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平成２８年１月２７日 

平成２７年度 第９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  

 ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

１ 宇宙進化の謎を探る 名大研究開発力と信頼度！    

Ｈ２Ａロケット３０号機 ２月１２日打ち上げ 【資料１】 

・軟ガンマ線検出器  

・Ｘ線天文衛星「アストロＨ」搭載「硬エックス線望遠鏡（ＨＸＴ）」 

    ・超小型衛星「ＣｈｕｂｕＳａｔ―２」 

Ⅱ  行事・トピックス 

２ 名古屋大学名誉博士称号授与記念イベントについて（2 月 6 日）【資料２】 

ローマクラブ共同会長ワイツゼッカー氏  

名誉博士称号授与式、記念講演、日本工学アカデミー中部地区トークセッション 

３ 新ＣＡＬＥ棟 茶室オープン！（２月７日）【資料３】  

   ４ 名古屋大学全学同窓会 マレーシア支部設立について（２月２０日～）【資料４】 

５ 全学同窓会関東支部 天野教授講演会・交流会について 【資料５】 

６  今後の行事予定 【資料６】 

Ⅲ その他 

７ スウェーデンのルンド大学医学部と共同学位プログラム調印式について【資料７】 

８ 各賞受賞報告 

／第１２回日本学士院学術奨励賞／第１２回日本学術振興会賞【資料８】 

９ 各賞受賞報告 

／２１０５年度 日本育種学会優秀発表賞 【資料９】  

10 名古屋大学基金感謝のつどい（２月１３日） 

 

11 SGH グローバルディスカッションについて（２月４日）【資料１０】 

 

 

次回開催  ２月２４日（水）１４：００～（広報プラザ 2 階）     以上 
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2016年2⽉12⽇打ち上げ予定
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• ⾼エネルギーX線測定 (波⻑0.002~0.2 nm)
– 硬X線望遠鏡 (HXT) + 硬X線検出器(HXI)

• 波⻑ 0.02~0.2 nm 
– 軟ガンマ線検出器 (SGD)

• 波⻑ 0.002~0.1nm
• X線エネルギー精密測定

– 軟X線望遠鏡(SXT) + カロリメーター (SXS)
• 広視野

– 軟X線望遠鏡(SXT) + X線CCD (SXI)
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200名を超える国際共同研究
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田島宏康
名古屋大学宇宙地球環境研究所

ASTRO-H軟ガンマ線検出器

イラスト 池下章裕氏/提供 JAXA

軟ガンマ線検出器

8
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軟ガンマ線検出器の概要

要求される性能
エネルギー帯域: 6万 60万電子ボルト
 電磁波の波長にして原子核程度に相当

エネルギー分解能: 4千電子ボルト以下

開発責任者 (問い合わせ先)
田島宏康 教授
(宇宙地球環境研究所 附属飛翔体観測推進センター)
電話: 052-789-4314
メール: tajima @nagoya-u.jp

特徴
我々が独自に開発した半導体検出器や集積回路の技術
 我々のグループはシリコン半導体検出器や集積回路の開発に中心的な役割

これまでにないエネルギー分解能、検出効率を持ったコンプトンカメラ
(ガンマ線検出器)を実現

9



軟ガンマ線検出器の開発で鍵となった技
術

開発の鍵となる技術
半導体検出器の開発
 浜松ホトニクス社製シリコン検出器 (名大宇宙地球環境研究所、広島大学)
 アクロラド社製テルル化カドミウム検出器 (JAXA宇宙科学研究所)

集積回路の開発 (名大宇宙地球環境研究所、JAXA宇宙科学研究所)
実装技術 (三菱重工)

集積回路

SGD-S

SGD-S radiator

JAXA/三菱重工

浜松ホトニクス社製
シリコン半導体検出器

実装技術
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衛星に搭載された軟ガンマ線検出器
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放射性物質除去への活用

ガンマ線を放射する放射性物質の可視化に能力を発揮
JAXA、三菱重工と共同で携帯可能なガンマ線可視化カメラASTROCAMを製
品化
 科学技術振興機構の補助金

JAXA/三菱重工

毎時30マイクロシーベルト, 
距離 10 m弱

30分計測後のイメージ

毎時20マイクロシーベルト, 
距離 1 m程度
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ASTRO-H 搭載 軟ガンマ線検出器 (SGD) 解説 
 

目的 
• 中性子星やブラックホールなど、地上では実現できない非常に強い重力場や磁場、超高温に

おける物理法則を解き明かす。 

• 中性子星やブラックホール、超新星残骸や銀河団などで宇宙線が加速されている天体を特定

し、その物理過程を解き明かす。 

 

開発責任者 (問い合わせ先) 
田島宏康 教授  

(宇宙地球環境研究所 附属飛翔体観測推進センター) 

電話: 052-789-4314 

メール: tajima@nagoya-u.jp 

 

検出器概要 
エネルギー帯域: 6 万 60 万電子ボルト 

エネルギー分解能: 4 千電子ボルト以下 

 

軟ガンマ線検出器の意義・特徴 
• 我々が独自に開発した半導体検出器や集積回路の技術によって、これまでにないエネルギー

分解能、検出効率を持ったコンプトンカメラ(ガンマ線検出器)を実現 

(名古屋大学の我々のグループは、シリコン半導体検出器と集積回路の開発で中心的役割) 

• X 線衛星すざくで実力発揮した硬 X線検出器とコンプトンカメラを組み合わせることで、放

射線による障害を低減し、感度を 10 倍向上 

 

放射性物質除去への活用 
• 宇宙からの微弱なガンマ線を観測するために我々が開発した半導体コンプトンカメラは、ガ

ンマ線を広視野で効率よく検出する能力も持っていますので、広く分布した放射性物質を可

視化することが可能です。 

• 科学技術振興機構の補助金を得て、JAXA、三菱重工と共同で、携帯可能で野外で使用可能な

カメラを製品化しました。 
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用語解説 

• 放射線: 放射線とは、原子核の崩壊や分裂等によって放出される高いエネルギーを持った電

磁波(エックス線やガンマ線)や粒子線(アルファ線やベータ線)を指します。 

放射線が物質を通過すると、分子や原子の構造に損傷を与えます。生物の場合は、分子や

原子の損傷は脱毛や白内障などの直接的症状を起こしたり、遺伝子の損傷からガンなどの発

症の原因になったりします。逆に放射線によって生成される特殊な分子も存在し、合成ゴム

の強度増強に利用されることもあります。 

放射線というと原子力発電所を連想しますが、自然界にもウランなど放射線を出す能力も

持った物質(放射性物質)が存在します。また、宇宙からも放射線が降り注いでいることがわ

かっており、宇宙線と呼んでいます。宇宙線は、空気中の窒素原子と反応して炭素 14 などの

天然の放射性物質を生成します。 

• 宇宙線: 宇宙線は宇宙から降り注ぐ高エネルギーの素粒子で、10 の 9 乗(10 億)から 10 の

20 乗(1 兆の 1億倍)電子ボルト以上まで幅広いエネルギー分布を持ちます。(1電子ボルトは

だいたい光のエネルギーに相当)。 

宇宙線は、約 100 年前の 1912 年にオーストリアの科学者 Victor Franz Hess によって発見

されました。Hess らが気球に乗って放射線強度の高度依存性を測定したところ、高度が上が

るほど放射線強度が高まることを発見しました。この発見により、エネルギーの高い放射線

が地球の外側、すなわち宇宙から降り注いでいることがわかり、宇宙線と呼ばれるようにな

りました。 

宇宙線のエネルギーは、人類が加速器で実現できるエネルギー(7 兆電子ボルト)をはるか

に凌駕しているため、その加速のしくみは非常に興味深い謎です。宇宙線生成のしくみを理

解する第一歩となるのが、宇宙線の起源となる天体を同定することです。残念ながら電荷を

持った粒子である宇宙線は、銀河系の磁場に影響を受け直進できないため、その到来方向を

測定しても起源にたどり着くことはできません。 

宇宙線と星間ガスの反応で放出される高エネルギーの光(電磁波)であるガンマ線は、電荷

を持たず磁場に影響を受けずに直進できるため、宇宙線の起源とその伝播を研究する上で最

も有力な手段と考えられています。 

• 宇宙線の起源: 最近のフェルミ衛星のガンマ線観測によって我々の天の川銀河における宇

宙線の起源がつきとめられました。重い星はその一生の最後に超新星爆発を起こすことが知

られていますが、その爆発の衝撃波が宇宙空間に広がっていく過程で、宇宙線を加速してい

ることがわかりました。 

宇宙線は天の川銀河の外からも降り注いでいることがわかっていますが、その起源は未だ

謎です。その有力候補の一つが、太陽の 100 万倍から 10 億倍の質量を持つ「超巨大ブラック

ホール」です。ブラックホールの周辺の物質は、ブラックホールの強力な重力で落ちていく

過程で、渦を巻きながら引き込まれていきますが、その一部がジェットとして渦の垂直方向

に放出され、ジェットの中で粒子が加速されていることがわかっています。 

しかし、ジェットが作られるしくみや、ジェットの中で粒子が加速されるしくみはほとん

どわかっていません。超巨大ブラックホール周辺の渦やジェットから放射されるエックス線

やガンマ線を観測することで、ジェットの形成やその中での粒子加速のしくみを明らかにす

ることを目的としているのが、SGD です。 
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SGD に搭載されたコンプトンカメラ (写真は試作機、三菱重工業, JAXA 提供) 

 

 
ASTRO-H に搭載された SGD (JAXA 提供) 

 

 
放射性物質サーベイ用携帯型コンプトンカメラ (三菱重工業, JAXA 提供) 

 

15



波⻑ エネルギー 温度
可視光 400 nm~800 nm 1~3 eV 数千度
X線 10 nm以下 100 eV以上 百万度以上
硬X線 0.1 nm以下 10 keV以上 1億度以上
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http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/peering-black-hole-pasts/

超巨⼤BH
活動銀河核

http://chandra.harvard.edu/photo/2009/cena/

1億度以上の世界
17



どこで加速？どこまで伸びる？

⾼エネルギー粒⼦
⾼エネルギーX線の発⽣

超新星残骸
RXJ1713

E<10keV

18



どこで⽣まれる？

宇宙線=⾼エネルギー粒⼦

⼈類最強加速器
LHC

プロ野球
剛速球

 Wikipedia
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検出器

Hard X-ray
Telescopes

⾼エネルギーX線 5 80keV
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源
結像

X線望遠鏡: ⾦属板バウムクーヘン
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Ux製作:硬Ｘ線望遠鏡 (HXT)
1号機

2号機

7

1台
1278枚

+スペア
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電⼦顕微鏡写真

プラチナ＆炭素多層膜
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⾼エネルギーX線の反射
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多層膜スパッタ装置

@⾼等研究総合館
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θ

⾦属 (⾦、⽩⾦など)
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θ

⾦属 (⾦、⽩⾦など)

E>10keVのX線
⼩さすぎる！
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すざく衛星
Cas A

⾼エネルギー粒⼦ ⾼エネルギーX線

超新星残骸
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Reflectivity simulation
Single layer
D=100Å

Pt/C Multi Layer
D=40Å

Depth graded ML
(Pt/C)
D=26 50Å
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シンクロトロン放射光施設 SPring‐8 
性能評価
ビームライン

(215m)
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slit

Telescope
Detector

X‐ray

12 m

Top View
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ChubuSat‐2 衛星について

2016年1月27日(水)
名古屋大学 理学研究科

山岡 和貴、 河原 宏晃

33
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ChubuSat衛星とChubuSat‐2
ChubuSat チュウブ(中部)サット
– 名古屋大学、大同大学、中部地区航空宇宙中小企業

連合(MASTT)で開発する、50 kg級の超小型衛星シリーズの総称

継続的に打ち上げることで、中部地区産業界の活性化

とともに、コストを下げ、民間の宇宙開発への参入を促進

ChubuSat‐2衛星
– 2014年8月、JAXAによりASTRO‐H相乗り

小型副衛星の一つに選定

– 大きさ 65cm x 56 cm x 55 cm、 重量: 約50 kg
– ミッション目的

• 放射線観測

ASTRO‐Hによる天体観測の妨げとなる

ノイズ源の観測 ASTRO‐Hのサポート

• アマチュア無線によるメッセージ

交換サービスの提供

Hello.

Hello.

地球起源などの放射線
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ChubuSat‐2衛星の開発
2014年8月末から本格的な開発をスタート

放射線検出器 開発(2015年10月まで)
– 中性子とガンマ線を同時測定。名大新規開発。

– 新型シンチレータ、半導体光センサを搭載。

– 信号数:全312、サイズ 15 cmx17 cmx18.5 cm、

重量 6 kg

衛星 開発(2016年1月中旬まで)
– 組み立て、機能試験@名大理学部内クリーンルーム

– 様々な苛酷な環境試験(分離衝撃試験、振動試験、熱真空試験)を突破

JAXA種子島宇宙センターに搬送され、2月12日主衛星ASTRO‐Hとともに打ち上げへ

放射線検出器の外観(左)と断面(右)
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ChubuSat実践プログラム

名古屋大学 博士課程教育リーディングプログラム

フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム

宇宙利用の拡大、宇宙技術の発展などに

寄与するグローバルな人材を育成

ChubuSat実践プログラム

• 座学にとどまらない、 ChubuSat衛星を

実践の場として大学院生に提供

• 2014年度プロジェクトE (6人グループ)が、

太陽からの中性子観測を提案

小型衛星向きとして高く評価され、

機能として付加することを決定
開発実践フェーズで実証実験を
行う、プロジェクトEのメンバー
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太陽フレア中性子の観測
太陽フレア：太陽表面における大規模な爆発現象.

高エネルギー放射線を放出、太陽嵐を起こす.

Credit: NASA/SDO

2015年5月

ミッションの提案

フレアに伴う高エネルギー中性子の測定を行うことで、
放射線のエネルギー獲得メカニズムの理解を目指す.
宇宙放射線環境の理解に役立てたい.

小型衛星の利点

中性子は宇宙空間を
直進して地球に到来する.

衛星筐体への宇宙線の衝突から生じる
中性子の背景事象が少なく、クリーンな
観測が可能であると期待できる.

ミッションの内容、放射線検出器の概念設計、
実現可能性を理学・工学研究科の大学院生で
検討し、提案を行った.
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ChubuSat-2 解説 
 

ミッション内容 
• 放射線観測 

• アマチュア無線の中継  

 

責任者 (問い合わせ先) 
山岡和貴 特任准教授  

(理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻)  

 

衛星概要 
大きさ: H63 × W56 × D55 cm3 

重量: 約 50 kg 

姿勢制御: 太陽指向制御 

通信: アマチュア無線、S バンド 

 

ミッション機器 

• 放射線検出器 
シンチレータによる放射線(陽子、中性子、ガンマ線)観測 

重量 6kg、大きさ 15 × 17 × 18.5 cm3、消費電力 12W 

 

履歴・予定 
2014 年 8月 27 日 ASTRO-H の相乗り小型副衛星に選定 

2016 年 1月 13 ～15 日 JAXA に引き渡し 

2016 年 1月 15 日 種子島宇宙センターへ発送 

2016 年 2月 12 日 種子島宇宙センターから H2A ロケットで打ち上げ予定 

 

超小型衛星開発の背景 

• 名古屋大学、大同大学、および中部地方の中小企業連合体によるグループである中部地区小

型衛星開発連合は、50kg 級の小型の人工衛星を開発しています。 

• 小型の人工衛星が実用化されると、これまでよりはるかに低い費用(たとえば 1/100 以下)と

することが可能になります。人工衛星の費用を低減することで、民間の宇宙利用、これまで

困難だった用途での宇宙利用を促進できます。 

 

ミッション内容の詳細 

• 主衛星である ASTRO-H の天体観測の妨げとなる放射線を測定します。主衛星と同時期、同軌

道に打ち上げるため、放射線を主衛星とほぼ同じ軌道で観測することができます。そのた

め、ASTRO-H での観測の精度向上に寄与することが期待できます。 
• 地上との通信手段の一つとして搭載したアマチュア無線通信機を利用して、一般のアマチュ

ア無線ユーザに対するメッセージ中継サービスも提供します。 

 

ChubuSat-2 の意義・特徴 
• ChubuSat-2 に搭載する放射線検出器は、名古屋大学で新規に開発した観測装置で、様々な放

射線 (陽子などの電荷を帯びた粒子、電荷を帯びない中性子、高エネルギーの光であるガン

マ線)を検出し、そのエネルギーや到来方向を測定することができます。 
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• これまで宇宙で使用されたことがない半導体光検出器を採用することで、従来の半分以下の

体積を実現し、超小型衛星への搭載を可能にしました。 

• 太陽で起こる爆発現象である太陽フレアでは、非常に多くの粒子が加速され、それらの粒子

が地球に到達すると、磁気嵐やオーロラの原因になると考えられています。ChubuSat-2 に搭

載する放射線検出器は、太陽フレアからの中性子を観測することにも利用できます。この観

測によって、太陽フレアにおける粒子加速の仕組みを解き明かす一助になると期待されてい

ます。 

太陽中性子を観測するための観測機器は宇宙ステーションに搭載されていますが、宇宙線が

宇宙ステーションに衝突することで雑音となる中性子も生成されるため、超小型衛星のほう

が雑音となる中性子が少なくなり、太陽中性子を検出する感度が向上するという利点があり

ます。これは、本学で実施している博士課程教育リーディングプログラムである「フロンテ

ィア宇宙開拓リーダー養成プログラム」における ChubuSat 実践プログラムの中で大学院生に

よって発案されました。 
 

用語解説 

• 放射線: 放射線とは、原子核の崩壊や分裂等によって放出される高いエネルギーを持った電

磁波(エックス線やガンマ線)や粒子線(アルファ線やベータ線)を指します。放射線が物質を

通過すると、分子や原子の構造に損傷を与えます。生物の場合は、分子や原子の損傷は脱毛

や白内障などの直接的症状を起こしたり、遺伝子の損傷からガンなどの発症の原因になった

りします。逆に放射線によって生成される特殊な分子も存在し、合成ゴムの強度増強に利用

されることもあります。 

放射線というと原子力発電所を連想しますが、自然界にもウランなど放射線を出す能力も持

った物質(放射性物質)が存在します。また、宇宙からも放射線が降り注いでいることがわか

っており、宇宙線と呼んでいます。宇宙線は、空気中の窒素原子と反応して炭素 14などの天

然の放射性物質を生成します。 

ChubuSat-2 では、地球周回軌道上で支配的な放射線である宇宙線を観測します。 

• 中性子: 原子核を構成する素粒子の一つで、原子核反応で生成されます。太陽フレアで高速

に加速された陽子や原子核が太陽の原子核と原子核反応することで生成されるほか、宇宙線

が人工衛星や大気と原子核反応することでも生成されます。 

• ガンマ線: ガンマ線は放射線の一種で、非常に短い(原子核の大きさより短い)波長を持った

電磁波です。 

• 太陽フレア: 太陽黒点周辺で起きる爆発現象で、その過程で加速された荷電粒子が地球に

到達すると電離層の擾乱や磁気嵐、オーロラ嵐を引き起こします。その結果発生する通信障

害や送電線への影響が危惧されますので、太陽フレアのしくみを解き明かすことは、非常に

重要な課題と言えます。現在は 11年周期で増減する黒点活動の中で極大期は過ぎています

が、黒点活動はまだ続いており、太陽フレアの研究は十分に可能です。 
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太陽電池パネルを閉じた状態の ChubuSat-2 (裏面) 

 

 
太陽電池パネルを開いた状態の ChubuSat-2 (正面) 
 

 

 
太陽電池パネルを開いた状態の ChubuSat-2 (側面) 

銀色に見える箇所は、冷却のため放射線検出器を露出している。 
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ChubuSat-2 に搭載される前の放射線検出器。これまで宇宙で使用実績のない半導

体光検出器(浜松ホトニクス製)を採用することで、従来の半分以下の大きさを実

現した。 

41



42

資料２



 

 
名古屋教育記者会各社 殿 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL:052（789）5111（代表）
http://www.nagoya-u.ac.jp/

平成 28 年１月 27 日 

ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長 

名古屋大学名誉博士称号授与記念イベント 

「ローマクラブ会員とノーベル賞受賞者との対話」 

開催のお知らせ

 2 月 6 日に、ローマクラブ共同会長 エルンスト・フォン・ワイツゼッカー教授に対し、

名古屋大学名誉博士称号を授与します。 

これを記念して、下記のとおり記念イベントを行います。 

記 

■ 日 時： 平成 28 年 2 月 6 日（木）14:30～17:15(開場 14:00) 

■ 場 所： ES 総合館 ES ホール 

■ 主 催： 名古屋大学、日本工学アカデミー／後 援： 中日新聞社 

■ プログラム：同時通訳つき  

  第 1 部 名古屋大学名誉博士称号授与式 

       ＜挨拶＞ 松尾 清一 名古屋大学総長 

  第 2 部 記念講演「ローマクラブからの新たなメッセージ」 

       エルンスト・フォン・ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長 

  第 3 部 日本工学アカデミートークセッション 

        「持続可能な未来のための知恵とわざ」 

       エルンスト・フォン・ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長 

       赤﨑 勇 名古屋大学特別教授／名城大学終身教授 ノーベル物理学賞受賞者 

       天野 浩 名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者 

       小宮山 宏 日本工学アカデミー会長 ローマクラブ・フルメンバー 

         ＜コーディネーター＞ 林 良嗣 名古屋大学教授 ローマクラブ・フルメンバー 

                    飯尾 歩 中日新聞論説委員 

 ■ お申し込み： 

  参加無料です。 

  参加を希望する方は、電子メールで、参加される方の①お名前、②職業（勤務先）、

③電話番号をメール本文にお書きいだたき academy@eaj.or.jp（日本工学アカデミー）

宛にお申し込みください。（先着順とし、お申込みが予定数に達した時点で受付を終了

します。） 
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趣旨： 

 世界を代表する生態環境学者であり、名古屋大学大学院環境学研究科に対し

て 10 年来、客員教授、グローバル COE プログラム「地球学から基礎・臨床環境

学への展開」の国際外部評価委員などとして多大な貢献のあったエルンスト・フ

ォン・ワイツゼッカー教授に対して、名古屋大学名誉博士の称号が授与されます。

『地球環境政策』を著したほか、同教授は、「ファクター４」（豊かさを２倍にし

つつ、資源消費を半減する）という概念を打ち立て、気候変動枠組条約第３回締

約国会議（COP3、京都会議）の折に著書を刊行し、これまでに 13 ヶ国語に翻訳

されてその思想を世界に広く普及されました。後に、単体技術からシステムによ

る資源消費節約へと拡張した「ファクター５」を発表し、人類の重要課題を討議

し警鐘を鳴らし続けるローマクラブの共同会長も務めておられます。 

 折しも 2014 年には、資源消費を大幅に削減する技術である LED 照明のために

必須の青色発光ダイオードを発明した功績に対し、日本工学アカデミー会員で

ある赤﨑勇名古屋大学特別教授／名城大学終身教授、天野浩名古屋大学教授が、

ノーベル物理学賞を授与されました。 

 このような世界でも稀有な人材が交わる中部地区における日本工学アカデミ

ーの活動の一環として、フォン・ワイツゼッカー教授への名誉博士号授与に合わ

せてその記念の講演会とトークセッションを企画しました。講演会では、フォ

ン・ワイツゼッカー教授から「ローマクラブからの新たなメッセージ」と題して

資源・地球環境問題への対応について講演を頂き、トークセッションでは、ファ

クター４を実現する青色 LED の発明によりノーベル物理学賞を授与された赤﨑

教授、天野教授、そしてローマクラブ・フルメンバーでありそれぞれ未来のプラ

チナ社会、都市のスマートシュリンクを提唱する小宮山宏日本工学アカデミー

会長、林良嗣教授（コーディネーター）、そして飯尾歩中日新聞論説委員（コー

ディネーター）が加わって、地球環境問題への対応理念、技術、そしてあるべき

将来社会の姿について、語り合います。 

 

エルンスト・フォン・ワイツゼッカー教授について： 

 エルンスト・ウルリッヒ・フォン・ワイツゼッカー教授（Ernst Ulrich von 

Weizs cker）は、1939 年生まれ、現在「成長の限界」で有名なローマクラブの

共同会長で、国連環境計画（UNEP）国際資源パネル共同議長も兼務していた。そ

の経歴は、ドイツ・エッセン大学生物学教授を皮切りに、36 歳でカッセル大学

学長、その後、国連科学技術センター所長、欧州環境政策研究所長、地球環境政

策を研究するヴッパータール研究所の創設所長に就任。メルケル環境大臣（当時）

の指南役としても知られる。その後、ドイツ連邦議会議員（SPD、社民党）に選

出され、連邦議会環境委員会の委員長としてドイツが今日の環境王国となる基
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礎を築く。また、カリフォルニア大学最大の寄付者ブレン氏に請われて、サンタ

バーバラ校ブレン環境科学・マネジメントスクール院長なども歴任。多くの著作

があるが、特に京都会議 COP3 前に書かれた「ファクター４：豊かさを 2 倍に、

資源消費を半分に」は 13 カ国語に翻訳され、全世界に知られる。ドイツ連邦共

和国功労勲章、ドイツ連邦環境賞授賞。妻のクリスティーネ女史（生物多様性を

専門とする環境学者）との間に 5 人の子と 7 人の孫がいる。統一ドイツ初代大

統領のリヒャルト・フォン・ワイツゼッカーの甥にあたる。 

 

 

名古屋大学広報室 

 TEL：052-789-2699  

 FAX：052-788-6272 

 E-mail: kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 

＜開催全般について＞ 

名古屋大学環境学研究科事務部 

 事務長 引字、庶務係長 井手 

  TEL：052-789-3451、3454 

  FAX：052-789-3452 

  E-mail: ide.masako@adm.nagoya-u.ac.jp 
＜ワイツゼッカー教授の経歴、内容について＞ 

名古屋大学大学院環境学研究科教授 林良嗣 

   TEL：052-789-2773 

   E-mail: y-hayashi@nagoya-u.jp 
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アジア法交流館（新CALE棟）竣工
名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター（CALE）のこれまでのアジア法整備支援

事業の実績が評価され、文部科学省の助成により、現ＣＡＬＥ棟東側に、新棟が竣工いたしました。

「アジア法交流館（Asian Legal 
Exchange Plaza）」は、アジアの法律
家・学生・市民の法の交流空間としての
広場、すなわち、アジア法の
“AGORA”をめざします。

CALEは、2002年の設立以来、ア
ジア各国に「日本法教育研究セン
ター」を設置し、各国の国づくりの
ための法令起草支援・法律家育成を
はじめとする法整備支援事業を展開。

カンファレンス
ホール

カンファレンス
ホール

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）
〒464-8601名古屋市千種区不老町 電話 : 052-789-4263/ 2325

FAX：052-789-4902  E-mail：cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp

茶 室茶 室

コミュニケー
ションガーデン
コミュニケー

ションガーデン

講義室
セミナー室

講義室
セミナー室

アジア法資料室アジア法資料室

建物規模（建築面積：1, 4 2 2㎡、延べ面積：5, 4 9 7 ㎡、5階建て）

竣工日（2015年11月16日）

アジアに展開する各拠点

ウズベキスタン

ミャンマー

ラオス

インドネシア

モンゴル

ベトナム(ハノイ)

ベトナム(ホーチミン)

カンボジア
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留学生の日本文化体験のための茶室「白蓮庵」

 東海メディカルプロダクツ筒井宣政会長・陽子副会長寄贈 

茶室「白蓮庵」は、茶道を通じて留学生が日本文化を体験する場として、（株）東海メディカルプロ

ダクツ筒井宣政会長・陽子副会長のご寄付により整備されました。
筒井ご夫妻は、先天性心疾患を抱える次女佳美さんを救いたいという思いから、人工心臓の開発に取

り組むも、佳美さんは、23歳の若さで他界されました。佳美さんが生前茶道に親しまれたことから、筒
井ご夫妻には、広間・小間・水屋からなる本格的な茶室整備を寄贈いただきました。茶室「白蓮庵」は、
佳美さんの戒名である「白蓮」から名付けられました。

茶室整備寄付金目録授与式
（2015年3月16日）

左：筒井陽子副会長、中央：筒井宣政会長
右：濵口道成総長（当時）
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名古屋大学「アジア法交流館」茶室開きについて 

2016 年 1 月 25 日 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター 

 

1. 開催日時 

2016 年 2 月 7 日（日）11:00～14:00 

11：00～12：00 席入り、ご挨拶、薄茶 

12：00～13：00 点心 

13：00～14：00 薄茶（干菓子で） 

 

2. 開催場所 

名古屋大学（東山キャンパス）「アジア法交流館」（1F）茶室「白蓮庵」 

 

3. 概要 

名古屋大学は、留学生の受け入れを通じたアジア諸国の法律家育成をはじめとする

法整備支援事業を展開しており、アジア法情報の交流拠点として、文部科学省による

助成を受け、2015 年 11 月に新棟「アジア法交流館」が竣工した。「アジア法交流館」

新営にともない、株式会社東海メディカルプロダクツ筒井宣政会長・陽子副会長のご

寄附により、広間・小間・水屋からなる茶室「白蓮庵」を整備した。 

 

4. 茶室整備目的 

茶室「白蓮庵」は、主に茶道を通じて留学生が日本文化を体験するとともに、茶道

部をはじめとする日本人学生と留学生との交流の場として活用し、また、「アジア法交

流」という共通のテーマを通じて、日本とアジア、さらに広く世界の法曹、法学研究

者同士の学術交流の場として、異文化理解、法制度理解を深めることを目的としてい

る。 

 

5. 寄附者 

寄附者である株式会社東海メディカルプロダクツ筒井宣政会長は、昨年 11 月、愛知

県産業労働部からご推薦いただき、アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2015 ジャパ

ン日本代表に選出された。 

 

6. 出席予定者 

株式会社東海メディカルプロダクツ会長 筒井 宣政 

株式会社東海メディカルプロダクツ副会長 筒井 陽子 

株式会社東海メディカルプロダクツ社長 康弘 

株式会社東海メディカルプロダクツ取締役 筒井 奈美 
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名古屋大学総長 松尾 清一 

名古屋大学前総長（国立研究開発法人科学技術振興機構） 濵口 道成 

名古屋大学参与（愛知県公立大学法人理事長） 鮎京 正訓 

名古屋大学理事・副総長 市橋 克哉 

名古屋大学大学院法学研究科長 神保 文夫 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター長 小畑 郁 ほか 

 

7. 担当者 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター 特任講師 牧野 絵美 

TEL：052-747-6485 FAX：052-789-4902 E-mail：emi.m@law.nagoya-u.ac.jp 

 

以上 
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全学同窓会マレーシア支部設立総会について 

 

                                             

  

設立総会予定 

日時 ： 平成 28年 2月 21 日(日) 10:00～ 

場所 ： Ambang Asuhan Jepun, Universiti Malaya, Kuala Lumpur 

    マラヤ大学予備教育部日本留学特別コース講義室、クアラルンプール市 

 

支部長等候補者について 

支部長候補 

Dr. Nafarizal Bin Nayan (ナファリザル ビン ナヤン) 

現職：准教授, Tun Hussein Onn University of Malaysia  

（1979 年 12 月 30 日生（36 歳） 

工・電子情報システム専攻 2008 年博士修了）   

 

出席予定者 

  全学同窓会  伊藤代表幹事、中野連携委員長 

  名古屋大学  松尾総長、事務職員 2 名（総務部、教育推進部） 

現地側    Dr. Nafarizal Bin Nayan (支部長)他、同窓生(約 20 名) 

 

マレーシア支部の概要 

卒業生 約 110 名  

工(約 80 名)、経済、医、国開、理、環境、法、情科、国言、農 

  在学生 47 名 （平成 27年 11 月 1 日現在） 

       工(31 名)、理、法、経、情科、文、教、医、農           

 

支部設立の経緯 

名大全学同窓会は、アジア地区で 14 の海外支部を設立し、次の支部の候補として、同

窓生の数も多い、マレーシアも検討していた。しかしながら現地の同窓生から特に目立

った動きが無いままに推移していた。2015 年 3 月に工学研究科出身の Nafarizal Bin 

Nayan (ナファリザル ビン ナヤン)氏から、連絡があり同窓会支部設立に協力したい

ことの意向および設立に関する手順の照会があった。 

同氏は、全学同窓会からの情報発信により、他の海外支部の活動状況を知り、マレーシ

ア支部設立の必要性を感じたとのことであった。 

当時ナファリザル氏は、短期間北海道大学で研究中であり、具体的な検討は、彼が 
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マレーシアへ帰国する 11 月以降となった。 

2015 年 12 月後半に、同氏を中心として同窓生がクアラルンプールで会合を持ち、設立

準備、支部役員の人選等について検討した。その場で、支部役員候補の選出、設立総会

の場所の決定等が行われ、2 月 21 日の設立に向けて準備をすることとなった。 

なお、支部長候補者として、ナファリザル氏が選出されたが、同氏は、学部から博士課

程まで、名大に 9 年間在籍しており、名大に対する思いは人一倍強く、初代支部長とし

てふさわしい人物と判断している。 
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名古屋大学全学同窓会 海外支部設立状況

2016年1月1日現在

②バングラデシュ支部
2005年10月23日設立

⑥ベトナム支部
2007年9月7日設立

④タイ国支部
2005年12月14日設立

⑦カンボジア支部
2008年9月5日設立

⑤北京支部
2007年5月21日設立

⑩台湾支部

2011年7月9日設立

①韓国支部
2005年5月5日設立

③上海支部
2005年11月11日設立

⑧モンゴル支部

2009年9月3日設立
⑨ウズベキスタン支部

2010年3月11日設立

⑬インドネシア支部

2013年8月30日設立

⑪ラオス支部

2012年12月14日設立

⑫ミャンマー支部
2013年6月29日設立

⑭フィリピン支部
2014年12月20日設立

名古屋大学全学同窓会
2002年10月27日設立

⑮マレーシア支部

2016年2月21日設立予定
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Overseas Branches of
Nagoya University Alumni Association (NUAL)

As of  March 1, 2016

Headquarters

⑧Mongolia

⑨Uzbekistan

②Bangladesh

①Korea ⑤Beijing

③Shanghai

⑪Laos

⑥Vietnam

⑩Taiwan

⑦Cambodia

⑫Myanmar

④Thailand

⑬Indonesia

⑭Philippines

⑮Malaysia

53



2016年 1 月31日（ 日） 学士会館

（司会） NHK アナウンサー 山口 勝

1 4 : 0 0 ～15 : 30 講演会 （202 号室）

「世界を照らす LED」

名古屋大学教授

天 野 浩

◎ 質疑応答

◎ 集合写真撮影 ２回

1 6 : 0 0 ～ 18 : 30 交流会 （210 号室）

◎ 挨 拶 全学同窓会副会長・関東支部長 丹羽宇一郎

◎ 報 告 総長 松尾 清一

「 NU MIRAI 2020 」について

◎ 乾 杯

◎ 交 流

◎ 紹 介

◎ 特別出演 名古屋大学男声東京 OB合唱団有志

「 Das Lied 」、「 希望の島 」、「今は若き子 」、「若き我等 」

◎全員で合唱

名古屋大学学生歌 「 若き我等 」

◎ 閉会挨拶 事務局長 片岡 大造
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名古屋大学学生歌

若き我等 医学部卒 渡辺久也 作詞

工学部卒 永見貞夫 作曲

１ 尾張野の 豊けき胸に

みどりあり 光あり

涙もて よろこびに うちふるう

若き我等 おお若き我等

2 歌ひびく 平和の園に

いのちあり 自由あり

愛ふかく 鐘のごと 呼び交す

友よ我等 おお友よ我等

3 たじろがぬ 身体と心

歴史あり 使命あり

誇らかに 今日を生き 伸びゆかん

永久に我等 おお永久に我等

～曲目紹介～

「 Das Li ed」 三浦和夫 訳詞、 L. Spohr (1784～1859） 作曲

多く の男声合唱団の愛唱歌として歌われ、 団歌としているところもあります。

いざわが歌 天を鳥のごとく 翔り行け 歓びに燃ゆる胸

「 希望の島」 小松玉厳 訳詞、 ジョ ーンズ作曲

日本の男声合唱におけるもっとも古い愛唱歌のひとつ。

はるかへだつ海のあなた 歓びのとこよべ

「 今は若き子」 スウェーデン民謡 矢口貢 訳詞、 Wetteri ng 作曲

大地は微笑み 我にささやく よ わが子なれこそ 今は若き子

「 若き我等」 学生歌、 作曲者の永見貞夫氏は名大男声合唱団員（ S29入団） でした。

～名古屋大学男声東京OB合唱団有志紹介～

指揮：佐藤一治 S46(工）

T 1：土屋義和 S40(工）、深谷成男 S41(工)、宇野武彦 S41(工)、大竹幸二 S49(工)

T 2：齊藤 朗 S35(理）、秋月郁夫 S44(工)、熊崎雅之 S51(農)、小川公夫 S55(理)

B1：寺 嵜 裕 一 S31(工）、中島紘一 S38(工)、葉玉真記 S41(工)、山田利明 S41(経) 、岡島 建 S60(文)

B2：稲 垣 研 吾 S3 4 (経）、榊原昌三 S40(文)、水谷友二 S41(工)、成田豊蔵 S42(経) 、木谷 孝 S43(理)

磯 田 幸 男 S44(農）、新井清隆 S45(工)、山田啓一 S45(工)、神谷貞次 S47(法)
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)、
15日(月)

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(経済学部・経済学研究科、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)

4日(木) 教授会(農学部・生命農学研究科)

10日(水) 教授会(国際開発研究科)

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

18日(木)
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)

19日(金)
教授会(理学部・理学研究科、創薬科学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

24日(水)
教授会(情報文化学部、宇宙地球教研究所、未来材料・システム研究所、総合保健
体育科学センター)

名古屋大学　平成28年2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)、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

2月10日(水)～
5月31日(火)
(日・祝日、3月
26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！ 大正・
昭和編－名古屋大学全学同窓会
大学支援事業②－」

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、3/22～31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］
3月15日(火)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：14：00～15：30
講演題目：「衛生の道を拓き 雄大な先駆的視野に立って辣腕をふ
るった 愛知医学校長　後藤新平」
講演者：髙橋　昭(本学名誉教授)
参加費：無料

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

2月4日(木)～
4月5日(火)
(日・月曜日休
館)

第32回博物館企画展
「ボタニカルア－ト作品展」
「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：13：30～15：00
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：大坪　奏氏、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24日(火)
～
2月19日(金)
(土・日・祝日休
館)

2月29日(月)～
4月15日(金)
(土・日・祝日休
館)

附属図書館医学部分館
052-744-2505

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

「名大の蛾 Ⅰ．秋～冬の蛾」(11/24～2/19)
「博物館友の会写真サークル 写真展」(2/29～4/15)

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
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11月25日(水)
～
2月6日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日)

2月10日(水)～
3月26日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日)

1月27日(水)

国際言語文化研究科メディアプロ
フェッショナルコースNagoyaラジオ
カフェ
ラジオドキュメンタリー「看取りの
カタチ」

場所：全学教育棟北棟3階301号室
時間：19：00～21：00
講演者：菅野光太郎氏(株式会社CBCラジオプロデューサー)
内容：2014年度民放連最優秀賞を受賞した「看取りのカタチ」を聴
いた後、制作者による制作秘話を聴きディスカッションをする
定員：20名
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　小川明子
ogawa@lang.nagoya-u.ac.jp

1月27日(水)
平成27年度脳とこころの研究セン
ターシンポジウム

場所：医学部附属病院医系研究棟1号館地下1階大会議室
時間：13：15～17：50
講演題目：「センター1年の進捗と今後の展望」
講演者：祖父江　元(医学系研究科附属医学教育研究支援セン
ター特任教授)
講演題目：「皮質脳波を用いたブレイン・マシン・インターフェイス
(BMI)」
講演者：吉峰俊樹氏(大阪大学教授)
講演題目：「7テスラ超高磁場 MRIでせまる脳の構造と機能」
講演者：福永雅喜氏(自然科学研究機構生理学研究所准教授)
講演題目：「EEG-fMRIおよび安静時fMRIを使用した新しいてんか
ん焦点診断法への試み」
講演者：前澤　聡(脳とこころの研究センター特任准教授)
内容：研究進捗状況報告、研究成果報告(ポスター閲覧)、講演、他
定員：120名
参加費：無料

脳とこころの研究センター
052-744-1975

1月27日(水)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
門－フロンティア・アジアの地平に
立つリーダーの養成－」
第2回グローバルビジネス講座

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：30～15：00
講演題目：「The role of soft power in building international
understanding」
講演者：マット・バーニー氏(ブリティッシュ・カウンシル駐日代表)
内容：ますます複雑になる世界において重要性が高まりつつある
"soft power"と"cultural relations"の役割等について、経験談も踏
まえて解説する
対象：学生、一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
052-789-5717

1月28日(木)、
29日(金)

第28回宇宙地球環境研究所年代
測定研究部(旧年代測定総合研
究センター)シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
講演題目：「加速器質量分析技術の発展と応用研究の拡大」
講演者：中村俊夫(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「グリーンランド・イスア地域の岩石から読み解く約38億
年前の生命圏」
講演者：大友陽子氏(北海道大学特別研究員)
講演題目：「能登半島で観測されるPM2.5の季節的特徴」
講演者：松木　篤氏(金沢大学准教授)
対象：学生、一般
参加費：無料(懇親会費は5,000円(一般)、3,000円(学生))

宇宙地球環境研究所基盤研究部門
年代測定研究部
052-789-2579

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
時間：9：30～17：00
講演者：隈本邦彦(減災連携研究センター客員教授)、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

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

減災館第12回、第13回、第14回
特別企画展

場所：減災館
時間：13：00～16：00
テーマ：「昭和東南海地震」(第12回)、「三河地震」(第13回)、「『復
興』事業を考える」(第14回)
入場料：無料

[スペシャルギャラリートーク]
2月24日(水)
時間：13：30～
場所：減災館
講演題目：「『復興』事業を考える」
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門助教)

減災連携研究センター
052-789-3468
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1月30日(土)、
31日(日)

文学研究科附属「アジアの中の日
本文化」研究センター国際シンポ
ジウム「表象されること/されない
こと：東アジア人文学への新たな
るアプローチ」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：9：50～18：00(1/30)、13：30～18：15(1/31)
内容：講演、討論、他
対象：研究者、一般
参加費：無料

文学部・文学研究科附属
「アジアの中の日本文化」研究セン
ター
教授　藤木秀朗
jacrc@lit.nagoya-u.ac.jp

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：14：45～16：15
講演題目：「日本語学習辞書へのコーパスの活用」
講演者：砂川有里子氏(筑波大学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　志波彩子
shiba@lang.nagoya-u.ac.jp

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：「思考の言語相対性と普遍性」
講演者：今井むつみ氏(慶應義塾大学教授)
対象：一般
参加費：無料

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

2月3日(水)
第57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：「東南海地震と三河地震を振り返る」
講演者：武村雅之(減災連携研究センター寄附研究部門教授)
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

2月5日(金)～
28日(日)

附属図書館2016年春季特別展
「古文書にみる地震災害」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：所蔵しているコレクション・歴史資料(高木家文書ほか)のなか
から江戸時代の地震や津波、噴火に関する古文書・古記録・絵図
類を紹介する
対象：一般
入場料：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

2月5日(金)
法学研究科2015年度学部学生対
象 大学院説明会(総合法政専攻)

場所：法学部2階第3講義室
時間：16：50～17：50
内容：大学院制度の概要、大学院生活の魅力について、質疑応
答・個別相談
対象：学生
参加費：無料

文系事務部教務課(法学)
052-789-2317

2月5日(金)
愛知学長懇話会 国際機関キャリ
アガイダンス「国際機関で働くに
は」

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：16：30～18：00
定員：200名
対象：国際機関勤務に関心のある県内の学生
参加費：無料

愛知学長懇話会事務局
(総務部総務課)
052-789-2009

2月6日(土)
ローマクラブ共同会長 名古屋大
学名誉博士称号授与記念イベン
ト

場所：ES総合館1階ESホール
時間：14：30～17：15
講演題目：「ローマクラブからの新たなメッセージ」
講演者：エルンスト・フォン・ワイツゼッカー氏(ローマクラブ共同会
長)
内容：名古屋大学名誉博士称号授与式、記念講演、トークセッショ
ン
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科事務部
052-789-3454

2月6日(土)

国際言語文化研究科メディアプロ
フェッショナルコース
ワークショップ＋講演会
「NHKバリバラ－福祉の課題にク
リエイティブにアプローチする」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～17：00
講演者：日比野和雅氏(NHK大阪放送局チーフプロデューサー)
内容：講演者とともに参加者同士がワークショップ方式で対話し、
福祉の世界を変える新しいクリエイティビティやメディアの役割につ
いてともに考える
定員：50名
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　小川明子
ogawa@lang.nagoya-u.ac.jp

2月2日(火)、
8日(月)

国際言語文化研究科
第38回、第39回応用言語学講座
公開講演会
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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：10：00～16：00
テーマ：「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－」
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

2月12日(金)

国際言語文化研究科附属グロー
バルメディア研究センター設立記
念シンポジウム
「グローバル社会と日本：戦後70
年を超えて」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～18：00
講演：「戦後70年におもうこと」
講演者：渡邉昭夫氏(東京大学名誉教授)
内容：講演、討論(日英同時通訳)
参加費：無料

国際言語文化研究科附属
グローバルメディア研究センター事務
室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

2月13日(土)、
14日(日)

第48回地球教室－フィールドセミ
ナー－「鉱物をさがそう！」

場所：名古屋市科学館(名古屋市中区)、蒲郡市生命の海科学館
(愛知県蒲郡市)、三田石材(愛知県西尾市)
時間：14：00～16：30(2/13)、9：00～16：00(2/14)
内容：鉱物の性質について学習し鉱物の採集と鑑定をする
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：2,000円

博物館事務室
052-789-5767

2月13日(土)

国際開発研究科シンポジウム
「農業開発における地域間協力：
アフリカとラテンアメリカの比較
(Inter-regional Cooperation in 
Agricultural Development: 
Comparison of
Africa and Latin America)」

場所：国際開発研究科8階第1会議室
時間：10：00～17：20
講演者：浅川晃広(国際開発研究科講師)、新海尚子(同准教授)、
他
参加費：無料

文系総務課(国際開発研究科担当)
052-789-4952

2月14日(日)

平成27年度女性医師キャリア支
援モデル普及推進事業－オール
名大・オール東海地方型男女医
師キャリア支援相談モデル事業
－
「キャリア支援シンポジウム」

場所：医学部附属病院鶴友会館2階大会議室
時間：13：00～16：00
講演題目：「大同病院における女性医師支援の実績」
講演者：水野美穂子氏(大同病院副院長)
内容：医学部附属病院が採択されている厚生労働省「平成27年度
女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」に関し、附属病院・関
連病院医師を対象とした調査結果の報告、院内診療科における女
性医師支援状況についての発表、国連で評価された本学における
総長管理ポスト「女性リーダー(PI)枠」活用の実際、すでに女性医
師支援で評価の高い大同病院における支援プログラムについての
講演
対象：一般
参加費：無料

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
病院助教　向田美保
052-744-1334

2月17日(水)
第65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：「体内時計に効く薬を目指して」
講演者：廣田　毅(トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教
授)、森田幹雄氏(ラクオリア創薬株式会社シニア・サイエンティスト)
内容：分子を使って体内時計の秘密を解き明かし、それを薬にしよ
うとする産学連携の取り組みについて紹介する
定員：30名
対象：一般
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

2月20日(土)、
3月12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

2月23日(火)
平成27年度第11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
講演題目：「大学図書館におけるデーターサービスについて」
講演者：野見山敦史(附属図書館情報サービス課調査支援係図書
系係長)
内容：本学で提供しているデータベースを中心に大学図書館の
サービスの一端を紹介する
講演題目：「オープンアクセスについて」
講演者：萩　　誠一(附属図書館情報システム課図書系課長補佐)
内容：名古屋大学学術機関リポジトリの現状とその方向性を紹介
する
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
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2月25日(木)～
27日(土)、
3月12日(土)

平成28年度
一般選抜個別学力検査

場所：東山キャンパス、他
前期日程：2月25日～27日(27日は医学部医学科のみ)
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

2月25日(木) 第118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：「津波と真の対策を考える」 
講演者：畑村洋太郎氏(株式会社畑村創造工学研究所代表取締
役)
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

2月27日(土)、
3月5日(土)、
5月21日(土)

博物館コンサート NUMCo

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

「ウクレレデュオ」(2/27)
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)
演奏曲目：「さくら」、「スマイル」、他
出演：長谷川智則氏(サックス)、西　彩子氏(ヴォーカル)、牧野伸太
郎氏(ベース)、松永有希子氏(ピアノ)、関野　勇(ドラム)

「モンゴルの心 馬頭琴」(5/21)
演奏曲目：「スーホーの白い馬」、「草原の祝福」、他
出演：サランモル

博物館事務室
052-789-5767

2月29日(月)、
3月14日(月)、
3月16日(水)

［博物館友の会会員向け］
ギャラリ－ト－ク

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00
講演題目：「伊藤篤太郎生誕150年」(2/29)
講演者：野崎ますみ(博物館研究員)
講演題目：「写真展」(3/14)
講演者：三矢保永(本学名誉教授・写真サ－クル講師)
講演題目：「ボタニカルア－ト作品展」(3/16)
講演者：東海林富子氏(植物画家)

博物館事務室
052-789-5767

3月1日(火)
平成27年度教育学部附属高等学
校卒業式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

3月5日(土)
医学系研究科看護学・医療技術
学・リハビリテーション療法学専攻
大学院説明会

場所：医学部保健学科本館2階、東館4階
時間：9：00～12：00
内容：全体説明会、専攻別説明会
対象：大学院入学を検討している方
参加費：無料

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518

3月12日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2016

場所：愛知大学名古屋キャンパス(名古屋市中村区)
時間：13：00～19：00
講演題目：「高校と大学の双方が信頼できる高大接続のあり方」
講演者：大塚雄作氏(独立行政法人大学入試センター教授)
内容：講演、分科会、ポスターセッション
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-5696

3月12日(土)、
3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(3/12)、博物館2階実験室(3/26)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

3月25日(金) 平成27年度名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：9：30～11：10(大学院生)、11：50～13：00(学部学生)

学務部学務企画課
052-789-2159
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「名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻（仮称）」 

設置に関する覚書調印式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成 28 年 1 月 19 日 10 時 10 分～40 分 

会場 : 名古屋大学医学部 鶴友会館２階大会議室 

 

 

名古屋大学医学部国際連携室 
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資料７



 

概要 

  

名古屋大学大学院医学系研究科は、教育・研究の国際化を掲げ、海外大学との共

同プログラム設置を検討してまいりました。昨年にはアデレード大学（オーストラリア）と

の共同教育プログラムを正式に開始し、他大学には見られない新たな教育課程に取り

組んでおります。 

 このたび本研究科は、新たにルンド大学（スウェーデン）の医学部と共同で大学院プ

ログラム (仮称 名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻)を設置する事で合

意致しました。ルンド大学はスウェーデン、さらにはヨーロッパを代表する大学の一つ

であり、日本の大学として初めて欧米の大学と共同学位プログラム設置を決定致しま

した。 

 本専攻では、本学の教育課程だけでなく、教育先進国であるスウェーデンのルンド

大学が持つ強みを取り入れた新たな共同の教育プログラムを策定し、日本の教育課

程にない国際的かつ先進的なプログラムを提供します。これにより国際的な視野と高

い競争力をもつ医学研究者の育成とさらなる医学研究の発展を推進することが可能と

なります。本専攻に所属する大学院生は、所定の要件を修めることで、執筆した医学

博士論文に対して２大学合同の審査を受け、医学博士号の共同学位（ジョイント・ディ

グリー）が授与されます。 

 名古屋大学では世界トップレベルを目指す先端的研究強化に取り組んでおり、本専

攻もその一環として設置されます。本学の教育課程だけでなく、他国の大学の教育課

程を取り込んで人材育成に取り組むことで、学生の国際的視野の開発を容易にし、か

つ両大学が持つ高い研究レベルを活かした高度な研究人材の育成を行うことが可能

となります。また、このような他国の大学との共同教育は国際的な観点からも学位授与

者の質的保証をする重要な要素となり、本学の国際的な評価を向上させる上でも重要

な教育活動の一つだと捉えております。 

 今後は、本覚書(MOU)に従い、共同教育プログラムの策定を行い、共同学位授与を

行う課程の申請を文部科学省に行う予定であります。さらに、この２大学間の強い結び

つきによる協力関係を活かし、各種教育プログラムや共同研究を実施していくことを目

指します。 
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調印式式次第 

 

1. 開 式 

2. 挨 拶 

 

名古屋大学総長 松尾
ま つ お

 清一
せいいち

 

 

名古屋大学大学院医学系研究科長 髙
たか

橋
はし

 雅
ま さ

英
ひで

 

 

ルンド大学医学部長 Gunilla
グ ニ ラ

 Westergren
ヴ ェ ス テ ル グ レ ン

-Thorsson
ト ー ソ ン

 

 

3. 覚書調印 

4. 記念撮影 

5. 記念品贈呈 

6. 閉 式 
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調印式席次表 

前 

バックパネル 

     

 ⑥    ⑤    ④    ①    ②    ③ 

 

 

名古屋大学 

① 総長  松尾 清一 （まつお せいいち） 

② 医学系研究科長  髙橋 雅英 （たかはし まさひで）  

③ 医学系研究科副研究科長  大野 欽司 （おおの きんじ）  

  〔代理 医学系研究科副研究科長 門松 健治 （かどまつ けんじ）〕         

 

 

 

ルンド大学 

④ 医学部長  Gunilla Westergren-Thorsson  

（グニラ ヴェステルグレン トーソン） 

⑤ 医学部副学部長  Cecilia Lundberg （シリア ランドバーグ）  

⑥ 医学部副学部長  Lars Dahlin （ラース  ダーリン） 
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第 12 回日本学士院学術奨励賞 

受賞者：林 正人（はやし まさひと）・教授・多元数理科学研究科 

授賞式：平成 28 年 2 月 24 日（水）11:00～12:00 日本学士院（東京都台東区上野公園７-

３２） 

    秋篠宮同妃両殿下のご臨席の下，日本学術振興会賞の授賞式とあわせて行われま

す。 

    ※ 林教授は、日本学術振興会賞も受賞 

 

以下、林教授からの研究概要等の補足説明 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

私の専門分野は，主に，情報理論・量子情報理論です. 

 

情報理論は主に（秘匿通信を含む）情報通信に関連した数理的な研究分野で，多くの大学で

は工学部で研究されていて，電気工学や情報工学の一部として位置づけられることもあり

ます． 

一方，量子情報理論は，量子的な素子を用いた（秘匿通信を含む）通信に関する理論的な研

究分野です. 

こちらは，物理の基礎理論である量子論が本質的に絡んでくるため，物理の基礎とも関連し

ます．一方で，通信に関する研究としての側面があるので，こちらは，情報工学の側面もあ

ります． 

さらに，双方は数学的に精緻な解析を必須とするので，応用数学としての側面があります． 

 

最近は，私は上述のような情報通信に留まらず，統計処理，熱機関の基礎，量子論の基礎に

関する関連する様々な分野の研究を行っています． 

また，私は元々は量子情報理論の研究を中心に研究を始めましたが，研究の進展に伴って，

量子性の現れない，通常の情報理論の研究にも参画するようになりました． 

 

このように，私の研究は，（電気または情報）工学，物理学，応用数学の３つの側面があり，

どのような学科組織に所属しても，その組織でのメジャー研究という位置づけにはなりま

せん． 

 

今回で 12 回目となる日本学士院学術奨励賞ですが，これまで純粋数学の方が 3 名，応用数

学と見なせる方が 1 名受賞しています．これらの方は全て日本数学会で何らかの賞を受賞

されています．一方で，私は日本数学会からの賞は１つも受賞していませんが，今回の受賞

の前に米国電気電子工学会(IEEE)から私は別に著名な賞を頂いています． 
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このことは，日本数学会が考える（応用も含めた）数学研究の枠組みでは，私の研究が評価

しづらいことを意味しています． 

一方で，2012 年に私が本学の多元数理科学研究科に教授として赴任しています． 

このことは，本学の多元数理科学研究科が，日本の多くの数学者が考える（応用を含めた）

数学よりも，多元数理科学を相当広く捉えていることを示しています． 

このような本研究科の特色は，他大学に無い本学の特筆すべき点であると思います． 

僭越ですが，今回の受賞に関連して，このような背景を説明させていただきました． 

 

林 正人 
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日本学士院学術奨励賞（にっぽんがくしいん がくじゅつしょうれいしょう） 

若手研究者を顕彰して今後の研究を奨励することを目的として、平成 16 年に創

設されました。受賞者は、独立行政法人日本学術振興会の日本学術振興会賞受賞

者の中から選ばれます。第 11 回授賞式は秋篠宮同妃両殿下のご臨席のもと、平

成 27 年 2 月に挙行されました。第１２回については平成２８年２月予定（詳細

未）。 

日本学士院(にっぽんがくしいん) 

学術上功績顕著な科学者を顕彰するための機関として文部科学省に設置されて

おり、学術の発展に寄与するための必要な事業を行うことを目的としていま

す。 

 

日本学術振興会賞（にっぽんがくじゅつしんこうかいしょう） 

１． 事業の趣旨  

我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため

には、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を早い段階から

顕彰し、その研 究意欲を高め、研究の発展を支援していく必要があり

ます。この趣旨から日本学術振興会は、平成１６年度に日本学術振興会

賞を創設しました。  

２． 対象分野 

 人文学、社会科学及び自然科学の全分野です。 

３． 受賞条件  

 国内外の学術誌等に公表された論文、著書、その他の研究業績により

学術上特に優れた成果を上げたと認められる者のうち、当該年度の 4 月

1 日現在以下の条件を満たす者です。  

（１） ４５歳未満 

（２） 博士の学位を取得（博士の学位を取得した者と同等以上の学術

研究能力を有する者を含む。） 
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（３） 外国人の場合は推薦時点において我が国で５年以上研究者とし

て大学等研究機関に所属しており、今後も継続して我が国で研

究活動を予定していること（なお、日本国籍を有する者の場合

はこの条件を問いません。） 

４． 推薦権者  

（１） 我が国の大学等研究機関または学協会の長 

（２） 優れた研究実績を有する我が国の学術研究者

５． 選考方法  

 日本学術振興会に設置する審査会において選考します。 

６． 授賞等  

 授賞数は毎年度２５件程度とし、受賞者には、副賞として研究奨励金

１１０万円を贈呈します。 

 また、日本学術振興会賞受賞者の中から特に優れた者６名以内に、日

本学士院学術奨励賞が授与されます。 

 授賞式は日本学士院を会場として行います。 
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 ２０１５年度 日本育種学会優秀発表賞 

講演番号３０８ 

「タバコ属を用いた異科接木の挑戦」 

野田口 理孝 1,2,  

佐藤 良勝 3,  

東山 哲也 1,2,3 

1 名古屋大学大学院理学研究科 

2 JST ERATO 東山ライブホロニクスプロジェクト 

3 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 

●受賞内容の簡単な詳細 

接木とは、園芸・農学的に重要な技術で、有史より現在まで新品種の継代や病

害抵抗性の獲得など様々な目的で利用されている。しかし、接木は系統関係が

遠くなるほど成立しにくくなり、科を超えた植物の間での接木（異科接木）は

一般に不可能と考えられ、大きな制限となっている。 

 我々は、タバコ属をはじめとするナス科に属する一部の植物が、例外的に異

科接木を成立させることを見いだした。タバコ属は、モクレン類、単子葉類、

真正双子葉類のバラ類・キク類など、広範な植物と接木することができた。さ

らには、シダ植物あるいは裸子植物とも接木が成立し、最終的に種子形成も果

たされた。形態学的な観察によると、接木の接合部では柔組織を介して繋が

り、篩部および道管要素は形成されるもののそれらの配向は不規則であった。

アポプラスティック輸送およびシンプラスティック輸送が果たされることが確

認され、水や栄養分の授受が果たされる機能的な接木であると考えられた。

mRNA やタンパク質といった高分子の輸送も検出され、それらの経路と考えら

れる原形質連絡の de novo な形成も観察されている。以上の結果より、不可能

と考えられた異科接木の利用について再考したい。 

講演番号Ｐ１３８ 

「イネ耐水性機構の解明」 

 ◎黒川 裕介(クロカワ ユウスケ：D3) 

 Phung Danh Huan(フン ダン ファン：帰国(当時 M2)) 

 瞿 黄祺(ク コウキ：他大学(当時 B4))、永井 啓佑(ナガイ ケイスケ：特任助

教) 
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 戸田 陽介(トダ ヨウスケ：研究員)、芦苅 基行(アシカリ モトユキ：教授) 

 ※所属：黒川、Phung、瞿…生命農学研究科 

     永井、芦苅…生物機能開発利用研究センター 

     戸田…理学研究科 

 

●受賞内容の簡単な詳細 

  イネが水田など水環境で生きていく上で、"ガスフィルム"と呼ばれる 

 水中のイネ葉を覆う空気層が重要である ことがわかった。イネ葉はこの 

 ガスフィルム（空気層）を保持することで、水中での光合成に必要な 

 二酸化炭素を効率よく水中で交換していることが明らかとなった。 

  さらに、このガスフィルムを水中で維持していくために必要な遺伝子 

 を葉の撥水性の失った dripping wet leaf (drp) 突然変異体を用いて 

 単離した。 

  本研究より、洪水地帯などでも長く生存することのできるイネ品種 

 育成を目指した、新たな知見を提供することができるものと考えている 

 

講演番号２１４ 

「日本のイネ品種を用いたＧＷＡＳ解析」 

◎矢野 憲司(ヤノ ケンジ：D3) 

 安益 公一郎(アヤ コウイチロウ：退職)、竹内 秀征(タケウチ ヒデユキ：

M2） 

 井成(池田) 真由子(イナリ(イケダ)マユコ：退職)、北野 英己(キタノ ヒデ

ミ：教授) 

 平野 恒(ヒラノ コウ：特任助教)、松岡 信(マツオカ マコト：教授) 

 ※所属：生物機能開発利用研究センター 

 

●受賞内容の簡単な詳細 

  今回私たちは、日本に現存するイネ 198 品種のゲノム配列を 

 解読することで、収量に関わる遺伝子を効率的に予想しました。 

  我が国にイネが渡来して以降、全国至る所でその地域に適した 

 品種が選抜され、生産力が高く食味が良い品種が育成されてきま 

 した。その過程で生じる遺伝的変異が、日本人にとって有益な 

 形質に影響する場合、それは後代へ残され蓄積されます。その 
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 結果、イネ品種の DNA の違い(多型)を網羅的に調べることで、形 

 質の違いをもたらす遺伝子候補を予想することが可能になります。 

 この方法はゲノムワイド関連解析(GWAS)と呼ばれ、現在ヒトの 

 疾患や家畜の経済形質に関与する遺伝子を予測する技術として 

 広く用いられています。 

  今回、本手法により収量に関わる有力な候補遺伝子として NAL1 

 を推定することができました。 
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2015.01.27 
報道関係のみなさま 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

校長 植田健男 

ＳＧＨグローバルキャリアモデルシンポジウムの開催（取材依頼） 

 
名古屋大学教育学部附属中・高等学校は平成 27 年度、文部科学省よりスーパーグロ

ーバルハイスクール(SGH)研究開発校として 5 年間の研究指定を受けました。 
本校 SGH の目的は、グローバル化が進んだ現代に世界で活躍する「自立した学習者」

を育てることを目的としています。「自立した」とはものごとの本質を捉え、自分の力

で行動できることであり、「学習者」とは生涯探究し続ける人間を意味します。「自立し

た学習者」とはものごとの本質を地球規模で捉え、自分の力で探究し続ける勇気と判断

力のある人間であり、本校はこれを魅力的なグローバル・リーダー像と定義しています。 
本校では、生徒が主体的に課題を発見し、その課題を解決するための仮説を立て検証

していく教育方法を「総合的な学習」の時間で行っています。また、グローバルキャリ
アモデルのリレーシンポジウムを継続的・効果的に取り入れることで、課題研究が、将
来のキャリアの形成に繋がり、探究的な活動の質が深まると考え、世界の最先端で活躍
している方々から魅力的なお話しを伺っています。今年度は、名古屋大学 松尾清一総
長、あいちシンクロトロン光センター 所長 竹田美和先生、中部電力株式会社 勝野哲
社長にお越しいただきました。 

今回は、2014 年 ノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学教授 天野 浩先生を
講師としてお招きいたします。天野先生への直接取材はご遠慮いただきたいのですが、
天野先生のお話を伺い、生き生きと活動する高校生の姿をぜひ取材していただければ
と思います。 

 
※SGH グローバルディスカッションタイムテーブル 

日時  ２月４日（木） １３：１０～１５：００ 
講師  天野 浩教授  
対象  高校１年生 １２０名 
場所  交流ホール 

13:10 生徒集合 
13:15 講師紹介（校長 植田健男） 
13:20 講演開始 
    ディスカッション時間(15 分程度) 

各グループ発表（10 分程度） 
14:40 質疑応答 
14:55 講演終了 お礼の挨拶（校長 植田健男）講師退席 
15:00 生徒退出 

 
問い合わせ） 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

                SGH 担当 三小田博昭（さんこだ ひろあき） 
電話番号 （０５２）７８９－２６８０ 
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研究開発単位Ⅰ：国際的視野を持って探究する６年必修課題研究「総合人間科」
教育方法： Project Based Learning 評価方法：ポートフォリオ評価 パフォーマンス評価

研究開発単位Ⅱ：国際的素養を身につける 協同的探究学習(既存教科)
教育方法：発問を受けての個別探究→集団による探究→再度の個別探究

中学１年

中学１年

研究開発構想： トップ型SGUと一体化して「自立した学習者」を育てる探究型カリキュラム構築

○名古屋大学海外事務所

○リーディング大学院
グローバルな学生と生
徒の学び合い

トップ型SGUと
一体化した研究開発

他大学との連携
・愛知大学

GGJさくら21プロジェクト

・名古屋外国語大学

○ 高大接続研究センター
（H27年4月本校に開設）

協同で以下を研究開発
・高大接続入試
・ Advanced Placement

（AP)curriculum

・IB資格の活用法

○教科の枠を超えた融合カリキュラム
SSH自然と科学 SSH情報と社会

○大学教員による連続講座 学びの杜
SSH生命科学探究講座 SSH地球市民学探究講座

SSH 物理学探究講座

ＳＳＨとの相乗効果

「課題探究Ⅰ」

幅広い興味関心から
探究する心を育む

目標：ものごとの本質を捉え、国際的視野を持って探究し続ける、勇気と判断力のある「自立した学習者」を育てる

「課題探究Ⅱ」

○中学の学びを基に、
高校３年間で文理にと
らわれない１つの「地
球的課題」を対象に探
究する、仮説検証型課
題研究中１

【生き方を探る】
人と地域から

中２
【生命と環境】

身近な問題から

中３
【国際理解と平和】

体験から

地球的課題の６領域

【自然と環境】
地球・食糧・
エネルギー

【平和】
紛争・民族
・国際理解

【生命】
健康・医学

【人権と共生】
生存・差別
・障がい

【心】
教育・犯罪

【文化】
言語・芸術

表現

○グローバルキャリア
モデルとのリレーシン
ポジウム

課題研究以外の研究開発

他の高校生と協同して英語で留学生と行う課題発見・課題解決型探究活動

研究開発単位Ⅲ：グローバル拠点を活用して、表現力や
判断力を身につける方法の開発

国内拠点

海外拠点 現地の高校生と協同で行う探究型プロジェクトでの活用

SSHとSGHは学習者にとって車の両輪

○名古屋大学Global Discussion

○アジア拠点【モンゴル】新モンゴル高校、日本大使館、JICA事務所
○北米拠点【米国】Chapel Hill High School 、ノースカロライナ州商務省

○ Active Learning in English（ALE)
（ Global Issueを留学生と英語で討論）

○G30 for everyone (多様なステークホルダーとの討論）
○NUPACE(短期留学生と学びを共有）
○G30 International Program（長期留学生と学びの共有)

高
校

中
学

拠点活用

協同的探
究学習

課題探究

開発単位の概念図
重なり部分が真の
自立した学習者

高
等
教
育
へ
繋
が
る
「自
立
し
た
学
習
者
」

自立する学習者育成のための英語環境

名古屋大学教育学部附属中・高等学校
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