
平成２７年１１⽉２５⽇ 

平成２７年度 第７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  

１ ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

松尾総⻑アジア歴訪報告について   資料１  
   １＜9 ⽉２１⽇ ２５⽇：中国＞ 

名古屋⼤学中国交流    １０周年記念式典 記念      ／7 ⼤学表敬訪問 
２＜10 ⽉８⽇ １３⽇：カンボジア・ラオス他＞ 

カンボジアサテライトキャンパス⼊学式／ラオスサテライトキャンパス開校式 
    ３＜10 ⽉２４⽇ ２６⽇：ウズベキスタン＞ 

⽇本法教育研究センター（ＣＡＬＥ）開所 10 周年記念式典  
             開校記念式典 ⽇        ⾸脳会談出席 

４＜11 ⽉ 1２⽇ １３⽇：ウズベキスタン＞ 
Japan Education Fair 2015 in Tashkent／第 2 回⽇本       学⻑会議 

     ５＜12 ⽉２⽇ ：フィリピン＞ 
               設⽴ 関  覚書調印式  

Ⅱ 輝け！ 名⼤⽣  

２ 漕艇部 関根 優佳さん（２０１４    ⼥⼦      優勝）  資料２  

２０１５    ⼥⼦       ３位 

  ２０１５わかやま国体 成年⼥⼦       滋賀県代表 4 位 

Ⅲ  ⾏事       

３ UN Women「He For She キャンペーン」普及促進シンポジウム  資料３  

       男性     男⼥共同参画 開催    （12/16）  

４ キャンパスコンサートについて（12/2）  資料４  

５ 名古屋⼤学全学同窓会講演について（12/8）  資料５  

６ 今後 ⾏事予定（別紙）  資料６  
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Ⅳ その他 

７    法交流館（ＣＡＬＥ棟）について  資料７  

（11 ⽉竣⼯。2016．3/11 落成式典      ム） 

８ 全国⼤学ビブリオバトル 2015 東海Ｂ・Ｃ地区決戦について（12/5） 資料８  

９ 連絡事項 

 

 

次回開催  １２⽉２４⽇（⽊）１４：００ （広報   2 階） 

 
以上 
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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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名古屋大学総長
松尾清一

Nagoya University Matsuo Initiatives for Reform, Autonomy and Innovation 2020
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・・・・・・・・・・・

03



9⽉ 12⽉
松尾総⻑   歴訪について

１＜9⽉２１⽇ ２５⽇：中国＞
名古屋⼤学中国交流    １０周年記念式典 記念      
7⼤学表敬訪問

２＜10⽉８⽇ １３⽇：カンボジア・ラオス他＞
カンボジアサテライトキャンパス⼊学式
ラオスサテライトキャンパス開校式

３＜10⽉２４⽇ ２６⽇：ウズベキスタン＞
⽇本法教育研究センター（ＣＡＬＥ）開所10周年記念式典 
             開校記念式典 ⽇        ⾸脳会談出席

４＜11⽉1２⽇ １３⽇：ウズベキスタン＞
Japan Education Fair 2015 in Tashkent
第2回⽇本       学⻑会議

５＜12⽉２⽇ ：フィリピン＞
               設⽴ 関  覚書調印式
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１＜9⽉2１⽇ ２５⽇：中国＞
名古屋⼤学中国交流    １０周年記念式典 記念      
7⼤学表敬訪問

• 2015年9⽉21⽇
• 浙江⼤学表敬訪問
• 南京⼤学表敬訪問
•
• 2015年9⽉22⽇
• 復旦⼤学表敬訪問
• 上海交通⼤学表敬訪問
• ★名古屋⼤学中国交流    10周年記念式典
•
• 2015年9⽉23⽇
• 同済⼤学表敬訪問
• ★名古屋⼤学中国交流    10周年記念⾏事 ⽇中環境       
•
• 2015年9⽉25⽇
• 清華⼤学表敬訪問
• 北京⼤学表敬訪問

浙江⼤学

北京⼤学
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復旦⼤学

南京⼤学

南京⼤学
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２＜10⽉８⽇ １３⽇：カンボジア・ラオス他＞
カンボジアサテライトキャンパス⼊学式
ラオスサテライトキャンパス開校式

• ＜カンボジア＞
• 2015年10⽉8⽇（⽊）
• カンボジアサテライトキャンパス⼊学式
• 保健省表敬訪問
• 教育省表敬訪問
• 司法省表敬訪問
• 名古屋⼤学カンボジア⽀部同窓会
•

• 2015年10⽉9⽇（⾦）
• カンボジアサテライトキャンパス(RUA)訪問 (RUA:王⽴農業⼤学)
• カンボジアサテライトキャンパス(RULE)訪問 （RULE:王⽴法経⼤学）
• JICAカンボジア事務所表敬
• 在カンボジア⽇本⼤使館表敬
•

カンボジア⼊学式の様⼦

司法省訪問

機関訪問

07



•

• ＜モンゴル＞
• 2015年10⽉9⽇（⾦）
• 教育⽂化科学⼤⾂表敬
• モンゴル科学医科⼤学 名誉博⼠受賞式
•     国⽴医科学⼤学附属病院設⽴ 向  松尾総⻑ 講演
•

•

• ＜ラオス＞
• 2015年10⽉12⽇（⽉）
• 在ラオス⽇本⼤使館表敬訪問
•

• 2015年10⽉13⽇（⽕）
• ラオスサテライトキャンパス開校式
• ラオスサテライトキャンパス(環境学)テープカット
• ラオスサテライトキャンパス（法学）テープカット
• 保健省表敬訪問
• 名古屋⼤学ラオス⽀部同窓会    国⽴⼤学法学部

サテライトキャンパステープカット

ラオスサテライトキャンパス
開校式・⼊学式
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３＜10⽉２４⽇ 2６⽇：ウズベキスタン＞
⽇本法教育研究センター（ＣＡＬＥ）開所10周年記念式典 
             開校記念式典 ⽇        ⾸脳会談出席

• ＜ウズベキスタン＞
• 2015年10⽉24⽇（⼟）
• タシケント法科⼤学表敬訪問
• ⼤統領     表敬訪問
• 世界経済外交⼤学表敬訪問
• 名古屋⼤学ウズベキスタン⽀部同窓会
•

• 2015年10⽉25⽇（⽇）
• ⽇・ウズベキスタン⾸脳会談同席
• アジアサテライトキャンパス開所、CALE10周年記念式典
• 経済フォーラム参加
•

• 2015年10⽉26⽇（⽉）
• 司法省表敬訪問
• ⾼等中等専⾨教育省表敬訪問
• 保健省表敬訪問
• タシケント⼯科⼤学表敬訪問

ウズベキスタンサテライトキャンパス開校式
・CALE10周年式典
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CALE10周年      

同窓会

⽇本・ウズベキスタン
ビジネスフォーラム
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４＜11⽉11⽇ 14⽇：ウズベキスタン＞
Japan Education Fair 2015 in Tashkent
第2回⽇本       学⻑会議

• ＜ウズベキスタン＞
• 2015年11⽉12⽇（⽊）
• Japan Education Fair 2015 in Tashkent
• （参加⼤学１８校：名古屋⼤学、京都⼤学、三重⼤学、信州

⼤学 筑波⼤学 愛知県⽴芸術⼤学 豊橋技術科学⼤学 東
京⼯業⼤学、東京農⼯⼤学、東京外国語⼤学、早稲⽥⼤学、
慶應義塾⼤学 ⽴正⼤学 ⽴命館   太平洋⼤学 創価⼤
学、上智⼤学、⾼崎経済⼤学、岐⾩⼯業⾼等専⾨学校）

•

• 2015年11⽉13⽇（⾦）
• 第2回⽇本・ウズベキスタン学⻑会議

Japan Education Fair 
2015 in Tashkent

第2回
⽇本・ウズベキスタン
学⻑会議
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５＜12⽉２⽇ ：フィリピン＞
               設⽴ 関  覚書調印式

• ＜フィリピン＞
• 2015年12⽉2⽇（⾦）
• 国際稲研究所(IRRI)を表敬訪問
• 東南アジア農学教育研究地域センター(SEARCA)を表敬訪問
•      ⼤学 名古屋⼤学                 設⽴ 関  覚書調印式
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⽇本⼈学⽣を海外へ
●⽇本⼈学⽣海外派遣数４年間 ４倍
146 605 733→1000名以上⽬指す

●海外語学研修（英語、中国語、独語、仏語)
をはじめ、国際関連プログラムを充実

地元志向が強く、内向きな学⽣を
異⽂化にふれさせ、鍛え直す

146名

605名
⽇本⼈学⽣海外派遣数

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

●留学⽣2,000⼈超達成 3000⼈へ
●外国⼈教員等→650⼈へ

留学⽣ 外国⼈教員等増員 

国内外  学⽣ 教職員 集  魅⼒的      実現 
              等   戦略的    展開 

ＮＵ ＭＩＲＡＩ
２０２０

主       留学⽣数(H26年度)
中国 917
カンボジア 59
モンゴル 33
ラオス 11
ウズベキスタン 42
フィリピン 30

１
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名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

アジア諸国の国家中枢⼈材養成プログラム
―海外サテライトキャンパス設置を通じて、世界と競う⼤学を形成―

各国の中枢を担う優秀な⼈材を育成し、
以って、我 国 国⼒ 増⼤し、⽇本のプレゼンスを向上

○名古屋⼤学          地域     法政国際教育協⼒    （CALE）の法整備に係る⼈材
育成のプログラムや、医学部のヤングリーダーズプログラム等を提供し、修⼠の学位を取得させることに
より、各国の副⼤⾂ ⼤⾂秘書官 局⻑   などアジア諸国の政府等機関の幹部候補者の育成に貢献。

○彼  中     博⼠ 学位取得 希望  者 少      関    ①途上国 ⾏政官等 対象 
  博⼠ 学位取得    我 国           無    ②各国 政府幹部等 ⻑期 職場 
離        等    機会 極  少   

○当該状況を踏まえ、名古屋⼤学ではこれまでのアジア地域における他に類のない実績と経験を活かし、各国
政府幹部等 対   ⻑期 職場 離      博⼠ 学位取得を可能とする「名古屋⼤学アジアサテラ
イトキャンパス」と本邦キャンパスとの連携によるハイブリッド型プログラムを構築。

本プログラム実施により、
■上位学位(博⼠)取得を可能にし、我が国の途上国の⼈材育成のデメリットを克服
■各国の中枢機関に在職する⼈材の各分野での指導能⼒ 分析能⼒等 向上
■各国の法整備状況 医療等 状況 論⽂（英⽂）等   海外  発信
■各国の⾏政現場  成果等 反映

名古屋⼤学

国際開発国際開発

法学法学

医学医学

⽣命農学⽣命農学 農林水産行政

法制度設計

名古屋⼤学
アジアサテライトキャンパス

●法政国際教育協⼒    （CALE)等本学の海外
拠点を活⽤

●本学固有の研究指導体制 確⽴
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地⼤学等の教員を本学の特任教員等として採⽤
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活⽤した
遠隔指導

・名古屋⼤学  短期      （数 ⽉程度）
●短期スクーリング期間中の奨学⾦等経済的⽀援

●法政国際教育協⼒    （CALE)等本学の海外
拠点を活⽤

●本学固有の研究指導体制 確⽴
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地⼤学等の教員を本学の特任教員等として採⽤
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活⽤した
遠隔指導

・名古屋⼤学  短期      （数 ⽉程度）
●短期スクーリング期間中の奨学⾦等経済的⽀援経済・社会開発

医療⾏政

環境学環境学 環境政策

２
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名古屋⼤学アジアサテライトキャンパス学院（構想図）

：サテライトキャンパス（SC）
H26発⾜,H27発⾜および準備,H28発⾜⽬指して準備

運営⽀援部⾨ 国内教育部⾨

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス学院

海外キャンパス部⾨

各国サポート体制
研究指導教員、研究指導補助教員、事務職員の配置

⽇本法教育研究センター

カンボジア
Cambodia

法 農 開

ウズベキスタン
Uzbekista
n

⽇本法教育研究センター

名古屋⼤学事務所
法 医

モンゴル
Mongolia

⽇本法教育研究センター
名古屋⼤学事務所 フィールドリサーチセンター

法 医 ベトナム
Vietnam

⽇本法教育研究センター
（ハノイ）

内視鏡センター
（ハノイ・フエ）

法 医

⽇本法教育研究センター
（ホーチミン）

ミャンマー

⽇本法律研究    
法 医

Myanmar

⽇本法律研究    

ラオス
Laos

法 医

環

法 法学研究科

医 医学系研究科

農 ⽣命農学研究科

開 国際開発研究科＜SC 教育 ⾏ 研究科＞
環 環境学研究科

名古屋大学事務所

名古屋大学事務所

フィリピン 農 開
Philippines

医

Indonesia
インドネシア

⽇本法律研究    法 開医

農

３
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名古屋⼤学は、海外4ヶ国に⽇本法教育研究センターを開設し、その国の学⽣に対して、⽇本語によ
 ⽇本法教育 ⾏      ⽇本語 ⽇本法 ⼗分 知識 理解 持 専⾨家  組織的 継続
的に養成する拠点形成を⽬指しています。

名古屋⼤学⽇本法教育研究センター（2002.4設⽴）
 ⽇本語による⽇本法教育・研究を⽬指して  

Ulan Bator 
(Mongolia)

2006.9

= Education and Research Center 
for  

Japanese Law

Tashkent 
(Uzbekistan)

2005.9

Hanoi
(Vietnam

)
2007.9Phnom Penh

(Cambodia)
2008.9

Ho chi 
minh

(Vietnam)
2012.1

ホーチミン市法科⼤学 2012.1設⽴     ⼤学 2013年設⽴ 
   国⽴⼤学      ⼤学2014年設⽴

５
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アジア諸国 留学⽣を受け⼊れ、法学・医学・農学などの各国中枢⼈材を養成
名古屋⼤学で学んだ副⼤⾂ ⼤⾂秘書官 局⻑クラス160名を輩出。

ベトナム
ロン司法副大臣

カザフスタン

副大臣

モンゴル保健省

政策局長

タイ保健省

健康促進局長

ミャンマー保健大臣

秘書官長

６
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平成26年度入学者一覧

研究科
Graduate School

修学分野
Field of Study

サテライト

キャンパス

Satellite 
Campus

修士取得大学
Master’s degree

現所属
Affiliation

現職
Position

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

モンゴル
Mongolia

ウィラメット大学
Willamette University 

College of Law

ウランバートル市控訴行
政裁判所 Administrative 

Court of Appeals

判事
Main Judge

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

ベトナム
Vietnam

名古屋大学
Nagoya University

ベトナム商工省
Ministry of Industry and 

Trade

法律アドバイザー
Legal Advisor

医学系研究科
Graduate School of Medicine

医療行政
Medical administration

ミャンマー
Myanmar

名古屋大学
Nagoya University

ミャンマー保健省
Ministry of Health in 

Myanmar

Deputy Director
Personal Staff Officer to the Union 

Minister

医学系研究科
Graduate School of Medicine

医療行政
Medical administration

ラオス
Laos

名古屋大学
Nagoya University

ラオス保健省
Ministry of Health in Lao

副官房長
Deputy Director General

生命農学研究科
Graduate School of 

Bioagricultural Sciences

食糧生産・農業開発
Food production & 

agricultural development

カンボジア
Cambodia

クイーンズランド大学
University of Queensland

カンボジア農林水産省
Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries

Director, Department of Rice Crop 
of the General Directorate of 

Agriculture

生命農学研究科
Graduate School of 

Bioagricultural Sciences

食糧生産・農業開発
Food production & 

agricultural development

カンボジア
Cambodia

帯広畜産大学
Obihiro University of 

Agriculture and Veterinary 
Medicine

カンボジア農林水産省
Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries

Deputy Director, Department of 
Animal Health and Production, 
National Veterinary Research 

Institute

国際開発研究科
Graduate School of International 

Development 

経済・社会開発
Economic and social 

development

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University

カンボジア環境省
Ministry of Environment in 

Cambodia

Head of Office of Greenhouse Gas 
Inventory and Mitigation, Climate 

Change Department

７
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平成2７年度入学者一覧

研究科
Graduate School

修学分野
Field of Study

サテライト

キャンパス

Satellite 
Campus

修士取得大学
Master’s degree

現所属
Affiliation

現職
Position

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University 

司法省
Ministry of Justice

担当次官 兼 法整備局長
Undersecretary of State and Chief 
of Secretariat for Legal & Judicial 

Reform

法学研究科
Graduate School of Law

法制度設計
Legal Development

カンボジア
Cambodia

シンガポール国立大学
National University of 

Singapore 

市民行政省
Ministry of Civil service

担当次官
Under secretary of state

医学系研究科
Graduate School of Medicine

医療行政
Medical administration

カンボジア
Cambodia

名古屋大学
Nagoya University 

国立エイズ対策機構
National AIDS Authority

上級大臣・国立エイズ対策機構理
事長補佐

Assistant to Senior Minister, Chair 
of National AIDS Authority

医学系研究科
Graduate School of Medicine

医療行政
Medical administration

ラオス
Laos

名古屋大学
Nagoya University 

保健省
Ministry of Health

薬物取締課チーフ
Chief of Drug Control Division

生命農学研究科
Graduate School of 

Bioagricultural Sciences

食糧生産・農業開発
Food production & 

agricultural development

カンボジア
Cambodia

チャールズスタート大学
Charles Sturt University

カンボジア王立農業大学
Royal University of 

Agriculture

副学長
Vice Rector

国際開発研究科
Graduate School of 

International Development 

経済・社会開発
Economic and social 

development

カンボジア
Cambodia

国際大学
International University of 

Japan

民主的地方開発委員会
National Committee for 
Sub‐National Democratic 

Development

上級モニタリング・評価オフィサー
Senior Monitoring and Evaluation 

Officer

環境学研究科
Graduate School of 

Environmental Studies

環境政策
Environmental Policy

ラオス
Laos

アジア工科大学
Asian Institute of 

Technology

ラオス国立農林業研究所
National Agriculture and 

Forestry Research Institute

農林政策研究センター次長
Deputy Director, Agriculture and 
Forestry Policy Research Center

８
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１１月２５日（水）記者懇談会レポート 

 

文責 関根優佳 

 

・インカレ、国体等の所感（成績含む） 

① 第４２回全日本大学選手権大会 

今大会は大学ボート部の中では最も規模の大きい大会であり、今年度は８月２０日～２３日

に埼玉県戸田市で行われ、９３団体、４０４クルー、１４３６人が参加し、うち私が出場した

一人漕ぎボートの女子シングルスカルという種目は４１人エントリーしていました。初日に予

選があり、早稲田大に敗れてしまいましたが、その後の敗者復活と準決勝で勝ち上がり、決勝

レースではなんとか表彰台圏内の３位に食い込むことができました。優勝はできませんでした

が、日本代表選手も多数いる中での非常にレベルの高いレースに出場できたことをうれしく思

います。 

 

② 第７０回わかやま国体 

 今年の国体は和歌山県の開催でしたが、ボート競技につきましては滋賀県大津市の琵琶湖漕

艇場で行われました。私は滋賀県代表選手として、龍谷大４年の藤田選手と二人漕ぎボートの

成年女子ダブルスカルで出場いたしました。出場人数はボート競技全体で８９６人、成年女子

ダブルスカルはうち１５クルーでした。決勝では惜しくも鳥取、愛知、和歌山に敗れ惜しくも

４位入賞という結果でしたが、国体の決勝レースという素晴らしい舞台で戦えたことを誇りに

思います。 

 

・文武両道をどうコントロールするか 

 今年度の自分自身の戦績や成績が良いと評価していただけるかはわかりませんが、私は部活

をしている間は、あくまでも本業は学業に取り組むことだということを常に忘れないことを心

がけていました。漕艇部は合宿や遠征も多くありましたが、必要な場合は遠征先に勉強道具を

持っていき時間を見つけて勉強していました。 

 

 

・自分自身のマネジメントはどうしていたか 

 基本的なことですが食事は量を食べることと、体のケアを欠かさないようにしていました。

毎回の練習を全力で取り組むためには疲労回復やエネルギーの補給が非常に大事になってく

るので、マネージャーが栄養バランスを考えて作ったごはんを練習後に大盛りで食べていまし

た。また、腰を痛めないようにストレッチやマッサージを丁寧に行い、疲労回復やけがの予防

につなげていました。 
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・勝つために必要な条件とはどう考えているのか 

私は高校から７年ボートを続けてきましたが、厳しい練習を続けていくことや試合を重ねて

いくことで強い精神力を持つことができるようになったと思います。強い選手と戦うときにも

萎縮せずに自分のパフォーマンスをすることや、激しく競ったレースをするときに自分の持ち

前の強い精神力が生かされた場面も多かったと思います。 

 

 

・将来は？  

環境さえあればずっとボートを漕いでいずれは世界の舞台で戦ってみたいというのが本音

ではありますが、社会人になると練習場所や練習時間の確保が難しいためボート選手としては

今年の国体で引退することを決意しました。今後は東京五輪に向けてボート競技がより発展す

るように、何らかの形で支援したいと思っています。 

 

 

・ボート部、後輩へのメッセージ 

 しんどい練習をすればそれと等価交換にして良い結果が得られるというわけではありませ

んが、しんどい練習を続けてこられたという事実は将来何らかの形で自分自身に生きてくると

思うので、最後まであきらめず頑張ってください。ずっと応援しています。 
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Log in 

Elizabe th Nyamaya ro: 

An  in vita t ion  to  m e n  wh o  wa n t  a  b e t te r 
world  fo r wom e n  
TEDWo m e n 2015 · 12:39 · Film e d  May 2015 

・  20 s ub tit le  la ng ua g e s  ・

・  Vie w  in te ra c tive  t ra ns c rip t  

・
Later

・
Download

・
Rate

・
Share

969,256 Tota l 
views  ・ Share  this  ta lk and

tra ck your influence!

Around  the  world , women s till s truggle  fo r equa lity in bas ic  matte rs  like  acce s s  to  educa tion, 

equa l p ay and  the  right to  vote . But how to enlis t eve ryone , men and  women, a s  a llie s  for 

change?  Mee t Elizabe th Nyamaya ro, head  of UN Women s  HeForShe  initia tive , which has  c rea ted  

more  than 2.4 b illion s oc ia l med ia  convers a tions  about a  more  equa l world . She  invite s  us  a ll to  

jo in in as  a llie s  in our s hared  humanity. 

In te ra c tive  t ra ns c rip t
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BREAKINGNEWS
First-everHeForSheTEDTalkbringscampaignmessagesto
millionsaroundtheworld

September 4—Aroundthe world, women still struggle for 
equality in basic matters like access to education, equal pay and 
the right to vote. In a moving talk at TED Women, HeForShe’s
own Elizabeth Nyamayaroshared her personal story and invited 
us all to join together,man and woman, as agents for change.  
Watch thefull TED Talk here: 
http://www.ted.com/talks/elizabeth_nyamayaro_an_invitation_t
o_men_who_want_a_better_world_for_women

EmmaWatsonfeaturedonBritishVoguepromotinggender
equality

August 6—UN Women Global Goodwill Ambassador and 
HeForSheSpokesperson Ms. Emma Watson receivedanother 
well-deserved accolade; she was featured as the September 
cover girl of British Vogue. The interview with Emma included a 
‘Vogue Video,’ in whichshe discusses the relevance of gender 
equality and HeForShe to the fashion industry, calling on fashion 
designers including Stella McCartney and Bella Freud. 

We are very proud of Emma’s accomplishment.Watch the video 
here: 
http://www.vogue.co.uk/news/2015/08/06/emma-watson-un-
vogue-film
UNMemberStatesadopt 17newgoalsincludinggender equality

August 4–193 Member States of the United Nations came to a 
consensus on a new document that will be adopted this 
September at the Sustainable Development Summit in New York. 
UN Secretary-General Ban Ki-moon welcomed the agreement, 
saying it “encompasses a universal, transformative and 
integrated agenda that heralds an historic turning point for our 
world.” We are thrilled to see gender equality included! 

Click here to read more: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/08/trans
forming-our-world-document-adoption/

28



3 |  11HeForShe|MonthlyDigest| August 2015 UN Women Solidarity Movement for Gender Equality

HeForShe HEADSOFSTATEANDWORLDLEADERS
LiberianLegislatureJoinsHeForSheCampaign

August 20, Monrovia, Liberia–Members of the 53rd Liberian 
National Legislature have joined the HeForSheCampaign 
pledging to take actions for the advancement of gender equality 
in Liberia. During an event heldat the seat of the Legislature 
(House of Representatives and Senate) on Capitol Hill in 
Monrovia, the Speaker of the House of Representatives Alex 
Tyler recognized the contributions of women in building safer 
and more economically vibrant societies aroundthe world.

The Liberian Speaker of the House of Representatives saidthat
the HeForSheCampaign provides aplatform for men to take 
ownership of efforts aimed at protecting and promoting the 
rights of women and girls. “Every time the conversation of 
women’s empowerment is brought to the fore, the discussion 
has always centered on governance. But I think this HeForShe
Campaign takes it to another level,” said Speaker Tyler, going on 
to say, “the next level to which we must take the ‘HeForShe’ 
Campaign is about economically empowering women so that 
they can lead the way in the political governance of Liberia”.
Thank you for your support Speaker Tyler!

President of Rwanda,H.E.Paul Kagameannouncedas“very
proud” HeForSheChampion

August 18, Kigali,Rwanda—Duringthe launch of the Command 
Post Exercise themed "African Security Organs' Synergy to End 
Violence Against Woman and Girls", thePresident of Rwanda, 
H.E. Paul Kagame announced himself as a HeForShe champions, 
saying, “I am a very proud champion of the campaign involving 
HeForShe; and I am inviting you to join in the campaign, more so 
for actions that will deliver tangible results.”

Many thanks for your support, President!
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UNSecretaryGeneral'sEnvoyonYouth,AhmadAlhendawi,visits
theNagoyaUniversity/HeForShetent at WSJ2015
August 6, Japan—The UN Secretary General's Envoy on Youth 
Ahmad Alhendawi recently shared his experience, via Twitter, 
visiting IMPACT ChampionNagoya University’s tent at this year’s 
World Scout Jamboree. We are excited about thecontinued 
growth of HeForSheacrossAsia!

HEFORSHEIMPACT10x10x10NEWS

FullerCosmeticslaunchesHeForSheInitiativeswithTupperware
Brands

August, Mexico—Fuller Mexico, Tupperware Brazil and 
Tupperware Mexico are rolling out HeForSheacross their 
associates and sales force. They have done an amazing job in 
engaging the men in their businesses and we are excited to see 
the movement grow in their company for years to come! 

IMPACTChampionSchneiderElectricdrives8,000worldwide
HeForShecommitmentsfrommaleemployees
August 3—Schneider Electric is committed to supporting 
HeForShewith a dual approach: top-down from executives and 
leaders, andbottom-up viaa viral campaign to seed group 
advocates on Spice Social. These tremendous internal efforts 
have resulted in8,000 male employees committing to HeForShe
byJuly 30. Keep up the great work Schneider Electric!
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HeForSheAROUNDTHEWORLD
HeForSheat theWorldAssemblyof Women

August 28, Tokyo, Japan–HeForShegathered at the Word 
Assembly of Women this year in Tokyo to heightenawareness of
the movement for gender equality. Japan stated in their review 
report, “Japan will stand at the forefront and lead the 
international community to make the twenty-first century a 
world with no human rights violations against women, and to 
eliminate sexual violence in conflict." We are proud of Prime 
Minister Shinzo Abe, IMPACT Champion,and his country’s 
commitment to HeForShe!

UNWomenGoodwill AmbassadorFarhanAkhtar takesgender
equalitytoNairobiwithconcert

August 22, Nairobi, Kenya—Well-known actor-filmmaker-singer 
Farhan traveled to Nairobi, Kenya for a concert that also doubled 
as a call to action for the HeForSheCampaign.Theinspired
concert saw over 200 men and boys committing to gender 
equality and fighting violence against women by signing up for 
the HeForSheCampaign.This is just the latest of many advocacy 
efforts for Farhan, who assumed the role of UN Women Goodwill 
Ambassador for Asia in November 2014. 

SwedishAthletesinsupport of HeForSheinBeijing

August 22, Beijing, China—Together with Swedish Ambassador 
Lars Fredén, the Swedish World Championship team supported 
the HeForShecampaign during their recent visit to Beijing. During 
a reception held at the Swedish Residence in Beijing, the Swedish 
Team snappedphotoscapturing their support for HeForShe. 
Athletes are not the only Swedes supporting HeForShe—the 
entire Swedish cabinet committed to HeForShe earlier this year. 
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HeForShemusiciansusemusictopromotegenderequality

August 20, Nyimba, Zambia—“Ihavealways been a supporter of 
womeǹs rights, that’s why in my music, I have always been an 
advocate for womeǹs rights,” says HeForShemusician Shadreck 
Mumba, known as Yachi.  The new father (of a week-old 
daughter!)explainedthat, “many men like me with daughters 
would love to see them prosper and achieve their full potential; I 
do not want my daughter to experience barriers because of her 
sex. Men with daughters will understand my feelings,” he said. 
It's great to see music changing the way people think about 
gender equality!

IberoAmericanaUniversitybecomesthefirst HigherEducation
institutioninMexicotojoinHeForShe

August 19, Mexico City, Mexico—Through its Gender Affairs 
Programme, IberoAmericanaUniversity became thefirst Higher 
Education institution in Mexico, and the second across Latin 
America and the Caribbean to formally join HeForShe. During the 
exciting launch event, academics, administrative staff and 
hundreds of students from across the university all committed to 
HeForShe.

HeForShePakistancoordinateswithDawn’sFacebookPageto
bringawarenesstogenderequality

August 17, Karachi, Pakistan—Dawn, one of Pakistan’s national 
daily English newspapers, has been the site of an exciting 
discussion in Pakistan. After a HeForShe event in Karachi, 
Pakistan, a lively debate on gender equality broke out on Dawn’s 
Facebook page.We are thrilled that HeForShecontinues to spark 
conversation through local as well as global media.

Read the discussion here: 
https://www.facebook.com/dawndotcom/photos/a.2509245104
41.295677.86398345441/10155937893650442/?type=1&theate
r
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ParaguayanHeForSheNationalCommitteeholdstheir first
meeting
August 17, Paraguay—The first meeting of the Paraguayan 
HeForSheCommittee was held on August 17.  The Committee is 
comprised of government representatives, universities and civil 
societymembers. It aims to promote good practices in favor of 
gender equality and the empowerment of women.The Members 
of the Committee organized three groups: ending violence 
against women and girls, equal opportunities and education and 
culture.  Sharing global and regional experiences, such as visibility 
campaigns, workshops and public commitments, the participants 
work to ensure actions are taken against gender inequality and 
discrimination.

TheMunicipalityof PueblasignsuptotheHeForShecampaign

August 17, Puebla, Mexico—The Mexican municipality of Puebla, 
home to 1.5 million (and more than 750,000 women), joined 
HeForShe. Mayor of Puebla, Jose Antonio Gali Fayad attended 
the event where UN Women Mexico Representative, Ana 
Güezmes presented the “Stop Violence” campaign. Mayor Jose 
Antonio Fali, together with councilors and more than 500 officials 
of Pueblacommitted to HeForShe.

HeForShenowonAirat 102.3FMinRwanda
August 15, Rwanda—HeForSheis now airing on the number one 
hit music stationin Rwanda! The station has committed to 
featuring HeForShe daily, and exploring the role of youth in 
promoting gender equality.The “HeForSheradio show” links the 
talk show on air to social media posts to promote dialogue,
increase HeForSheawareness andincrease youth engagement 
aroundHeForShe. Since the launch of the radio show, combined 
with other efforts, the number of commitments in Rwanda has
increased to2,158 and still growing!
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CaboVerdeanPublicAdministrationpromotesgenderequality
andgreater involvement of boysandmeninthiscause
August 13, Cabo Verde—Under thebanner of HeForShe, the 
President of the Republic, Dr. Jorge Carlos Fonseca held a 
working meeting at the National Directorate of Public 
Administration (NDPA) in Achada Santo António. Themeeting 
served primarily to define focal points of the HeForShecampaign 
in Cabo Verde’s Public Administration. There was a reaffirmation 
of complete openness and availability by the DNAP to engage in 
this cause, carryingout the campaign internally and using their 
communication channels to spread the HeForShemessage. 
Thank you President Fonseca for your continued support of the 
HeForShemission!

Latest NewsfromChina

August 13, Beijing, China—The UN Women China office is very 
pleased to announce that the number of Chinese men who have 
committed toHeForShehas reached 38,103 commitments. Keep 
up the great work China!

HeForShecelebratedat KorcaBeerFest.
August 12, Albania—In cooperation with Korcaand with the 
support of Mayor Sotiraq Filo HeForShewas featured at the
Korca Beer Fest. The event, which attracts over 15,000 every 
year, isone of the most popular Albanian summer social 
activities. Under the slogan “Change Perspectives: Be a 
HeForShe" the campaign asked men and boys to reflect on how 
they can contribute to the achievement of gender equality. The 
five-day campaign reached thousands of festival attendees, with 
more than 7000 men committing to HeForShe!
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Minister of Genderaddressesyouthat theUniversityof Rwanda
concerningHeForShe
August 8, Rwanda–The Minister of Gender and Family 
Promotion, Hon. Oda Gasinzigwa joined a youth meeting at the 
University of Rwanda to share information about HeForShe. The 
Minister discussed the national IMPACT initiative and 
emphasized the role of youth in attaining gender equality. She 
added that in Rwanda the HeForShecampaign will support and 
challenge youth to contribute to advancing gender equality as 
agents of change. The young peoplepresent were excited to 
commit online to HeForShe.We love seeing the youth of the 
world getting involved with HeForShe!

HeForSheupdatefromRwanda

August 7, Rwanda–With the support of the Ministry of Trade and 
Industry and the Ministry of Gender and Family Promotion, the 
HeForSheteam opened an exhibition stand at the 18th Rwanda 
International Trade Fair.

The Expo gathers thousands of businesses, entrepreneurs, 
investorsand the public at large from acrossAfrica to showcase 
and discover new products andideas. The HeForSheteam on the 
ground took this opportunity to introduce people toHeForShe
and invitemen to commit online. When asked by a curious visitor 
why such an exhibition standhad been placedin a trade fair, the 
campaign coordinator replied: “Weknow this is a trade fair. At 
HeForShewe also mean business. Gender equality is our 
business! We are selling this idea to men and boys.”

August 7, Rwanda–Through the Gender Monitoring Office and 
the Ministry of Gender and Family Promotion, the association of 
motorcycle-taxi riders invited the HeForSheteam to their regular 
meeting to get insight about HeForShe. Ms. Judith Kazaire, 
representing the Ministry of Gender, addressed the gathering on 
the importance of HeForShein Rwanda, the Role the President is 
playing as a global champion and the role every man, at every
level of society,should play in support of gender equality. The 
audience saluted this effort and unanimously committed to the 
campaign. The representative of the association emphasizedthat
he is looking forward to having more women as motorcycle-taxi 
riders.We look forward to what’s to come from HeForShein 
Rwanda!
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HeForSheVideosfromPeruandGenderEqualityWorkshop

August, Peru—The UN Office in Perureleased powerful videos 
highlighting the need for gender equality. The videos feature 
young people in Peru responding to the question, “What has 
affected you the most lately?” Their simple but powerful 
message is about how our actions affect others. Watch the full 
videos here: 

https://youtu.be/wowtcP6H7Gg

https://youtu.be/e0QEUAITUh4

Peru has also established a workshop to engage youth in gender 
equality. Thanks for supporting the HeForShemission, educating 
youth on the importance of gender equality and getting us closer 
to our one billion goal!

TheChangemakersinVietnam

August 3, Vietnam—Thirty-five youth leaders and young activists 
from Northern to Southern regions of Vietnam came together to 
participate in a three day training organized by UN Women and 
VietnamVolunteer Center, Youth Union.The training aimed to 
deepen knowledge and understanding of the youth leaders and 
activists on gender equality and violence against women and 
girls, using social media as a tool to advocate and engage other 
youth in ending VAWG.The Changemakers in Vietnamare 
influencing their society to support gender equality!
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HeForSheSummerTour inAlbaniakicksoff towarmreception

August 1-12, Albania—TheHeForSheSummer Tour kicked off on 
August 1 and isan initiative developed in collaborationwith the 
Youth Centre ‘Borderless', and UN Women Albania. The goal of 
the tour is toreach wide audiences of men and boys, visiting 
touristic cities of Albania through the summer. 

The HeForSheSummer Tour started its journey through tourist 
sitesinAlbania on August 1st. For 12 days, the team visited 12 
cities around the country, from South to North, sharing messages 
of gender equality and women’sempowerment to local men and 
boys. The team engaged inconversations in the streets and 
beaches of Albaniaas well as attending public events in each city.  

We would love to see other innovative events, like the Albania 
Summer Tour around the world!
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

11月30日
(月)、
14日(月)

役員会

15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)

2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)

9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)

16日(水)

教授会(経済学部・経済学研究科、医学系研究科、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、宇宙地球環境研究所、総合
保健体育科学センター)
研究科委員会(医学系研究科)

18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)

24日(木)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、創薬科学研究科、未来材料・シ
ステム研究所)

名古屋大学　平成27年12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

10月21日(水)
～
1月30日(土)
(日・祝日、12月
27日～1月4日
休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「名古屋のセンパーイ！ 明治
編－名古屋大学全学同窓会大学
支援事業①－」

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、1/5～7は17：00まで)、13：00～17：00(土
曜日)
内容：明治4年(1871年)の名古屋大学創基から昭和22年(1947年)
の名古屋帝国大学が名古屋大学へと改称されるまでの、本学の前
身校に在学、在職した著名人に関連する、入手が困難になりつつ
ある古書も含めた図書、文書、写真、絵葉書等によるコレクションを
展示公開する
入場料：無料

［関連特別講演会］
1月27日(水)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：10：00～11：30
講演題目：「尾張医学の大先輩　伊藤圭介－その医学と本草学」
講演者：山内一信(本学名誉教授)
参加費：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

11月7日(土)～
3月12日(土)
(期間中の土曜
日　全8回)

名古屋大学オープンカレッジ
「自由奔放！サイエンス－知識・
博学への挑戦」

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
るだけわかりやすく伝える
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

経済学研究科
エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

11月10日(火)
～1月23日(土)
(日・月曜日、12
月27日～1月4
日休館)

第31回博物館企画展
「北の縄文人－豊かな海と山にか
こまれて－」

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］
12月5日(土)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「木彫りになったクマ－クマと尾張徳川家の意外な関係
－」
講演者：大谷茂之氏(北海道二海郡八雲町教育委員会)
参加費：無料

第32回博物館企画展
「ボタニカルア－ト作品展」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

「伊藤篤太郎生誕150年－初めて
植物に学名を付けた日本人－」

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：14：00～15：30
講演題目：「カサノリに魅了された日本の植物学者」(2/6)
講演者：北山太樹氏(国立科学博物館研究主幹)
講演題目：「菌類と伊藤太朗、ナメコの絵がタイプ標本になった？」
(2/13)
講演者：折原貴道氏(神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員)
講演題目：「標本の収集と保管－その歴史と意義」(2/20)
講演者：秋山　忍氏(国立科学博物館研究主幹)
参加費：無料

11月13日(金)
～12月7日(月)

附属図書館2015年秋季特別展
「高木家の武」(高木家文書展)

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：高木家文書のなかから、高木家の軍備・軍学・武術に関わる
古文書・絵図類・合戦図などを紹介する
対象：一般
入場料：無料

附属図書館
052-789-3678

11月24日(火)
～
2月19日(金)
(土・日・祝日、
12月29日～1月
4日休館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示
「名大の蛾 Ⅰ．秋～冬の蛾」

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

2月4日(木)～
4月5日(火)
(日・月曜日休
館)

博物館事務室
052-789-5767
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11月25日(水) 文学研究科 大学院入試説明会

場所：文学研究科2階237講義室
時間：18：00～
内容：出願手続きについて、カリキュラム・研究科概要等について、
先輩の体験談、他
参加費：無料

文系事務部教務課(文学)
052-789-2207

11月26日(木)、
12月10日(木)

心の発達支援研究実践センター
公開レクチャー

場所：教育学部1階第1講義室
時間：19：00～20：30(11/26)、18：30～20：00(12/10)
講演題目：「フィンランドと日本の国際比較研究結果－仲間問題、
ボディイメージの障害、学校の安全性」(11/26)、「主な神経発達障
害のリスク要因ー両親および出生前に関して」(12/10)
講演者：アンドレ・ソーランダー氏(トゥルク大学教授)
対象：一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
052-789-2658

11月26日(木)
第62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：「スポーツで距離"勘"を解き明かす」
講演者：山本裕二(総合保健体育科学センター教授)
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
研究員　戸次真一郎
052-747-6791

11月27日(金)
～
29日(日)

International Symposium on
EcoTopia Science '15 (ISETS'15)
エコトピア科学に関する国際シン
ポジウム2015

場所：野依記念学術交流館、IB電子情報館、ES総合館
テーマ：「Innovation for Smart Sustainable Society」

［市民公開講座］
11月29日(日)
場所：IB電子情報館
講演題目：「スマートハウスで我々の生活はどう変わるのか？(仮
題)」
講演者：岩船由美子氏(東京大学特任教授)、丹羽崇人氏(愛知県
環境部地球温暖化対策監)、金森淳一郎氏(株式会社デンソー技術
開発センターマイクログリッド開発室担当部長)
定員：70名
対象：学生、一般
参加費：無料

未来材料・システム研究所
システム創成部門
教授　山本俊行
052-789-4636

11月28日(土)
連携企画「アジアのための国際協
力in法分野2015」
法整備支援シンポジウム

場所：慶應義塾大学三田キャンパス南館地下4階ディスタンスラー
ニング室(東京都港区)
時間：13：00～18：15
内容：有志グループ発表、全体討論、講評、他
対象：学部生、大学院生、法科大学院生、一般
参加費：無料(懇親会費は3,000円)

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

11月28日(土)
創薬科学研究科 平成28年度博
士後期課程進学・入試説明会

場所：創薬科学研究館2階講義室
時間：13：00～14：30
内容：全体説明、個別進学相談、他
対象：本学および近隣の理系大学院生
参加費：無料

創薬科学研究科事務部
052-747-6780

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

11月28日(土)、
12月12日(土)、
1月23日(土)、
2月6日(土)

ビジネス人材育成センター
平成27年度後期 B人セミナー

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス2階小会議室
時間：10：00～15：00、10：00～16：00(2/6)
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－」、「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－」(11/28)
「農薬、医薬品開発の現状(仮題)」、「環境、健康、社会など各種分
野を担う総合的なBtoB企業の実態」(12/12)
「アイディアの出口戦略」、「若手起業家の経験談を聞く！必要なマ
インド、能力を探る！」(1/23)
「ユーザーの求めるサービスや製品化への道－スタンフォード大学
版の顧客開発・仮説検証モデルの考え方を学ぶ－」(2/6)
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

43



11月28日(土)、
12月11日(金)、
12月12日(土)、
12月18日(金)、
12月19日(土)、
1月23日(土)、
1月29日(金)、
1月30日(土)

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
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)、隈本邦彦(同客
員教授)、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

11月28日(土)、
12月12日(土)、
12月19日(土)、
1月9日(土)、
1月23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

11月30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2015
「インターネット社会に生きる学生
への新たな対応－情報意見交換
会」

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
時間：13：00～17：00
講演題目：「ネット社会に生きる若者の感性と陥穽－ソーシャル／
承認／オタク－」
講演者：谷村　要氏(大手前大学准教授)
内容：講演、パネルディスカッション、情報意見交換会、他
対象：教職員、本学学生(講演のみ)
参加費：無料(懇親会費は2,500円)

総合保健体育科学センター
052-789-5778

11月30日(月)
第55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：「鬼怒川水害の実態と教訓」
講演者：中村晋一郎(工学研究科講師)
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1日(火)
12月8日(火)

建築学総合セミナー2015

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：16：30～18：30
講演題目：「プロポーションについて」(12/1)
講演者：長谷川　豪氏(長谷川豪建築設計事務所代表)
講演題目：「アジアの都市とアジア的なるもの」(12/8)
講演者：中川　武氏(博物館明治村館長)
対象：一般
参加費：無料

工学研究科
准教授　恒川和久
tsune@nagoya-u.jp

12月2日(水) Campus Concert

場所：豊田講堂
時間：17：30～
演奏曲目：「楽興の時 作品16より第1番、第2番、第3番、第4番」(セ
ルゲイ・ラフマニノフ)、「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長
調」(セザール・フランク)、他
演奏：川合亜実氏(ピアノ)、國枝由莉氏(ピアノ)、江頭摩耶氏(ヴァイ
オリン)
対象：一般
参加費：無料

総務部広報渉外課
052-747-6558

12月2日(水) 第116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：「東北地方太平洋沖地震による埋立地での液状化被害
と将来へ向けた対策」
講演者：中井正一氏(千葉大学教授)
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

12月3日(木)

学生相談総合センター／学術研
究・産学官連携推進本部ビジネス
人材育成センター 多様性理解促
進のためのシンポジウム

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～17：00
テーマ：「多様な人々と共に働く世界の実現に向けて」
講演題目：「IBMにおけるワークフォース・ダイバーシティ－多様性と
リーダーシップ－」
講演者：橋本孝之氏(日本IBM株式会社副会長)
対象：一般
参加費：無料

学生相談総合センター
障害学生支援室
052-789-4756
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12月3日(木)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第22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：「最近の金融経済情勢と展望」
講演者：梅森　徹氏(日本銀行名古屋支店長)
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

12月5日(土)

教育発達科学研究科附属高大接
続研究センター公開講演会
「高大を接続する－米国と日本の
高大接続の現在と未来－」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：00
講演題目：「米国の大学の立場から」
講演者：アンドリュー・エフラット氏(元マサチューセッツ州立大学副
総長)
講演題目：「米国の中等教育・特別支援教育の立場から」
講演者：ノーラ・スティーブン氏(元マサチューセッツ州立大学教育
学部Senior Lecturer)
講演題目：「日本の高大接続の現状と将来」
講演者：佐々木隆生氏(北星学園大学教授)
対象：高等学校および大学関係者、一般
参加費：無料

教育発達科学研究科
附属高大接続研究センター
chet@educa.nagoya-u.ac.jp

12月5日(土)
全国大学ビブリオバトル2015
東海B・Cブロック地区決戦

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：13：30～16：30
講演者：東海B・Cブロック予選会を勝ち抜いたバトラー
内容：ビブリオバトルとはお気に入りの本を持って集まり、1人5分で
紹介し「どの本を一番読みたくなったか？」を投票で決める書評バト
ル。首都決戦に進む2名を決める
定員：なし
対象：一般
参加費：無料

リーディング大学院推進機構本部
特任助教　飯島玲生
052-789-3171

12月5日(土) 大学教務実践研究会第3回大会

場所：愛知みずほ大学大学短期大学部1号館(名古屋市瑞穂区)
時間：10：00～16：00
講演題目：「発達障害のある学生の特徴と支援(仮題)」
講演者：安田道子(本学名誉教授)
内容：講演、ポスター発表、分科会、全体討論
定員：140名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：1,000円

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：14：45～16：15
講演題目：「The Utility of Meaning：Language is Anthropocentric,
Cultural, and Useful」
講演者：ニック・エンフィールド氏(シドニー大学教授)
対象：一般
参加費：無料

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：30～18：00
講演題目：「日本語の主題と主語」
講演者：益岡隆志氏(神戸市外国語大学教授)
対象：一般
参加費：無料

場所：全学教育棟北棟4階多目的講義室(406室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「役割指示文法からみたオノマトペの統語位置－通言語
的視点から－」
講演者：虎谷紀世子氏(ヨーク大学准教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　秋田喜美
akita@lang.nagoya-u.ac.jp

12月7日(月)、
12月11日(金)、
12月15日(火)

国際言語文化研究科
第35回、第36回、第37回応用言
語学講座公開講演会

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp
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12月8日(火)
平成27年度全学同窓会
講演会・夕食会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：16：00～17：30
講演題目：「高速道路 四方山(よもやま)話－名神高速道路が全線
開通して50年 高速道路の過去・現在・未来－」
講演者：宮池克人氏(全学同窓会副会長・中日本高速道路株式会
社　代表取締役社長CEO)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料
※夕食会は同窓会会員、学士会会員本人のみ(参加費：5,000円)

全学同窓会事務局
052-783-1920

12月11日(金)
第15回遺伝子実験施設
公開セミナー

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：20～16：30
テーマ：「植物のゲノム編集技術で人類の未来を広げる」
講演題目：「次世代の植物ゲノム編集技術の開発」
講演者：土岐精一氏(農業生物資源研究所ユニット長)
講演題目：「毒のないジャガイモを作る－ゲノム編集の植物代謝工
学への応用」
講演者：村中俊哉氏(大阪大学教授)
講演題目：「基部陸上植物ゼニゴケのゲノムとゲノム編集」
講演者：河内孝之氏(京都大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

遺伝子実験施設
准教授　井原邦夫
052-789-4532

12月12日(土)

リノベーションによるまちづくりセミ
ナー「リノベーション・エリアマネジ
メントによるまち育て－遊休不動
産再生を活用したエリア価値向上
手法に関するガイドラインと事例
紹介－」

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～16：30
内容：リノベーションによるエリアマネジメントを推進するためのガイ
ドラインの解説と事例報告
定員：80名
対象：一般
参加費：無料

愛知県土地水資源課
tochimizu@pref.aichi.lg.jp

12月15日(火)
農学国際教育協力研究センター
2015年度第2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：15：30～17：00
講演題目：「アフリカ開発の阻害要因と日本の役割(Constraints of
African development and the Japanese roles in the future)」
講演者：二木　光氏(元国際協力機構国際協力専門員)
対象：一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
准教授　槇原大悟
052-789-4226

12月19日(土)、
20日(日)

第12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：「最初の大統一理論 電磁気学を楽しむ！」
講師：林　煕崇(理学研究科客員研究員)
内容：ファラデーが見た電気力線や磁力線の世界を実験・体感し
て、何の関係もないと思われていた電気と磁気を統一した最初の
大統一理論：電磁気学の世界を楽しむ
定員：各20名
対象：中学生以上、一般(12/19)、高校生以上、一般(12/20)
参加費：500円(実験教材費)

未来材料・システム研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

12月19日(土)

ミクロの探検隊 
「ミクロの世界をのぞいて放散虫
の進化に触れよう！－電子顕微
鏡のふしぎ」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～16：00
定員：22名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：500円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

12月19日(土) 第5回防災人材交流セミナー

場所：豊田講堂、他
時間：13：30～16：30
講演題目：「死者ゼロの地域力－長野県神城断層地震の現場か
ら」
講演者：津滝俊幸氏(長野県白馬村堀之内地区惣代)
定員：300名
対象：あいち防災リーダー、愛知県防災ボランティアコーディネー
ター、名古屋市災害ボランティアコーディネーター、耐震化アドバイ
ザー、愛知県防災まちづくりアドバイザー、防災・減災カレッジおよ
び市町村などで防災に関する講座等を受講された方、行政・企業・
学校・地域等で防災に取り組まれている方
参加費：500円(資料代)

認定特定非営利活動法人
レスキューストックヤード(RSY)
052-253-7550

12月19日(土)、
1月16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
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12月22日(火)
平成27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階会議室
時間：13：00～14：30
講演題目：「e-ポートフォリオ(仮題)」
講演者：宮崎　誠氏(畿央大学助教)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
1月26日(火)、 2月23日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

12月24日(木)、
2月27日(土)、
3月5日(土)

博物館コンサート NUMCo

場所：博物館2階展示室
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

「ジャズオーケストラによるクリスマスコンサート」(12/24)
時間：13：00～14：00
演奏曲目：「サンタが街にやってくる」、「雪だるまつくろう」、他
出演：フリーヒルズジャズオーケストラ

「ウクレレデュオ」(2/27)
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「ナプアモハラ(花は咲く)」、「メドレー(ふるさと、浜辺の歌
等)」、他
出演：Yeh☆`ie(イェーィエ)、千田初子氏(フラ)

「博物館がJAZZYになる」(3/5)
時間：14：00～15：00
出演：長谷川智則氏、他

博物館事務室
052-789-5767

12月25日(金)
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、減災ギャラリー、他
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：隈本邦彦(減災連携研究センター客員教授)、他
内容：各高校の報告・意見交換
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

1月10日(日)

平成27年度精神科医療普及目的
の市民公開講座
「脳とこころの健康のために－メン
タルヘルスを日常生活に生かす
－」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～17：00
講演題目：「眠れない人のために」
講演者：藤城弘樹(医学系研究科寄附講座講師)
講演題目：「アルコールとメンタルヘルスの深い関係」
講演者：入谷修司(同寄附講座教授)
講演題目：「認知症のあれこれ」
講演者：鳥居洋太(医学部附属病院病院助教)
内容：講演、映画上映
対象：一般
参加費：無料

医学部附属病院精神科医局
052-744-2282

1月14日(木)
第5回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：00
内容：シンクロトロン光を利用した研究成果発表、放射光利用者懇
談会総会
対象：学生、一般
参加費：無料

シンクロトロン光研究センター
052-747-6562

1月29日(金)
国際言語文化研究科
第49回日本語教育学講座講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「身体性とメタファー－身体性とメンタルスペースを使っ
たメタファー理論の素描－」
講演者：鍋島弘治朗氏(関西大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　鷲見幸美
ysumi@lang.nagoya-u.ac.jp
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