)
内容：手軽に健康状態を調べる”次世代健康診断技術”について、
ナノ技術を使った遺伝子の実験やパナソニックの開発状況を交え
ながら紹介する
定員：20名
対象：中学生、高校生
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員　戸次真一郎
052-747-6791

8月1日(土)、
8月21日(金)、
8月22日(土)、
8月28日(金)、
9月5日(土)、
9月12日(土)、
9月18日(金)、
9月26日(土)、
9月30日(水)

平成27年度防災人材育成研修
防災・減災カレッジ

場所：減災館2階災害対策室、環境総合館1階レクチャーホール
(8/22、9/5)、豊田講堂(9/30)
時間：9：30～17：00
講演者：廣井　悠(減災連携研究センター准教授)、飛田　潤(災害対
策室教授)、福和伸夫(減災連携研究センター教授)、山岡耕春(環
境学研究科附属地震火山研究センター教授)、他
内容：防災基礎研修
定員：60名
参加費：3,000円(防災基礎研修1日＋各コース2日間)、他

減災連携研究センター
052-789-3468

8月4日(火)

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：10：30～17：00
テーマ：「周期表の中のC、N、O、Fと身近な材料がどのようにくっつ
くか調べよう」
内容：炭素C、窒素N、酸素O、フッ素Fの4つの元素が身の回りの
「もの」とどういう反応をするか、撥水加工技術、電子顕微鏡、コン
ピュータシミュレーションで実際に体験する
定員：16名
対象：高校生
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員　梅村綾子
052-747-6527

8月20日(木)、
21日(金)

場所：IB電子情報館南棟4階462号室
時間：10：00～17：00(8/20)、10：00～17：30(8/21)
テーマ：「3Dプリンタを使って臓器モデルを作ろう！－医用画像処
理の体験」
内容：「CT画像」をコンピュータで処理する医用画像処理と3Dプリン
タの医療応用について学ぶ
定員：12名
対象：中学生、高校生(両日参加可能な方)
参加費：無料

情報科学研究科
助教　小田昌宏
052-789-5688

8月30日(日)

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：「海岸生物を採集し、受精発生のしくみを調べてみよう」
講演題目：「ホヤの受精のしくみ」
講演者：澤田　均(理学研究科附属臨海実験所教授)
内容：海岸に出かけて動植物を観察し、ウニやホヤ(雌雄同体)の受
精や卵割の様子を顕微鏡で観察する
定員：20名
対象：小学5年生から高校生
参加費：無料

理学部・理学研究科
臨海実験所東山分室
052-789-2514

8月4日(火)
昆虫・ふしぎ発見！木の中のキノ
コ栽培と子育て

場所：名古屋市鶴舞中央図書館1階第1集会室(名古屋市昭和区)
時間：13：30～15：00
講演者：梶村　恒(生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セ
ンター准教授)
内容：木に穴をほって生活している「キクイムシ」の講義と巣の様子
の観察
定員：15名
対象：小学3年生から中学3年生
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
特任講師　成　玖美
052-747-6527

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
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8月5日(水)～
7日(金)、
24日(月)

多元数理科学研究科2015年度
数学アゴラ夏季集中コース

場所：多元数理科学棟5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
内容：世界の第一線で活躍する研究者でもある多元数理科学研究
科の教員が平明な言葉で数理科学について語り、数理科学の有す
る魅力を紹介する
定員：100名
対象：高校生、高校教員、一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
052-789-5994

8月5日(水)

グリーンモビリティ連携研究セン
ター第21回次世代自動車公開シ
ンポジウム、CREST EMS領域 鈴
木チーム第1回シンポジウム
「車と家庭と地域が調和したエネ
ルギーマネジメントシステム」

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：9：50～17：10
内容：車と家庭と地域が調和した次世代のEMSについて多面的な
視点から意見交換する
定員：100名
対象：一般
参加費：無料(技術交流会は3,000円)

グリーンモビリティ連携研究センター
事務局
052-747-6722

8月6日(木)
平成27年度工学部
テクノサイエンスセミナー、
化学・生物実験講習会

場所：工学研究科1号館、総合研究実験棟、高効率エネルギー変
換研究施設西館
時間：8：45～16：00
テーマ：「夢を拓く化学・生物工学」
内容：応用化学、分子化学工学、生物機能工学に関する実験を体
験し、大学で化学・生物工学を学ぶおもしろさを体感する
定員：100名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学研究科
准教授　向井康人
052-789-3375

8月6日(木)
のぞいてみよう！プラズマと生物
と医療の不思議な世界

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：13：00～16：00
内容：プラズマ、生物、医療やその融合領域で世界トップをリードし
ている先生方が、その魅力と夢と未来についてデモや体験を交え
て分かりやすく紹介する
定員：100名
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員　戸次真一郎
052-747-6791

8月6日(木)
国際言語文化研究科
第13回日本語教育研究集会

場所：全学教育棟北棟4階多目的講義室(406号室)
時間：10：00～17：15
対象：一般

国際言語文化研究科
教授　杉村　泰
sugimura@lang.nagoya-u.ac.jp

8月7日(金)、
8月10日(月)、
8月11日(火)

2015年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂、他
時間：9：30～
内容：大学紹介、施設見学、学生生活あれこれ、女性研究者から
の情報発信、在学生との対話など様々なプログラムを用意
8/7　教育学部、経済学部、工学部
8/10　法学部、医学部医学科、農学部
8/11　文学部、情報文化学部、医学部保健学科(大幸キャンパス)、
理学部
参加費：無料

教育推進部入試課
052-789-2182

8月7日(金) 平成27年度工学部懇話会

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：13：00～17：00
テーマ：「高校・大学共同討論－社会を突き動かす人材の育成－」
講演題目：「名大工学部の概要(仮題)」、「各学科における教育・研
究内容と人材の育成(仮題)」
講演者：新美智秀(工学研究科教授)、他
対象：高等学校教諭

工学部・工学研究科教務課
052-789-3599

8月8日(土)、
8月22日(土)、
9月12日(土)、
9月26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
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8月9日(日)
第26回日本数学コンクール、
第19回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：IB電子情報館、津高等学校(三重県津市)、大手前高等学校
(大阪市中央区)、橋本市教育文化会館(和歌山県橋本市)、福井大
学(福井県福井市)
時間：10：30～
内容：科学・技術の基盤を担う夢とロマンを秘めた若者の才能を発
掘し、育成する
対象：高校生、高校生相当年齢の者(日本数学コンクール)、小学5
年生から中学生(日本ジュニア数学コンクール)
参加費：1,000円

研究協力部社会連携課
052-789-6484

8月9日(日) キッズ　ボタニカル・ラボ

場所：東山動植物園植物会館1階研修室(名古屋市千種区)
時間：13：00～16：30
講演者：瀨上紹嗣(生命農学研究科特任助教)
内容：大学の研究者と一緒に植物のチカラ「光合成」について実験
を通して詳しく学び、仮説を立て実験をするといった科学的な手順
も体験する
定員：20名
対象：小学3年生から6年生
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員　梅村綾子
052-747-6791

8月10日(月)
若手女性研究者サイエンスフォー
ラム、女子中高生理系進学推進
セミナー

場所：豊田講堂中2階ギャラリー、3階第1会議室
時間：13：00～15：20
講演題目：「地球の環境はどうやって決まる？－元素の流れの大
切さ・測り方－」
講演者：中川書子(環境学研究科准教授)
講演題目：「超小型人工衛星による宇宙開発」
講演者：宮田喜久子(工学研究科研究員)
内容：講演、ポスターガイダンス(中高生対象)、ポスターセッション、
授賞式、他
対象：中学生・高校生および保護者、学生、教員、他
参加費：無料

総務部職員課
kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp

8月12日(水)
テクノフロンティアセミナー
TEFS2015

場所：工学部
時間：9：30～18：45
テーマ：「触れてみよう，電子と情報の最先端に」
内容：電気電子情報工学における最先端技術に関する実験
定員：36名
対象：愛知県および近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

工学研究科
講師　新津葵一
052-789-2794

8月12日(水)
第51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：17：00～18：30
講演題目：「減災研究者と社会」
講演者：益川敏英(本学特別教授)
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

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19日(水)～
21日(金)

連携企画「アジアのための国際協
力in法分野2015」サマースクール
アジアの法と社会2015

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
内容：各分野専門家による講義、ディスカッション
定員：100名
対象：学生、法科大学院生、一般
参加費：無料(懇親会費は除く)

法政国際教育協力研究センター
連携企画「アジアのための国際協力
in法分野2014」事務局
052-789-2325

［第1回、第2回高等学校説明会・オープンキャンパス］(8/22、
10/31)
場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：概要紹介、体験授業、他
対象：中学3年生

教育学部附属高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

［中学校説明会］(10/10)
対象：小学6年生とその保護者(小学5年生以下も参加可能)

教育学部附属中学校
副校長　原　順子
052-789-2680

8月22日(土)、
10月10日(土)
10月31日(土)

教育学部附属中学・高等学校
学校説明会・オープンキャンパス
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8月22日(土)～
24日(月)

理学研究科第24回公開セミナー
「天文学の最前線－移り変わる宇
宙－」

場所：名古屋市科学館(8/22)、理学南館1階坂田・平田ホール
(8/23)、野依学術記念交流館(8/24)
時間：10：00～
内容：講演、座談会、プラネタリウム、体験型研究室紹介、他
定員：300名(研究室見学は100名)
対象：高校生以上、一般(生徒、学生、教員を優先)
参加費：500円(生徒・学生)、1,000円(一般)

理学部・理学研究科
052-789-2837

8月25日(火)、
26日(水)

年代測定総合研究センター
夏休み特別企画
小中学生を対象とした体験学習
「粘土鉱物の謎に迫る」

場所：年代測定総合研究センター(8/25)、粟代鉱山(愛知県北設楽
郡)、愛知県陶磁美術館(愛知県瀬戸市)(8/26)
時間：9：00～17：00(8/25)、8：00～18：00(8/26)
内容：講義、焼き物作り、鉱山見学
定員：20名
対象：小学5年生から中学生(両日参加可能な方)
参加費：無料(別途保険代と見学施設入館料が必要)

年代測定総合研究センター事務局
052-789-2579

8月25日(火)
平成27年度高大連携高校生防災
教育推進事業
高校生防災セミナー

場所：減災館1階減災ホール
時間：10：00～16：00
テーマ：「高校生を対象とした防災リーダーの育成」
講演者：水谷法美(工学研究科教授)、他
内容：津波、災害医療等、防災・減災関連、発表会
定員：75名
対象：愛知県内の高等学校の生徒、教員
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

8月28日(金)

平成27年度名古屋COI拠点成果
発表会
グローバルモビリティ拠点サミット
2015

場所：TOC有明コンベンションホール4階EASTホール(東京都江東
区)
定員：300名
対象：産学官連携事業に係る行政、大学、企業関係者
参加費：無料

［平成27年度名古屋COI拠点成果発表会］
時間：10：30～13：30
講演者：二宮芳樹(未来社会創造機構特任教授)、金森　等(同特任
教授)、武田一哉(同教授)、新井史人(同教授)

［グローバルモビリティ拠点サミット2015］
時間：13：30～17：30
講演者：Mark Lawford氏(マクマスター大学教授)、Huei Peng氏(ミシ
ガン大学教授)、Pieter Noordzij氏(High Tech Automotive
Campus)、Angkee Sripakagorn氏(チュラロンコン大学准教授)

未来社会創造機構
052-789-5721

8月29日(土)、
30日(日)

平成27年度第2回地球教室
－フィールドセミナー－
「鍾乳洞の正体をあばこう！」

場所：博物館(8/29)、郡上八幡美山鍾乳洞(岐阜県郡上市)(8/30)
時間：13：30～16：00(8/29)、9：00～18：00(8/30)
内容：鍾乳洞を探検して色々な鍾乳石を観察し、そのでき方を知る
実験を行う
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：5,000円(バス代、入洞料、ケイビング器材・ガイド代、保険
料)

博物館事務室
052-789-5767

8月29日(土)
名大研究室の扉 in 河合塾
第4回教育学部

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：「教室での学びを解明する－授業分析の方法－」
講演者：柴田好章(教育発達科学研究科教授)
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］
9月13日(日)、10月11日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
研究員　戸次真一郎
052-747-6791

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！－観察園Ⅱのム
シ」

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
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：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
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8月29日(土)、
9月19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

9月4日(金) テクノ・フェア名大2015

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：10：00～17：00
講演題目：「産学官の更なる発展に向けて」
講演者：竹中謙正氏(経済産業省産業技術環境局大学連携室室長
補佐)
講演題目：「名古屋大学の産学官連携：革新知から社会的価値の
創出に向けて」
講演者：財満鎭明(本学副総長)
内容：講演、展示、研究室見学

工学研究科

9月8日(火)、
9日(水)

環境学研究科 ドイツ・日本公開研
究セミナー
「持続的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
時間：9：30～18：00(9/8)、9：00～17：30(9/9)
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)
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
教授　清水 裕之
052-789-3745

9月8日(火)
平成27年度第5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階会議室
時間：13：00～14：30
講演者：高倉弘喜氏(国立情報学研究所教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
10月13日(火)、27日(火)、11月24日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

9月11日(金) 第113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：「南海トラフ巨大地震と内陸大地震にどう備えるか」
講演者：石橋克彦氏(神戸大学名誉教授)
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

9月12日(土)、
9月26日(土)、
10月3日(土)

総合保健体育科学センター
柔道寝技教室

場所：第4体育館(柔道場)
時間：14：00～16：00
講師：二村雄次(本学柔道部師範)
内容：柔道の寝技の実技講習
定員：30名
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

工学研究科
教授　瓜谷　章
052-789-3797

9月12日(土)
重要文化財馬場家住宅研究セン
ター平成27年度公開講座
「開智学校の魅力」

場所：重要文化財旧開智学校校舎講堂(長野県松本市)、他
時間：13：00～17：00
講演題目：「開智学校における防災教育のあゆみ」
講演者：吉川卓治(重要文化財馬場家住宅研究センター教授)
講演題目：「擬洋風建築としての開智学校校舎」
講演者： 西澤泰彦(同教授)
内容：講演、旧開智学校校舎見学、他
定員：30名
対象：一般
参加費：無料

重要文化財馬場家住宅研究センター
052-789-3748

9月19日(土)

社会貢献人材育成本部ビジネス
人材育成センター
第5回「企業と博士人材の交流
会」

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：9：30～17：05
内容：研究成果報告ポスターセッション、合同企業説明会
定員：100名
対象：ポスドク、博士課程後期課程学生、博士人材の採用を検討
する企業
参加費：無料

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

9月19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
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9月25日(金)
国際言語文化研究科国際シンポ
ジウム「食の危機と新しい農業の
あり方をめざして」

場所：ストラスブール大学(フランス)
時間：10：15～18：15
対象：一般

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
itoh@lang.nagoya-u.ac.jp

10月8日(木)～
11月19日(木)
(期間中の木曜
日)

国際開発研究科
2015年度公開講座
「新時代の国際協力」

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
内容：国際協力分野に関連する諸問題を、特に法、政治、社会と文
化の側面から解説
定員：80名
対象：高校生以上、一般(全日程参加可能な方)
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

10月8日(木)
カンボジアサテライトキャンパス
入学式

場所：王立プノンペン大学内(カンボジア)
内容：2015年度にカンボジアにおける「アジア諸国の国家中枢人材
養成プログラム」に入学した学生を対象に入学式を行う

10月9日(金)
ラオスサテライトキャンパス
開校式、入学式

場所：ラオス国立大学内(ラオス人民民主共和国)
内容：新規に設置されるラオスサテライトキャンパスおよび、2015年
にラオス における「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」に
入学した学生を対象に入学式を行う

11月21日(土)
素粒子宇宙起源研究機構
一般相対論誕生100年記念市民
講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：35
講演題目：「一般相対論の誕生」
講演者：佐藤文隆氏(京都大学名誉教授)
講演題目：「重力波の観測に挑む－アインシュタイン100年の宿題
－」
講演者：梶田隆章氏(東京大学教授)
内容：時空理論とその周辺の研究の歴史、展開、そして最前線に
触れる
定員：300名
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
052-789-6577

11月28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
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

教育推進部事業推進課
052-789-2512

41





43



44



45





47







51



52



53







名古屋･ 学レクチャー 講演者･ 覧 

名古屋･ 学の最も重要な学術講義として位置づけ、学外に積極的に公開する。世界トップレベルの研究者

  名古屋･ 学総･                授与   

名古屋･ 学レクチャー2014

ー･ 類･ 存のための科学と精神ー感染症への挑戦と基本的･ 権のために 

開催･  : :  2014 年12 ･ 6 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  永井 美之 (理化学研究所新興 再興感染症研究      推進    ･ ) 

演題 : :  病原体         先端医療 道具         感染症研究 国際連携

レクチャラー: :  ･ ･  洋 (名古屋･ 学名誉教授・･ 本学･ 院会員) 

演題 : :  近代･  ･ ･ -基本的･ 権のために 

特別記念   演奏会 : :  渡邊 健･  (東京藝術･ 学理事 教授      ) 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No.260 ｐ .12

名古屋･ 学レクチャー2014

 科学技術 何処 ･     野依博･ から次代を担う者たちへー 
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開催･  : :  2014 年2 ･ 1 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  野依 良治 (名古屋･ 学特別教授 理化学研究所理事･ ) 

演題 : :  科学技術 何処 ･    

特別記念   演奏会 : :  渡邊 健･  (東京藝術･ 学理事 教授      ) 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 250 p.3 

名古屋･ 学レクチャー2012

 ･ ･ LED 拓  光 ･ 命 ･ 﨑博･ の･ 跡ー 

開催･  : :  2012 年10 ･ 6 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  ･ 﨑 勇 (名古屋･ 学特別教授・名城･ 学終･ 教授) 

演題 : :  コバルトブルーに魅せられて 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 234 p.3 （ 2012 年11 ･ ）

名古屋･ 学レクチャー2012

ー･ 本･ 学と･ 本･ 化をめぐって語るー 

開催･  : :  2012 年2 ･ 11 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 
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レクチャラー : :  ･ 越 ･ 蔵 (早稲･ ･ 学名誉教授) 

演題 : :  ･ 本･ 化における芸能 

レクチャラー : :  ドナルド・キーン (･ 国・コロンビア･ 学名誉教授) 

演題 : :  世界の中の･ 本･ 学 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 226 p.3 （ 2012 年3 ･ ）

名古屋･ 学レクチャー2010

 化学   解 ･ 命 不思議 天然分･ から薬までー 

開催･  : :  2010 年11 ･ 13 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  岸 義･  (･ 国・ハーバード･ 学特任教授) 

演題 : :  複雑な天然有機化合物 ―構造と合成・研究― 

レクチャラー : :  中･  ･ 爾 (･ 国・コロンビア･ 学名誉教授・名古屋･ 学特別教授) 

演題 : :  彷徨える天然物化学者 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 211（ 2010 年12 ･ ） p.5 

名古屋･ 学レクチャー2010

ー･ 命とは何か？「DNA」から「からだ」ができるまでー 
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開催･  : :  2010 年3 ･ 31 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  杉浦 昌弘 (名古屋･ 学名誉教授) 

演題 : :  葉緑体    全構造 決  

レクチャラー : :  ･ 市 雅俊 (理化学研究所 発･ 再･ 科学総合研究    ･ ) 

演題 : :  細胞による･ ･ 組織化の謎を解く 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 204（ 2010 年5 ･ ） p.9 

2008 年    化学賞受賞記念

開催･  : :  2009 年3 ･ 26 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  下村 脩 (名古屋･ 学特別招へい教授/ウッズホール海洋･ 物学研究所特別上席研究

演題 : :  発光･ 物研究の原点－名古屋･ 学 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 192（ 2009 年5 ･ ） pp. 10-11 

2008 年    物理学賞受賞記念

開催･  : :  2009 年2 ･ 7 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 
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レクチャラー : :  ･ 林 誠 (名古屋･ 学特別招へい教授/独･ ･ 政法･ ･ 本学術振興会理事) 

演題 : :  ＣＰ対称性 破  素粒･  模型

レクチャラー : :  益川 敏英 (名古屋･ 学特別招へい教授/京都産業･ 学教授) 

演題 : :  ＣＰ対称性の破れが我々 に語ったこと 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 190（ 2009 年3 ･ ） pp. 6-7 

2008 年名古屋･ 学     

開催･  : :  2008 年7 ･ 12 ･  

開催場所 : :  豊･ 講堂 

レクチャラー : :  飯島 澄男 (名古屋･ 学特別招へい教授 / 名城･ 学教授) 

演題 : :  ナノカーボンを視る！ 

レクチャラー : :  ハロルド・W・クロトー (･     州･ ･ 学教授) 

演題 : :  ナノサイズで物質をつくる 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 183（ 2008 年8 ･ ） pp. 2-3 

名古屋･ 学レクチャー

開催･  : :  2006 年10 ･ 10 ･  

開催場所 : :  野依記念学術交流館 カンファレンスホール 
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レクチャラー : :  ミシェル・ザンク (フランス学･ 院会員 /            副学･ ) 

演題 : :  ･ 洋    詩歌 源泉 中世吟遊詩･ の歌とその解説書 

実施報告 : :  「名･ トピックス」No. 162（ 2006 年11 ･ ） p. 14 
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平成27年7月１5日

名古屋教育記者会各社 殿 

JAXAホンモノ体験「 名古屋スペーススクール2015」

共催イベント モデルロケット 打上げ実習

開催について

国立大学法人名古屋大学（ 名古屋市千種区不老町） は宇宙航空研究開発機構（ 東京都調布市深大寺

東町七丁目44番地1） が主催する「 名古屋スペーススクール2015」 に共催し、中学生・ 高校生を対象

に研究室見学やモデルロケット の打上げ等を行います。  

つきましては本イベント 、 モデルロケット 打上げへの取材をお願いいたします。

本イベント は 宇宙や地球環境に対する子どもたちの意識を高め、 いのちの大切さに気づかせると

ともに、「 好奇心・ 冒険心・ 匠の心（ ものづく りの心）」 を礎に、 よりよい未来を築いてゆく 人材の育

成を目的としています。  

開催概要

主催： 宇宙航空研究開発機構（ JAXA）  

共催： 名古屋大学、名古屋市科学館 

協力： 三菱重工業株式会社 実施運営： 株式会社 JTBコーポレート セールス 

会期： 2015年7月28日（ 火） ～7月31日（ 金）  3泊4日（ 名古屋大学共催イベント 開催日は29日）

対象： 日本国内の中学校、 高等学校、  中等教育学校 （ 前期・ 後期課程）、  

高等専門学校（ 1～3年生） に在籍する生徒及び学生  参加人数：  24名 

内容：

 7月28日（ 火）  講義、 プラネタリウム鑑賞、 科学館見学（ 宿泊）   

 7月29日（ 水）  JAXA名古屋等見学、 講義（ 名古屋大学）、   

モデルロケット 打上げ(名古屋大学)（ 宿泊）  

名古屋大学開催内容：  

13: 15～16: 15： 工学研究科 航空宇宙工学専攻 研究室見学 

16: 30～17: 30： モデルロケット 打上げ（ 豊田講堂前）

本年度は卵をモデルロケット で打ち上げ、 割らない様に地上 

で回収する実習を行う 

 7月30日（ 木）  三菱重工業（ 飛島）（ 宿泊）  

 7月31日（ 金）  ミ ッショ ン報告会 

名古屋大学 学術研究・ 産学官連携推進本部 地域連携・ 情報発信グループ
  （ リサーチ・ アドミ ニスト レーター・ 戸次 真一郎（ べっき しんいちろう））  

TEL： 052-747-6791, 6527 FAX： 052-747-6796 
E-mai l : bekki . shi ni chi rou@ai p. nagoya-u. ac. j p

使用予定 モデルロケット

ビッグ バーサ（ 長さ 61ｃ ｍ）

※小雨は決行、雨天中止
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