
                          平成２８年５月２４日 

平成２８年度 第２回 名古屋教育記者会懇談会テーマ 

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み  ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

１：ＡＣ２１国際フォーラム報告【資料１】 

２：中国（東北地域）協定校表敬訪問【資料２】 

３：ラオス訪問／ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ シンポジウム【資料３】 

Ⅱ 輝け！ 名大生 

４：名大学生法律相談所（法学部生が法律相談。学外でも年に１．２回開催）【資料４】 

Ⅲ ハイライト 

５：未来材料・システム研究所設立記念行事（講演会、式典、内覧会）【資料５】 

６：第４回東海地区キャンパスハラスメント研究会（名大ハラスメント相談センター）【資料６】 

Ⅳ その他・行事 

７：名大祭（６／２～５）学術企画告知（名大祭実行委員会）【資料７】 

８：ＴＥＤｘＵ（５／２９予選会 ７／３本選告知）【資料８】 

以下、資料配付 

・今後の行事予定【資料９】  

・全学教育科目「名大の歴史をたどる」総長講義６／２１【資料１０】 

・ＮＩＣ館１階 ６／２「シアトル・エスプレス・カフェ」オープン【資料１１】 

・自転車盗難防止ツーロックキャンペーン ６／１３【資料１２】 

・第１５回特別企画展 平成２８年熊本地震（減災館）【資料１３】 

・化学グランプリ２０１６（名大共催。二次選考は８月。申込み締切６／８）【資料１４】     

以上 
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記者懇談会資料

平成28年5月24日 

AC21 推進室 

AC21 の組織概要

(1) 組織名称： 国際学術コンソーシアム

(英文名称) AC21 (正式名称Academic Consortium for the 21st Century の略) 

(2) 設立年月日： 2002 年6 月24 日

名古屋大学で開催された「 2002 年国際フォーラム」 に参加した世界の24 主要大学・

教育研究機関の学長・ 代表者によって AC21 結成が採択された。

(3) 設立目的： 世界の教育・ 研究・ 産業組織により構成された国際的な学術ネット ワーク

を構築し、 多様に変化する社会の要求に応え、 世界の知的領域に貢献するため。

(4) AC21 の基本活動： AC21 は、 以下のような活動を通じて AC21 の使命を実現し、 メ

ンバー間の連携を推進する。

1) 共同研究・ 教育プログラム： 国際フォーラム（ 2 年に1 度開催）、 共同研究プロ

ジェクト (AC21 スペシャル・ プロジェクト ・ ファンドによる財政支援あり ) 

2) 学生対象のプログラム（ 2 年に1 度、 以下のどちらかを開催）：

学生世界フォーラム、 国際スクーリング

3) 産学官連携

4) 組織： 運営委員会・ 総会

(5) AC21 事務局：

2002 年の設立以降、 名古屋大学に事務局を置き運営している。

(6) AC21 メンバー大学： 11 カ国19 大学（ 2016 年4 月1 日現在）

（ アメリカ） （ 中国） （ 日本）

ノースカロライナ州立大学 吉林大学 名古屋大学

ミ ネソタ大学 上海交通大学 （ フランス）

（ インドネシア） 東北大学 スト ラスブール大学

ガジャマダ大学 同済大学 （ 南アフリカ）

（ オースト ラリア） 南京大学 ステレンボッシュ大学

アデレード大学 北京大学 （ ラオス）

（ タイ） （ ドイツ） ラオス国立大学

カセサート 大学 ケムニッツ工科大学 （ ニュージーランド）

チュラロンコン大学 フライブルク大学 カンタベリー大学

(7) AC21 ウェブサイト ：

 http://www.ac21.org/japanese/index 
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記者懇談会資料

平成28年5月24日 

AC21 推進室 

第8 回AC21 国際フォーラムの概要

(1) 開催日時： 2016 年5 月2 日（ 月）、 5 月3 日（ 火）

(2) 開催場所： ケムニッツ工科大学（ ドイツ連邦共和国ザクセン州ケムニッツ市）

中央講義ホール (Main Lecture Hall  Building) 

(3) メインテーマ：「 科学による社会変容を目指すイノベーショ ン・ ネット ワーク」

"Networks of innovation for the transformation of society through science" 

(4) プログラム・ サブテーマ・ 分科会等概要：

1) 歓迎メッセージ Opening speeches and keynotes 

主催大学関係者、 行政関係者、 AC21 推進室室長、 Audi 研究部代表者

●渡辺理事による歓迎メッセージ

2) 研究と連携を高めていく ために

Achieving Excellence in Research and Research Transfer 

AC21 メンバー大学の学長・ 副学長によるパネルディ スカッショ ン

●松尾総長における名古屋大学の取り組みの紹介

（ 海外拠点・ NU MIRAI・ NIC・ GaN 研究コンソーシアム等）

3) 領域と部門を越えたネット ワークにおけるイノベーショ ンの活性化と

文化変容とは

Stimulating innovation and a “ transfer culture”  within trans-disciplinary, cross-sector 

networks 

高等教育、 政府、 産業の各分野の関係者によるパネルディ スカッショ ン

●財満副総長による名古屋大学の取り組みの紹介（ COI プログラム等）

4) 国際学術ネット ワークの次のステップとは

Taking next steps in international academic networking 

AC21 各メンバー大学の国際戦略担当者によるパネルディ スカッショ ン

●渡辺理事による AC21 の活動概要とこれからの取り組みについて

5) ワークショ ップと討議

実践例の検討： 世界的視野において科学・ 経済・ 政治・ 社会的なパート ナーとネット

ワークを創造していく ために

Workshop and Discussion: Examining a role model and best practice for creating networks 
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with scienti f ic, economic, pol itical or societal partners in a global context 

●フラウンフォーファー研究機構から部門責任者らによる発表とディ スカッショ ン

●３分科会

(5) 参加者： AC21 メンバー大学の学長・ 副学長、教員、国際部職員、ドイツ連邦共和国政

府/ザクセン州行政関係者、 主催校の提携大学、 提携企業・ 研究機関など

(6) 参加者数： 約120 人（ 主催校発表）

(7) 国際フォーラムのスケジュール：

https://www.tu-chemnitz.de/international/vernetzung/ac21/if2016/ 
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国際学術コンソーシアム（Academic Consortium for the 21st Century: AC21）

第 14 回 AC21 運営委員会、第 8 回 AC21 総会報告について

日時：運営委員会：平成 28 年 4 月 30 日（土）13：00-16:30 

    総会：平成 28 年 5 月 3 日（火）13：30-15：30 

会場：ケムニッツ工科大学内 フラウンフォーファー研究機構 工作機械・成形技術研究所

（ドイツ連邦共和国ザクセン州ケムニッツ市）

総会出席者：30 名

アデレード大学（オーストラリア）Glen Stafford (Pro V ice-Chancellor) 

ケムニッツ工科大学（ドイツ）Andreas Schubert (Acting Rector)、Eberhard A lles (Chancellor)、Heinrich Lang 

(V ice-Rector for Research and Promotion of  Young Scientists) ほか 3 名

上海交通大学（中国）Jun Xu (Regional Director, Division of International Cooperation &  Exchange) 

ステレンボッシュ大学（南アフリカ）Wim de V il lers (Rector and V ice chancellor) ほか 1 名

名古屋大学（日本）松尾総長、渡辺理事ほか 5 名

ノースカロライナ州立大学（米国）Bailian L i (V ice Provost for International A ffairs) ほか 1 名

フライブルク大学（ドイツ）K atrin Jehle (International Off ice) 

ガジャマダ大学（インドネシア）Paripurna Poerwoko (V ice Rector) ほか 1 名

カセサート大学（タイ）Buncha Chinnasri (Acting Assistant to the President for International A ffairs) 

カンタベリー大学（ニュージーランド）Hamish Cochrane (Deputy V ice-Chancellor) 

吉林大学（中国）L i Du (V ice president) ほか 2 名

ストラスブール大学（フランス）Francis K ern (V ice-President for International Relations) ほか 1 名

チュラロンコン大学（タイ）Kua Wongboonsin (Advisor to the President) 

ミネソタ大学（米国）M eredith M cQuaid (Associate V ice President and Dean of International Programs)  

ほか 1 名

会議概要：

A C21 運営委員会は、本学を含め AC21 総会から任命された全７大学から構成される。毎年 1 回会合を

持ち、AC21 の運営や活動内容に関わる基本的な方向性を討議している。討議結果は総会（隔年開催）に

提案・報告し承認を得ることとなっており、今年は総会開催年でもあった。このため、今年は第 14 回運営委

員会と、第 8 回総会を二日間に分けて上記日程での開催となった。

今回は国際フォーラムのホスト校であるケムニッツ工科大学（ドイツ）を会場として、運営委員会では昨年

4 月以降の１年間の活動成果を振り返るとともに、以下の通り今後の活動計画等について討議した。運営

委員会での合意事項は総会にて承認・決定された。

① AC21 新運営委員（任期 2016 年~2020 年）の承認

② 2019 年及び 2020 年度のイベント開催校の決定

③ 2017 年及び 2018 年度のイベント開催校による進捗報告

④ スペシャル・プロジェクト・ファンドの実績調査報告、選考基準の整備等
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⑤ AC21 メンバー校間での連携強化プロジェクトの検討（連携対象とすべき研究分野の洗い出し・学生

交換・職員研修）

なお、今回はケムニッツ工科大学が AC21 国際フォーラム（隔年ごと）を 4 月 30 日から 5 月 3 日に渡って

主催し、その一環として、運営委員会と総会が開催された。また、ケムニッツ工科大学の創立 180 周年記念

事業としての位置づけもなされ、祝賀的な雰囲気も漂う中での会議となった。国際フォーラムには、世界各

国からメンバー校だけではなく、非メンバー大学や、ケムニッツ市を始めとするザクセン州やドイツ政府等の

行政、文化、提携企業等からの参加が多数あり、その支援も手厚く、産学官が一体となって部門横断的、学

際的な展開となった。
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松尾総⻑・中国協定校表敬訪問、 
学術シンポジウム、海外講義実施 

 

【出張⽇程】5 ⽉ 30 ⽇（⽉）－6 ⽉ 4 ⽇（⼟） 

【訪問校】ハルビン⼯業⼤学（5/31）、吉林⼤学（6/1）、東北⼤学（6/2）、⼤連理⼯⼤学（6/3） 

【⽬的】今回、総⻑着任後初めて中国・東北地⽅にある複数の協定校を表敬訪問する。同時

に学術シンポジウムや名古屋⼤学教員による海外講義（以下、名⼤巡講）を⾏うこ

とにより、協定校との学術交流を深める。 

【出張者】松尾清⼀総⻑、渡辺芳⼈理事、⼯学研究科／中国交流センター・張紹良教授／ 

センター⻑、⼯学研究科・梅原徳次副研究科⻑、同・曾剛講師、国際機構・ 

伊東章⼦特任講師、国際機構／中国交流センター・劉蕾特任講師／副センター⻑、

学⽣⽀援課・出⼝智⼦係⻑ 
 

国際⾔語⽂化研究科・福⽥眞⼈研究科⻑、星野幸代副研究科⻑、胡潔教授 

（吉林⼤学・⽇中⽐較⽂化シンポジウム） 
 
未来材料・システム研究所・成瀬⼀郎教授、環境学・篠⽥雅⼈教授 

（東北⼤学・環境シンポジウム、名⼤巡講） 
 

全学技術センター・髙⽥昇治課⻑、古賀和司課⻑ 

（⼤連理⼯⼤学・全学間協定調印式） 
 
 
 
【訪問校における記念⾏事・企画】 

■ ハルビン⼯業⼤学（⿊⻯江省ハルビン市。専任教員は 2970 ⼈、在校⽣は 53292 ⼈） 

1）名⼤巡講 

「鉄道網の発達と⽇本の近代化」（外国語学院） 

 ʼAutomotive Embedded Systems and Autonomous Driving Technologyʼ 

2) 同窓⽣との懇談会 
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■ 吉林⼤学（吉林省⻑春市。専任教員は 6664 ⼈、在校⽣は 69828 ⼈） 

1）⽇中⽐較⽂化シンポジウム 

2）総⻑・名誉教授任⽤式 

3）総⻑・記念講演会（医学院） 

4）総⻑・吉林⼤学附属病院⾒学 

5）名⼤巡講 

 ʼClimate hazard crises in arid Eurasian societies and environments: Evolving a 

multi-hazard focused approachʼ（環境与資源学院） 

6）教員交流会 

7）留学フェア 

 

■ 東北⼤学（遼寧省瀋陽市。専任教員は 2663 ⼈、在校⽣は 34646 ⼈） 

1）環境学シンポジウム（参加⼤学は名⼤、ハルビン⼯⼤、吉林⼤、東北⼤、⼤連理⼯⼤） 

2）名⼤巡講 

「近代⽇本における鉄道会社の経営戦略と都市⽂化」（外国語学院） 

 ʼAutomotive Embedded Systems and Autonomous Driving Technologyʼ 

（情報与通信学院） 

3）教員交流会 

4）国際系職員交流会 

5）同窓⽣との懇談会 

 

 ⼤連理⼯⼤学（遼寧省⼤連市。専任教員は約 3600 ⼈、在校⽣は約 34700 ⼈） 

1）協定調印式 

2）⼯程訓練センター⾒学および交流会 

3）名⼤巡講 

ʻResource, Energy and Environmentʼ（環境学院） 

「⾞載組込みシステムと⾃動運転技術」（⼯程学院⽇本語強化クラス） 

「鉄道網の発達と⽇本の近代化」（外国語学院） 

4）⼯程学院・⽇本語強化クラスの学⽣との交流会 

5）同窓⽣との懇談会 
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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

全学的な組織見直しによる教育研究機能の強化（工学系、情報系、人文社会科学系、学際系等）

３ポリシー（学位授与、教育課程編成・実施、
入学者受入）の一体的改革

世界に挑む優れた学生の確保
（個別選抜の改革、アドミッションセンターの設置等）

国際通用性を高める教育改革
（クォーター制導入、ジョイントディグリー拡充
等）

基礎研究「高等研究院」、応用研究「未来社会
創造機構」、WPIプログラム「ITbM」等による
世界トップレベルの研究推進

多様な研究人材の確保と世界の研究リーダー育成
（若手、女性、外国人等）

独創的な研究拠点醸成(展開)（WPI-next等）

留学生受入れプログラムと英語講義の拡大（G30 
NEXT）
アジア戦略の展開
（アジアサテライトキャンパス、ASEANセンター設置等）

2020年までに
留学生3,000人、外国人教員等650人
海外への留学者数を1,000人

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

社会的価値創成に貢献できる実践的人材の育成
（アントレプレナー教育や産学連携教育の推進等）

安全・安心な持続的社会形成への貢献
（減災連携研究センター、産学官民連携モデル構築等）

財務基盤の強化（多様な財源の確保（基金目標100億円、競争的資金、企業との共同研究、病院機能強化等））

コミュニケーションを重視した効率的・弾力的なリソースの再配分

世界・アジアと連携した男女共同参画の推進（拠点設立、女性教員比率20％、女性管理職の登用推進
等）

国際的にも様々な分野においてもリーダーシップを発揮できる「勇気
ある知識人」を育成するため、入学前から卒業・修了に至るまで一貫
した教育改革を総合的に実施

世界屈指の研究大学に相応しく、人類の知の創造に貢献する世界トップレ
ベルの研究の実施と、その環境整備を推進

国内外から学生・教職員が集まる魅力的キャンパスの実現
アジア・サテライトキャンパス等による戦略的なアジア展開

世界有数の産業集積地にある基幹大学として、イノベーションを起こ
して産業競争力の強化に貢献する研究開発や人材育成を産学連携によ
り推進

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（未来エレクトロニクス集積研究センター(GaN研究拠点)整備
等）

●

●

●

●

●

●

名古屋大学総長
松尾 清一
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「アジアと共に学び、世界に挑戦する」
海外活動、特にアジア展開をこの目で
見ることが重要。アジアの国々を歴訪
・ 昨年９月に中国交流センター創設
10周年記念行事への参加を兼ねて、
４都市・7大学（杭州・浙江大学、南京・南京大学、
上海・上海交通大学、 旦大学、同済大学、
北京・北京大学、清華大学）を訪問

・ 今年５・６月に４都市・４大学（ハルビン・ハルビン工業大学、長春・吉林大学、

瀋陽・東北大学、大連・大連理工大学）を訪問予定

「環境問題のシンポジウム」（ワン・コア・イベント）

中国の協定校（北京大学、清華大学、上海交通大学、復旦大学、同済大学、南京大学、浙江大学、華中科技大

学、西安交通大学、ハルビン工業大学、吉林大学、東北大学、大連理工大学）とともに環境問題改善に挑
戦
・ 昨年９月に上海
・ 今年６月に瀋陽

「名大巡講の実施」（ユージュアル・アクティビティー）

名大の特色ある授業を協定校にお届け
２０１５年の実績：延べ１３大学で実施（聴衆は約千名）
南大、浙大、華中科大、西安交通大学、ハルビン工大、吉大、東北大、中科大、大連理工大、武漢大、
etc

国際化の推進、そして多様性を持ったキャンパス
そして、日中間の一層の学術交流の促進

10



＝名古屋大学の中国での協定大学所在地
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ハルビン市
ハルビン工業大学

長春市
吉林大学

瀋陽市
東北大学

大連市
大連理工大学

上海市
 旦大学，上海交通大学，同済大学

北京市
北京大学，
清華大学

南京市
南京大学

杭州市
浙江大学

武漢市
華中科技大学

西安市

西安交通大
学

合肥市
中国科技大学

黒字：昨年９月に松尾総長が訪問した協定大学（４都市７大学）
青字：今年５／６月に松尾総長・渡辺理事が訪問予定の協定大学（４都市４大学）
緑字：今年４月に渡辺理事が訪問した協定大学
赤字：昨年に名大巡講が実施された協定大学

12



「協定大学との交流を深化」
●北京大学（1‐4）、清華大学（1‐4）、上海交通大学（1‐4）、浙江大学（1‐4）
● 旦大学（5‐7）、中国科技大学（5‐7）
●南京大学（8‐13）、吉林大学（8‐13）、ハルビン工業大（8‐13）、

華中科技大学（8‐13）、西安交通大学（8‐13）
●同済大学（14‐27） 、東北大学（14‐27） 、大連理工大学（14‐27）
(数字は上海交通大学による2015年度中国大学ランキング)

「高水準の協定大学に恵まれて、中国での活動は順調に発展」
２００５年に中国交流センター創設（上海市）

教育・研究等の学術交流活動の促進（巡講の実施、環境問題の研究集会）

学生海外派遣・留学生受入れ等の支援（同済大の語学研修、南京大のスピーチコンテスト）

広報・リクルート活動（大使館・JSPSと留学フェアを共催、名大宣伝資料の中国語版の編集）

同窓会ネットワークの活性化（有力OBによる支援、名大生留学中のインターン・ホームステイ）

「今回訪問に伴う活動」
さくらサイエンス（ハルビン工業大）、巡講（吉林大、東北大、大連理工大）、
名大デイ（日中比較文化シンポ、留学フェア、名誉教授授与式）、OB懇談会、
環境問題シンポ（名大＋４大学、瀋陽）、協定調印式（大連理工大）

「波及効果」
４都市は東北地方の代表的町、東海地方と同様に製造業が盛ん。産学連携を重視
４大学に東北地方の優秀な学生が集中。日本語強化クラスは特に人気

中国での事業展開

13



ありがとうございました。
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2016 年 5 月 18 日現在 

 

International Symposium on Universal Health Coverage 2016 
Health Systems Strengthening and Sustainable Financing 
towards Universal Health Coverage 
 
概要 
1. 開催日： 2016 年 6 月 13 日（月）、14 日（火） 
2. 会場：National Convention Center, 13th South Road, Sivilay Village, Saysetha 

District, Vientiane Capital, Lao PDR 

3. 主催者：ラオス保健省と名古屋大学 
4. 会長: Bounkong Sihavong ラオス保健大臣と松尾清一名古屋大学総長 
5. 出席国：ラオス、日本、ASEAN 各国、中国、国際機関（WHO, JICA, 世

界銀行、アジア開発銀行ほか） 
6. 日本からの出席者：松尾清一総長、山谷裕幸厚生労働省大臣官房国際課国

際協力室長、高橋雅英医学系研究科長、伊藤勝基参事、浜島信之医学系研

究科教授ほか 

 
背景 
1. Universal Health Coverage (UHC)とはすべての人が適正な大きな財政的負

担を負うことなく、標準的な質の医療を受けることができるようにするこ

とで、Sustainable Development Goals の必須の要素である。アジアの中

には UHC に届いていない国が多く、また日本を含めて先進国においても

UHC の改善は必要である。 
2. ラオスは 2025 年までの UHC を達成すべく、政府は努力をしており、

WHO、JICA をはじめとする多くの国際機関がこれを支援している。 
3. 名古屋大学はアジアのいくつかの国を高等教育と通してこれまで支援して

きており、ラオスについては法学研究科、医学系研究科、国際生命農学研

究科、環境学研究科を中心に活動をしている。 

4. 今回の国際シンポジウムは、ラオス保健省と名古屋大学との共同主催とな

っている。分野が医療保健であることから医学系研究科が取りまとめをし

ている。文部科学省奨学制度のヤングリーダーズプログラム医療行政修士

コースは、2003 年に開始され、これまでに 140 人が卒業している。ラオス

の卒業生はこのうち 13 人で、今回のラオス保健省窓口の Bounfeng 
Phoummalaysith 保健省副官房長官はヤングリーダーズプログラムの 1 期

生である。昨年の 12 月は名古屋にて The 2nd Healthcare Administration 

Symposium for Young Leaders’ Program and Leading Graduate Program: 
Well-Being in Asia, Healthcare in Lao PDR を開催したところである。
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プログラム案 

June 13 (Monday) 

Opening:  

8:30-8:45 Associate. Prof. Som Ock Kingsada, Vice Minister of Health, Lao PDR 

8:45-8:55 Prof. Seiichi Matsuo, President, Nagoya University  

8:55-9:05 Representative of World Health Organization, Lao PDR  

9:05-9:15 Dr. Hiroyuki Yamaya, Ministry of Health, Labour and Welfare Japan 

  

Keynote presentations  

9:15-10:20 “Going Universal” How 24 countries are implementing universal health 

   coverage from the bottom up 

Dr. Somil Nagpal, World Bank 

10:20-10:40 Universal health coverage in Japan: the outline and problems 

Prof. Nobuyuki Hamajima, Nagoya University 

Session 1: Moving heath systems toward universal health coverage to ensure accessibility, 

quality, equity, and financing aspects 

Moderator: Dr. Sutayut Osomprasop, World Bank  

Session 2: Priority setting to scale up universal health coverage 
Moderator:  Dr Ayesha De Lorenzo, WHO and Dr Eduado Banzon, ADB 

Session 3: How to sustain UHC – case studies from higher income countries 
Moderator: Prof. Nobuyuki Hamajima, Nagoya University 

10:00- 18:00   Poster presentation    

18:30-21:00 Reception party at Lanxang Hotel 

 

June 14 (Tuesday) 

Session 4: Examples in Japan – ensuring quality of health services, equity and human 

resources by collaborating with various actors in the health sector and in multi-sectors 

Moderator: Prof. Katsuki Ito, Nagoya University  

Session 5: Universal health coverage in Lao PDR: view of the government 

Moderator: Dr. Kotsaythoune Phimasone, MoH, Lao PDR 

Session 6: Generating evidence to support UHC in Lao PDR  

Moderator: Dr. Emiko Masaki, World Bank 

Session 7: UHC in Lao PDR: view of the international development partners 

Moderator: Dr. Prasongsidh Boupha, Ministry of Health, Lao PDR 

Closing   

15:00-15:05 Prof. Masahide Takahashi, Dean, Nagoya University 

15:05:15:10 Ministry of Health, Lao PDR  

* Bounkong Sihavong ラオス保健大臣は 2 日目から参加。 
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2016

法的素養の育成と地域への還元 

～半世紀の軌跡～ 

18

資料4



2016/05/24 
文責 名古屋大学学生法律相談所 
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Ⅰ 名古屋大学学生法律相談所（法相）の歴史 

(1)沿革 

1966 年冬 有志の学生が集まり、学生サークルの活動を開始 

（親族法・家族法等のゼミ活動が中心） 

1967 年 6 月 名大祭で初の法律相談 

1968 年 6 月 教授会の許可を得て、「名古屋大学学生法律相談所」としての活動を開始

1970 年 3 月 雑誌『離軽舞人』創刊号 発行 

1993 年 電話番制度導入 

2001 年 ホームページ完成 

2006 年 事案カードの電子化 

2009 年 準所員制度導入 

2010 年 ゼミナールに加え、月 1 度の「模擬相談」を導入 

2016 年 3 月 名古屋大学学生法律相談所 設立 50 周年記念 OB・OG 総会 

 

(2）創立の目的 

・自分たちの身の回りで実際にどのような法的問題があるのか、そうした問題にどう 

 対処するとよいのかを学ぶため。（法的素養の育成） 

・少しでも社会的に意義のあるものとするため 

 

Ⅱ 法相の通常活動紹介 

(1)通常活動 

・相談活動…毎週土曜日の 13 時～15 時に行う通常相談に加え、名大祭の期間中に行う特 

別相談と、年に数回学外で行う出張相談がある。相談終了後に行う検討会 

にて再度所員全員で議論し、回答に修正がある場合は補正の連絡を行う。 

・学習活動…1,2 年生が法律を学ぶため、毎週土曜日に準ゼミと演習という 2 種類の学習 

活動を行う。来るべき法律相談に備え、上級生が相談役となり模擬相談を 

行う日もある。 

活動内容 対象学年 

相談活動 メインは 3 年生。4 年生がサポートを務める。 

書記 2 年生が担当。 

準ゼミ 1 年生から 2 年生の前期。2 年後期は自主勉強。 

演習 1 年生の夏ごろから 2 年生まで。 

模擬相談 全学年。上級生が相談者役、下級生が相談員役。 

電話番 2 年生から 3 年生半ばまでローテーションで担当。 

準ゼミチューター 2 年生の後半から 3 年生にかけて。 
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(2)年間スケジュール 

原則としてお盆の時期・年末年始の時期を除き毎週相談活動を実施している。また、 

年間スケジュールは下記の通りである。 

4 月 新歓活動 11 月 秋の出張相談 

5 月 春の出張相談（一宮） 12 月 秋合宿 

6 月 名大祭無料相談 2 月 スキー旅行 

9 月 夏合宿 3 月 春合宿・追いコン 

 

(3)組織の形態 

所長（1 人）、副所長（3 人）と 7 つの局をおき、それぞれが下表のような活動をし

ている。所員は全員いずれかの局に所属し、それぞれ局長を中心に活動している。  

現在は、4 年生 8 人、3 年生 11 人、2 年生 6 人の 25 人が所属している。また、準所

員として 18 人の 1 年生が所属している。 

局名 活動内容 

総務 相談場所の予約、ML 管理、議事録作成など 

渉外 出張相談関連、関法連への出席など 

外務 合宿の運営など 

書籍 書籍の管理など 

広報 広報活動など 

財務 予算案作成など 

離軽舞人（リーガル

マインド） 

所誌の作成 

 

Ⅲ 法相の学外活動紹介 

(1)出張相談 

   年 2 回、学校以外で出張相談を行う。その中でも、毎年 5 月初めには、一宮市の後援 

を受けて出張相談を実施している。 

 春の出張相談 秋の出張相談 

H24 一宮（14 件） 半田（7 件） 

H25 一宮（7 件） 豊田（9 件） 

H26 一宮（19 件） 知多（1 件） 

H27 一宮（11 件） 安城（4 件） 

H28 一宮（11 件） ？ 
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★今年度の概要は下記の通りである。 

＜ 日  時 ＞5 月 1 日（日） 

＜ 場  所 ＞一宮スポーツ文化センター 

＜広報方法＞①市の広報誌    ②開催施設や市役所でのチラシの設置 

③毎日新聞の記事 

※任意記載のアンケートによるとほとんどの方が市の広報誌で認知されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談結果＞今年は 11 件の相談を受け付けた。主な相談内容は、親族相続、契約関係、

境界紛争等の相隣関係など。今年は例年に比べて契約関係が多く、親族・相続関係の相

談が減少。また、1 件受付禁止事項に関する相談があった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【受付禁止事項】 

1. 弁護士、司法書士その他専門家に依頼中の事件（相手方が依頼中の事件も含む） 

2. 訴訟中の事件（調停中も含む） 

3. 受任が終了したが、同一事情の下で紛争が継続している事件 

4. 緊急を要する事件（目安として 2 週間） 

5. 刑事・行政等罰則規定の適用に関する事件 

6. 税理相談に関する事件 

7. 国際人道に関する事件 

8. 団体交渉・争議行為に関する事件（個別の労働事件についてはお答えできる範囲で

お答えします） 

9. 損害賠償の具体的金額・訴訟の勝算等、高度に専門的な内容 

10. 個人の思想信条の是非等、法律による解決になじまないもの 

11. その他、相談員が回答すべきでないと判断したもの 
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＜ 意  義 ＞①新 3 年生が、相談員として経験を積む場となっている。 

②現役生と OBOG の方との交流の場になっている。 

 

(2)関西学生法律相談部連絡協議会（関法連） 

当相談所は、他大学の法律相談所と交流を深めるため、関法連に所属している。 

＜ 日  時 ＞5 月 22 日（日） 

＜今年度主催校＞同志社大学 

＜主な議題＞①法律相談の広報活動について  ②部員獲得について 

   ③地域との関わり方            など 

 

 

 

 

 

(2)雑誌『離軽舞人』 

法律相談活動の報告や、事例検討、OB・OG、現役所員による寄稿などを掲載する雑誌。

毎年 OB・OG に配布している。 

『離軽舞人』解題（要約） 

「“Legal mind”は概念のはっきりしない言葉である。“Legal knowledge”に対応する「法律

的判断力・応用力」という意味だとされることが多い。しかし、単に法律の技術的な側面

を強調するのもいかがなものか。 

名古屋大学学生法律相談所の目的である「所員の“法律的素養”の育成」とはまさに、「法律

的判断力・応用力」と限定しきれない、曖昧で広い意味を持ちうる“Legal mind”の育成な

のではないか。 

無責任なあて字であるが「リーガルマインド」あるいは「Legal mind」とした場合と比較

してその持ちうる意味について考えてみてほしい。」 

 

1
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総則 親相 物権 契約 その他

H28 H27
相談内容（分野分け）

【関西学生法律相談部連絡協議会 加盟校】 

大阪市立大学無料法律相談所  金沢大学法律相談所  関西大学法律相談所  京都産業大学法律相談部 

立命館大学学生法律相談部   京都大学法律相談部  大阪大学法律相談部  同志社大学法学研究会 

龍谷大学学生法律相談部    神戸大学法律相談部    名古屋大学学生法律相談所 
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Ⅳ 相談内容について 

(1)相談内容の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)年代ごとの相談内容の特徴・出来事 

＜60 年代後半＞ 

・借地借家法関連の相談が最も多かった。 

・京都大学との合同出張相談を行った。 

・無料法律相談所(3 か所)と名古屋家庭裁判所を訪問して参考にした。 

・他大学の学生法律相談所の実態を調査し参考にした。 

＜70 年代＞ 

・取引法・不法行為法関連の相談が最も多くなった。 

・法的問題への対処方を学ぶうえで、社会情勢（公害など）の変化に目を向けるべき 

（『離軽舞人』第二号巻頭言より 要約） 

・相談活動から得たテーマを掘り下げた小論文を機関紙『離軽舞人』に掲載 

・自作の詩や小説を集めて機関紙『離軽舞人』の「芸苑」に掲載 

・法学部ソフトボール大会（有志のゼミや職員組合が参加）に参加 

＜80 年代＞ 

・「行政部門」での法律相談も受けていた。（例：農地の転用の際の知事の許可の要否など） 

＜90 年代＞ 

・4 年生による 20 頁程度の小論文の掲載 

＜00 年代＞ 

・2005 年頃から借地借家法関連の相談が減少した。 

・2 年生準ゼミでディベート形式を導入 
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Ⅴ その他 

(1)実学への影響 

・「生きた法律」を学ぶ体験 

・相談活動を通して感じる「法律」の魅力 

 

(2)今後の予定 

＜名大祭での特別相談＞ 

日  時 ：6 月 4 日（土）・5 日（日）、10 時～15 時 

受付場所：プレハブ棟 201 号室 
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◎相談内容の例

・ 貸したお金が返ってこない

・ 相続について知っておきたい

・ 交通事故にあってしまった

・ 家賃を払ってもらえない

・ 残業代を請求することは可能なの？ ……etc.

ちょっとした法律の疑問にもお答えします。

名古屋大学法学部生が相談にお応えします! !

「 専門家に相談するほどでもないかな…？」

「 こんなこと訊いてもいいのかな…？」

どんな内容でも、 まずはお尋ねく ださい！

◎相談受付 ―日時・ 場所

５月 1 日(日) １０時～１５時

一宮スポーツ文化センター

２階 第二研修室

◎電話受付 ―お気軽にお電話を！

毎週水曜日 １２ 時～１ ６時

土曜日 １３ 時～１ ５時

(TEL） ０５ ２-７８９-５３ ９４

お電話は必須ではありませんが、 事前にお電話

いただく と、 当日の相談もスムーズに進みます。

予約ではありませんのでご了承く ださい。

◎注意

※法律上受付けることのできない相談や、回答できな

い場合等がございます。 あらかじめご了承く ださい。

※電話口等における回答はできません。直接面談の上

回答させていただきます。

※詳細については当相談所のホームページ内「 相談の

前に」をご確認いただく か、お電話にてお尋ね下さい。

＊プライバシーは厳守いたします。ご相談に必要な範

囲外での個人情報の使用はいたしません。

一宮市

Twitter もやっています

アカウント :@NuHousou

後援一宮市
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名古屋大学未来材料・システム研究所設立記念行事 

 

 

日 時 ： 平成 28 年 6 月 23 日（木） 13 時 30 分～19 時 30 分 

  

○ 記念講演会 

   場 所：名古屋大学坂田・平田ホール 

   時 間：13:30～13:50 「未来材料・システム研究所の改組・拡充について」  

名古屋大学未来材料・システム研究所長 興戸正純 

13:50～14:10  「未来エレクトロニクス集積研究センター紹介」 

名古屋大学未来材料・システム研究所 

未来エレクトロニクス集積研究センター長 天野 浩 

       14:10～15:00  「最先端透過電子顕微鏡法の新展開と界面構造」 

東京大学大学院工学系研究科 

総合研究機構ナノ工学研究センター教授 幾原雄一 様 

       15:00～15:10   休 憩 

15:10～16:00  「ＧａＮ系トランジスタの進展と課題」 

北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター長 

 橋詰 保 様 

 

○ 記念式典 

   場 所：名古屋大学坂田・平田ホール 

   時 間：16：30～17：00 

   式次第 

    一 開会の辞 

    一 式  辞  名古屋大学未来材料・システム研究所長  興戸 正純 

    一 挨  拶  名古屋大学総長  松尾 清一 

    一 来賓祝辞  文部科学省研究振興局学術機関課長  牛尾 則文 様 

一 来賓祝辞  北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター長  橋詰 保 様 

    一 来賓祝辞  中部電力株式会社 専務執行役員・技術開発本部長  岡部一彦 様 

 一 閉会の辞 

 

○ 施設視察（内覧会） 

   場 所：研究所共同館Ⅱ 

   時 間：17：15～17：45 

 

○ 記念祝賀会  

   場 所：研究所共同館Ⅱ（2Ｆ）ホール 

   時 間：18：00～19：30 
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1

未来材料・システム研究所
(2015.10 エコトピア科学研究所から改組設置）

概要

2016年5月24日

２８．５．２４ 教育記者会懇談会

27



2

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．

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

・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

ビジョン

教育

研究

国際

産学官連携

組織

共同利用・共同研究拠点の充実、大学間連携の強化により

全学的な組織見直しによる教育研究機能の強化
（工学系、情報系、人文社会科学系、学際系等）

共同・連携研究の場を創出．

名古屋大学松尾イニシアティブ NU MIRAI 2020

未来材料・システム研究所への改組
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3

寄附研究部門 エネルギーシステム（中部電力）

H28以降H27H24 H25 H26

エコトピア科学研究所
エコトピア科学研究所

所内部門からの専任教員の移籍

10.1

材料創製部門 （DM）

システム創成部門 （DS）

未来エレクトロニクス

集積研究センター （CIRFE）

高度計測技術実践センター（AMTC）

未来材料・システム研究所
ナノマテリアル科学研究部門

エネルギー科学研究部門

環境システム・

リサイクル科学研究部門

情報・通信科学研究部門

融合プロジェクト研究部門

グリーンマテリアル部門

グリーンコンバージョン部門

グリーンシステム部門

2016.4 共同利用・共同研究拠点
革新的省エネルギーのための材料とシステム研究拠点

2015.10.改組

2004.機構
2005.研究所
2006:省令設置

研究所の歴史 3
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GaN研究コンソーシアム
産業界と連携

未来エレクトロニクス
集積研究センター

東北大
金研

東京医歯大
生体材料研

東工大
応セラ研

阪大
接合研

早大 ナノ機構
デバイス研

「生活革新材料」
6大学連携研究

生活向上・省エネ

共同利用・共同研究拠点

ナノテクノロジー
プラットフォーム事業

微細加工 ・ 微細構造解析

未来材料・システム研究所
IMaSS，Institute of Materials and Systems for Sustainability

革新的省エネのための
材料・システム研究拠点

（教授９ 准教授５ 助教４）

システム創成部門

材料創製部門

未来エレクトロニクス
集積研究センター

高度計測技術
実践センター

（教授８ 准教授８ 助教４）
（教授１０ 准教授６ 助教４）

（教授５ 准教授５ 助教４） ・中部電力寄附部門

・トヨタ寄附部門
・産総研ラボ
・トヨタ産学協同研究部門
・デンソー産学協同研究部門

・超高圧電顕
・先端研

seedsと
needsの

交流

4

地球規模での資源・エネルギー・環境制約の下，人間と自然が調和する豊かな社会の持続
的発展を支えるために必要となる未来材料からシステムに至る分野における研究課題に取
り組む.
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5

31



未来エレクトロニクス集積
研究センター

天野浩教授をセンター
長とし，GaN半導体等次
世代の省エネのための
エレクトロニクス材料・デ
バイスの研究開発．

システム創成部門

情報・通信技術の更なる発展に立脚し，様々
な要素・装置がネットワーク化された社会にお
けるエネルギーシステム技術の研究開発

材料創製部門

エネルギーの創出・変換・貯蔵・消費の高効率化
のための材料・デバイス・装置の研究開発．

高度計測技術実践センター

高度計測技術シーズを活
用し、高度計測技術の開
拓、機器共用と共同研究
および人材育成を行う．材
料開発を支える物性解明
と作動原理探究．

未来材料・システム研究所の新組織 6
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7未来エレクトロニクス集積研究センター CIRFE

【基本思想】
• 省ｴﾈﾙｷﾞｰに資するﾃﾞﾊﾞｲｽ開発を目的として、基礎～ｼｽﾃﾑに至る一貫した開発環境を実現、

俯瞰的視野と知識を持った人材育成
• 米国が先行するシミュレーションによるデバイス開発体系の確立

（高付加価値なものづくり技術）
• 企業との積極的な連携により、最終システムを念頭においた開発環境の実現

【運営方針】
• 卓越大学院（仮称）や連携大学院制度等により、次世代を担う優れた人材を育成
• 産学協同研究部やクロスアポイントメント制度等により、企業や独法との連携を促進
• 知財や先端機器管理等の支援人材を充実

【組 織】

※

究極的な省エネルギー
エレクトロニクスの実現に
よる長期の持続的発展性
を担保

未来デバイス部

結晶成長Gr
MOVPE法・バルク結晶成長法による高品質・大口径
GaNウェハ

未来デバイス部

表面・界面Gr
GaN結晶・デバイスの表界面制御

未来デバイス部
デバイス開発Gr

超高効率GaNパワーデバイスや超低消電力CNTデバ
イス等の未来型デバイス

マルチフィジックス
シミュレーション部

原子レベルからデバイス・システムまで多様なスケー
ルの包括的設計シミュレーション技術

先端物性解析部 電子顕微鏡による原子レベルの欠陥・不純物解析

システム応用部 GaNシステム実証と未来型通信・信号処理システム

国際客員部 GaN開発研究に関する国際セミナー等の開催

産学協同研究部 GaNデバイスの応用拡大と産学共同開発推進

33



発足記念シンポジウム

2015年10月14日

8
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高度計測技術実践センター AMTC

研究所のもつユニークな高度計測技術シーズを活用し、高度計測技術の開拓、
機器共用と共同研究および人材育成を行うためのセンター（2015年4月設立）

電子顕微鏡計測部
原子レベルの空間／電子構造
解析、格子歪精密測定、三次元
構造解析、電磁場の可視化、化
学反応その場観察／分析

電磁波計測部

プラズマ中の原子・分
子からのスペクトル解
析、発光体や材料から
の電磁波計測

X線分光計測部

知の拠点あいちシンクロトロ
ン光センターの電子蓄積リン
グ・分光ビームラインを活用
したX線分光技術の高度化

素粒子計測部
素粒子ミューオンを利用し
た巨大構造物（溶鉱炉、原
子炉、ピラミット）の内部を
透かし撮るミューオンラジ
オグラフィの開発

ナノ加工計測部

薄膜作成装置、微細加工装置、分析・計測
装置等の共用・薄膜・ナノ材料作製、ナノ
加工、評価／計測技術の高度化

超高速原子核乾板読み出し装置 微細加工を行うためのクリーンルーム

あいちシンクロトロン（BL6N1）の
放射光XAFS-XPS分析装置

直線型プラズマ装置に
おけるヘリウムプラズマ

反応科学超高圧走査透過型電子顕微
鏡

9
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10文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業
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ライフイノベーションマテリアル創製（六研連携推進）金属ガラス・無機材料接合技術開発（三研連携） 特異構造金属・無機融合高機能材料開発（六研連携）

H17 H22 H28 H32

金属ガラス・無機材料
接合技術開発

プロジェクト（5年間）

《学際・国際的高度人材育成》

ライフイノベーションマテリアル創製
共同研究プロジェクト（5年間）

特異構造金属・無機融合
高機能材料開発共同
プロジェクト（6年間）

金属ガラス／セラミックス／

アパタイト被覆生体材料の成

功・燐酸非晶質膜被覆金属ガ

ラス水素分離膜を

用いた水素分離

・精製システム

の確立・結晶化

することなく金属

ガラスの大寸法の接合に成功

新規磁歪合金の開発と発電体創製・金属ガラ

スとセパレータを用いた固体高分子形燃料電

池の開発・ナノポーラス触媒の開発・ウエア

ラブル化学センサの開発・カーボンナノチュー

ブを利用した三次元集積回路

配線開発・生体吸収性非晶

質合金開発・生体適合性向

上のためのフェムト秒レー

ザー照射による酸化チタン膜へ

の周期的微細構造形成技術の確

立・軽量高機能なフレキシブルデバイス・チ

タン金属ガラスの生体展開・希土類-Ｚｒ系

触媒機能複合材／ナノ粒子材開発・低温・低

ダメージ・大面積プラズマプロセス技術の開発

（人材育成・人的交流・国際会議・国内公開討

論会・学会誌掲載・教科書発行・新聞掲載）

持続可能社会へ向けた生活革新

材--福祉医療・高度センシング

--メタル・セラミックス・無機・

有機物質の複合化とインターフェース制御

（各大学内での連携強化・民間企業

および外国研究機関との連携体制・

人的交流・人材育成）

材
料
基
盤
の
三
研
究
所
に
，
応
用
志
向
の
三
研
究
所
の
追
加
に
よ
る
応
用
展
開
へ

シ
ー
ム
レ
ス
な
発
展
的
進
行
・
成
果
の
社
会
還
元
・新
学
術
の
人
材
養
成

…六研究所連携
〈東北大金研・東工大応セラ研・阪
大接合研・名大エコ研・医科歯科
大生材研・早大ナノライフ機構〉

エレクトロニクス材料・
環境エネルギー材料・

生体医療材料開発への展開

異分野研究所・研究科連携による

ライフイノベーションマテリアル創製
環境・医療材料システムの

一大研究プロジェクト

…六研究所チームを核とした六
大学の連携推進 〈名大エコ研・東北
大金研・東工大応セラ研・阪大接合研・医
科歯科大生材研・早大ナライフ機構〉

金属材料・
セラミック材料・
接合技術による

新機能材料の創出

…三研究所連携
〈東北大金研・東工大応
セラ研・阪大接合研〉

六研連携研究の新展開

東北大

東工大

医科歯科大

早大
名大阪大

11
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平成28年4月25日

各 位

名古屋大学ハラスメント相談センター長

石黒 洋【公印省略】

第4回 東海地区キャンパス・ハラスメント研究会のご案内
および

メーリングリストの登録についてのお願い

平素よりお世話になっております。このたび、名古屋大学ハラスメント相談センターでは「第4 回東

海地区キャンパス・ハラスメント研究会」を下記のとおり企画いたしましたので、ご案内申し上げます。

お誘い合わせの上、お越しいただけますと幸いです。多数の方のご参加をお待ちしております。

なお、今回ご欠席の方におかれましても、東海キャンパス・ハラスメント研究会のメーリングリスト

（ハラスメント防止対策に関する情報交換を目的とする）の登録につきまして、ご回答をお寄せいただけ

ますと幸甚に存知ます。

記

・日 時   平成28年6月11日（土）13：00～16：00（12：30受付開始）

・内 容   13：00～13：15 開会の挨拶 石黒洋（名古屋大学ハラスメント相談センター長）

13：15～15：15 ワークショップ

※参加希望のワークショップを以下A～Cよりお選びください。

（希望者多数の場合、先着順で決めさせていただきます）

15：15～15：45  全体会（各ワークショップの情報共有）

15：45～16：00  閉会の挨拶 渡部美由紀（名古屋大学人権担当総長補佐）

・ワークショップ 

A セクシュアル・ ハラスメント ｺﾒﾝﾃーﾀー：荻原典子 相談員／弁護士（名古屋第一法律事務所所属）

近年、教員と学生間のセクハラだけでなく、学生間・同僚間といった、修学・就労上のパワーの差が明

らかではない間柄で生じる問題の相談が寄せられるようになってきている。本ワークショップでは学生

間の恋愛にまつわる模擬事例を提供し、当事者双方の修学権を守りながら解決する方策の検討を行いた

い。また、昨今起こりやすいセクハラのタイプや解決方法等について参加者と情報交換を行いたい。

B アカデミック・ ハラスメント ｺﾒﾝﾃーﾀー：御輿久美子氏 NPO法人NAAH代表理事 

渡部美由紀 名古屋大学人権担当総長補佐 

大学は教育機関であり、学生が安心して修学・研究に取り組むことができる環境を整えることは、大

学・教員の責務である。他方、教員の裁量も教育・指導において欠くことのできない要素である。今回は

教員と学生間の問題を中心に、指導の範疇とも取ることができる例、繰り返し指導せざるを得ないであろ

う学生像など、ハラスメントであるかどうかの判断が難しい模擬事例を提供し、意見交換の場としたい。

C パワー・ ハラスメント ｺﾒﾝﾃーﾀー：加藤淑子 臨床心理士（加藤心理ｵﾌｨｽ） 

近年、大学においてよく見られる教員と教員、職員と職員、教員と職員等の関係性で発生するパワハラ

の模擬事例を紹介する。本ワークショップでは、特に加害者にも被害者にもなりやすい発達障害の傾向が

疑われる当事者の特徴及び解決方法を中心に議論したい。また名古屋大学のハラスメント問題解決のた

めの手続き（自主解決、環境調整、通知等）を紹介し、参加者との情報交換の場を持ちたい。
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・対象    東海地区の大学においてハラスメント相談に従事している方、ハラスメント対策に関わ

っている方、また男女共同参画、学生相談対応等に関わっている方など。

・参加費   無料

・定員    100名程度

・場所   名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂シンポジオンホール（正面出入口よりお入りください）

（地下鉄名城線「名古屋大学駅」下車、２番出口東方向徒歩２分）

・申込方法  別紙の申込用紙にご記入の上、以下のFAXまたはEメール（申込用紙をPDF添付）

でお申し込みください。

申し込み受付け後、改めてご案内を差し上げます。

FAX  ：０５２－７８９－５９６８

           Eメール： hara-c@adm.nagoya-u.ac.jp

・申込締切 平成28年5月31日（火）必着（FAX、Eメール）
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 3333 / 3333 

参加申込／ML登録用紙 

FAX 052-789-5968 ／Eメール hara-c@adm.nagoya-u.ac.jp 

ふりがな

1.参加者ご氏名

2.貴大学

3.ご所属

4.役職

5.ご連絡先

電話：             

Eメール：

6.参加を希望するワー

クショップに○をお付

けください

第1希望 A（セクハラ）   B（アカハラ）     C（パワハラ）

第2希望 A（セクハラ）   B（アカハラ）     C（パワハラ）

7.模擬事例の提供に

ついて

模擬事例の提供をすることが、できる ・ できない

8.ワークショップに

て、話し合いたいこ

と、ご質問等があれ

ば、ご自由にお書き

ください。

9.東海キャンパス・

ハラスメント研究

会メーリングリス

トの登録について

登録を、希望する ・ 希望しない

登録するメールアドレス：5の連絡先と異なる場合のみ以下にご記入ください。

（                             ）

※ご記入いただいた個人情報やメールアドレスは、本会に関するものにのみ使用します。

（一校から複数名が参加される場合は、本用紙をコピーしてご使用ください）（一校から複数名が参加される場合は、本用紙をコピーしてご使用ください）（一校から複数名が参加される場合は、本用紙をコピーしてご使用ください）（一校から複数名が参加される場合は、本用紙をコピーしてご使用ください）

【申込／お問い合わせ先】名古屋大学ハラスメント相談センター

〒464-8601   名古屋市千種区不老町

 TEL ：052-789-5806 FAX：052-789-5968 

Email : hara-c@adm.nagoya-u.ac.jp 

HP : http://www.sh-help.provost.nagoya-u.ac.jp/
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第 回

名⼤祭本部実⾏委員会 委員⻑
池上 幸佑
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• 今年度のテーマ

• ⼤学祭といえば？

• 学術企画・研究公開企画

• その他⽬⽟企画
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テーマ

「その躍動、
無限大」
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⼤学祭といえば？
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学術講演企画

「物理学者の夢⾒る世界
 世界は素粒⼦で

満ちている 」
益川敏英⽒ 野尻伸⼀⽒

「地震のナゼ？ナニ？
 いつ来るの？

南海トラフ地震 」
⼭岡耕春⽒
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研究公開企画

約50の研究室を
5つの形式で公開

総合パンフレットに加え
学術パンフレットを配布
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古本市

後夜祭

盆踊り
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2016 年5 月24 日

TEDxNagoyaU2016 企画書

TEDxNagoyaU 実行委員会

１． 開催にあたって

<概要>

名称 ： TEDxNagoyaU

主催・ 運営 ： TEDxNagoyaU 実行委員会

開催日時 ： 2016 年7 月3 日（ 日） 13 時より入場開始

場所 ： 名古屋大学東山キャンパス野依記念学術交流館

オーディ エンス参加人数： 協賛企業関係来賓、 大学関係来賓、 公募含め100 人

： 別室（ 東山キャンパス内の教室など） での生中継予定

オーディ エンス参加資格： なし（ 年齢職業は問いません）

<開催目的>

テーマ：「 Eureka!」

古代ギリシャ語で「 見つけた!」 という意味を持ち、 かのアルキメデスが浮力の原理

を発見した際に思わず叫んだとされる言葉です。 私たちの新鮮な驚き、 そして発見

の感動を表しています。

TEDx は、 アイデアや人、 あるいは自分の秘めた可能性との出会いの場です。

Eureka! ―新しい何かに出会ったとき、 私たちはこう叫ぶ。 この一声が、 のはじま

りの合図です。 どこへ向かうかはあなた次第!!!

全ては今年のTEDxNagoyaU に！

<内容>

・ 10 名（ 予定） のスピーカーによるプレゼンテーショ ンカンファレンスです。 主に東

海地方の出身で様々 な分野で活躍する方々 へTEDxNagoyaU 実行委員会から依頼

し、 各スピーカー18 分以内で「 価値あるアイデア」 を広めるようなプレゼンをして

いただきます。

・ 新たなアイデアが生まれるように、 スピーチの合間に様々 な企画を楽しむ休み時間

break（ 25×3 回） やアフターパーティ ーを設け、 参加者同士のアイデア交流を促

します。
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２． TED、 TEDx、 TEDxNagoyaU について

<TED>

TED とは1984 年に設立された、 世界的なプレゼンテーショ ンのカンファレンスで

す。 このカンファレンスは１年に１度、 アメリカのカリフォルニア州で開催され、 ４

日間で約70 名が登壇します。 TED は、 Technology、 Entertainment、 Design の頭

文字を表し、 未来を作るための「 価値あるアイディ アを広める（ ideas worth 

spreading）」 という目的をもっています。 このプレゼンテーショ ンの動画はTED 

Talks としてインターネット 上で公開されており (ht tp://www.ted.com/)、 1300 本以上

の動画を誰でも見ることができます。 過去にはビル・ ゲイツやビル・ クリント ン、 ア

ル・ ゴアなど著名な人物が数多く 登壇しています。 18 分以内という定められた時間の

もとで自らのアイデアを的確に聴衆に伝えることが求められています。

<TEDx>

「 ideas worth spreading」 という TED の 精神のもとに世界各地で発足し、 独自に

運営されているイベント です。 世界各地の人々 が、 TED イベント のような経験を共

有することができます。 TEDx イベント は、 TED Talks の 上映やスピーカーによる

講演によって深い議論が起こり、 参加者同士の間に“ つながり” が生まれます。 こ

のように、 各地域で独自に運営されるイベント を「 TEDx」 と呼び、 「 x」 は、「 独自

に開催される TED イベント 」 という意味を持ちます。 TEDx イベント は、 TED イ

ベント の手引きにより運営されますが、 定められたルールの下で、 独自に運営され

ています。

<TEDxNagoyaU>

TEDxNagoyaU は、 TED Talk に感銘を受けたメンバーが TEDx イベント を名古屋

大学で開催しようという意気込みのもと、 2013 年度に発足しました。 実行委員会は

名古屋大学の学生を中心とした名古屋近辺の学生で構成され、 運営を行っています。

今年で４度目の開催となります。

<TEDxNagoyaU 開催実績>

2013 年度登壇者

堀勝 名古屋大学大学院工学研究科教授

浜田仁 オムロン株式会社ダイバシティ 推進グループマネージャー

唐沢穣 名古屋大学大学院環境学研究科教授

永野直 千葉県公立高等学校教諭

武田昌大 kedama inc.代表取締役

伊藤孝紀 名古屋工業大学大学院准教授・ TYPE A/B 代表

里地泰樹 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科リハビリテーショ ン領域専攻

棚橋咲月 ビッグイシュー名古屋ネット 所属

高野義彦 物質・ 材料研究機構ナノフロンティ ア材料グループリーダー
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長谷部貴美 株式会社ホワイト シップ代表取締役社長

田村耕太郎 元参議院議員/6-dim+ （ 即興パフォーマンスユニット ）

2014 年度登壇者

東畑幸多 電通シニア・ クリエイティ ブディ レクター

吉野裕斗 名古屋高校国際ボランティ ア団体どえりゃあwings 代表

青木優 メディ ア MATCHA 代表

岡田陽介 株式会社ABEJA 代表取締役CEO

藤本太一 フリーランス

松林康博 NPO 法人コラボキャンパス三河事務局長

加藤俊徳 加藤プラチナクリニック院長

道木慎二 名古屋大学大学院工学研究科教授

長峯貴幸 愛知教育大学中等教育教員養成課程英語専攻

ウォリス・ サイモン 名古屋大学環境研究科教授

2015 年度登壇者

天野浩 名古屋大学大学院工学研究科/ノーベル賞受賞者

佐々 木美和 名古屋大学医学部付属病院小児科

チャイルド・ ライフ・ スペシャリスト

杉山文野 NPO 法人ハート をつなごう学校代表

宇治原徹 名古屋大学クリーンモビリティ 連携研究センター

川崎宏治 株式会社デンソー 技術開発センター技術企画部担当次長

船橋理仁 名古屋市立菊里高等学校

ウルビナ・ ヘラルド 名古屋大学理学部化学科３年

徳田耕太郎 フリースタイルフット ボーラ―

バケツドラマーMASA バケツドラマー

2016 年登壇者

現在アプローチ中ですでに５名は確定しております。

詳細は６月に公開します。
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３． 学生スピーカーオーディ ショ ンについて

TEDxNagoyaU に登壇する学生スピーカーを選出するプレゼンイベント です。

<概要>

名称 ： 学生スピーカーオーディ ショ ン

主催・ 運営 ： TEDxNagoyaU 実行委員会

開催日時 ： 2016 年5 月29 日（ 日） 13 時より入場開始

場所 ： 名古屋大学東山キャンパス野依記念学術交流館

オーディ エンス参加人数： 150 人まで募集（ HP より事前登録するのが望ましい）

オーディ エンス参加資格： なし（ 年齢職業は問いません）

<開催目的>

TEDxNagoyaU に登壇するスピーカーは主に TEDxNagoyaU 実行委員会が依頼した

方ですが、 学生の中で埋もれている価値あるアイデアはなかなか見つけづらいという

問題があります。そこで、学生からアイデアを発掘するために学生スピーカーオーディ

ショ ンというイベント を初年度から開催しております。 学生スピーカーオーディ ショ

ン登壇者は学生（ 小中高校生含む） に限られ、オーディ エンスの入場制限や参加費など

は発生しません。 ここで評価が高かった学生は 7 月 3 日に開催が予定されている

TEDxNagoyaU が約束されます。

４． TEDxNagoyaU 実行委員会について

TEDxNagoyaU 実行委員会は2013 年に発足し、 名古屋大学の後援を受けて活動してい

ます。 メンバーは愛知県内の学生によって構成されています。

Organizer / 代表 班 澤昆（ 名古屋大学）

Co-Organizer. / 副代表 藤本 光（ 名古屋大学）

菊池 夏子（ 南山大学）

A liaison officer / 渉外 .矢部 ゆりか（ 名古屋大学）

Accounting officer / 会計 牧野 航海（ 名古屋大学）

Member / 実行委員 村松 俊亮（ 名古屋市立大学）

坂元 律矛（ 名古屋工業大学）

成宮 愛理（ 金城学院大学）

一色 剛輝（ 豊田工業高等専門学校）

木村 圭佑（ 名古屋大学）

岩崎 絵里加（ 名古屋大学）

岩原 安希（ 名古屋大学）

日比 崇仁（ 名古屋大学）

石川 莉々 果（ 中京大学）
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小川 直美（ 名古屋大学）

嶺木 理沙（ 南山大学）

今井 萌乃（ 南山大学）

林 麗麗（ 名古屋商業大学）

若森 穂奈美（ 名城大学）

海野 景子（ 名古屋大学）

西村 優花（ 名古屋工業大学）

５． 注目度について

・ 多数のオーディ エンス応募者

毎年TED本部から発行されるライセンスに則りオーディ エンスを 100百人募集します

が、 例年300人以上の応募があり、 書類選考にて選出します。

・ SNSについて

‣Twi tter

フォロワー 708

過去一か月のツイート インプレッショ ン 54, 554件

プロフィ ールへのアクセス 2, 538件

‣Facebook

いいね数 2481

*これは日本の大学で行われている TEDx イベント 公式ページの中で、 日本の大学

で初めてTEDx イベント を開催した東京大学のTEDxUTokyo（ 開催当時はこれと異

なる名称） やTEDxWasedaUに次いで3番目に多い数字となっております。

（ 2016/05/19現在）

‣Yutube

ト ークはすべてTED公式アカウント より公開されており、 TEDxNagoyaUの各動画は

100回～6000回程度再生されています。
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〇TEDxNagoyaU 全体に関するお問い合わせ

アドレス office@tedxnagoyau.com

公式HP www.tedxnagoyau.com

公式Facebook www.facebook.com/tedxnagoyau/

公式Twitter twitter.com/TEDxNagoyaU

５． その他

⑴企業ブース設置・ ロゴ掲載

毎年、 協賛をいただいている企業様の一部にはホール外にブースを設置するスペース

を設けております。 また、 協賛企業様のロゴも HPやパンフレット に掲載していま

す。（ ↓去年の例）

〇お問い合わせ

代表 班 澤昆（ はん たく こん）

アドレス banzekun.tedxnu16@gmail.com

電話番号 090-9920-3730
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〇テーマ
【灯　～Switch is here～】

〇日時・場所
【TEDxNagoyaU】

2015年7月5日（日）13:00 18:00 (12:15開場) 

　名古屋大学　ES総合館１階ESホール

【アフターパーティ】

2015年7月5日（日）18:30 20:00 

　名古屋大学　野依記念学術交流館

〇参加者数
　スピーカー 　　：9名

　オーディエンス　　　：100名

Ustream合計視聴者数　：448名

〇企画運営
TEDxNagoyaU 実行委員会

〇関連URL 
【TEDxNagoyaU】

http://www.tedxnagoyau.com/

【TED】

http://www.ted.com

【TEDx】

http://www.youtube.com/user/TEDxTalks

http://www.ted.com/tedx

1 
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〇TEDxNagoyaUスケジュール

【オープニング】

・TEDx Intro Video及びTEDxNagoyaUオープニングムービーの上映

・オーガナイザー西亀真之による挨拶、テーマ説明

【Session 1】

Talk1宇治原徹様　「共感と助け合いのモノづくり」

Talk2杉山文野様　「違いこそ人生の彩り！」

TED Talksの上映　Apollo Robbins “The art of misdirection” 

Talk3舩橋理仁様　「教え合い、そして学び合う」

【Break 1】

【Session 2】

Talk4川崎宏治様　「遊び心と価値の創造」

Talk5徳田耕太郎様　「Freestyle Football」

TED Talksの上映　Dan Pink “The puzzle of motivation” 

Talk6佐々木美和様　「受け入れるという生き方」

【Break 2】

【Session 3】

Talk7バケツドラマーMASA様　「ハードルを下げるという事」

Talk8ウルビナ・ヘラルド様　「Sustainable Food:Let's Start a Revolution!」

TED Talksの上映　Bel Pesce “5 ways to kill your dreams” 

Talk9天野浩様　「Timing to Switch on Your Life」

【Break 3】

【クロージング】

・スピーカーからのコメント

・全体写真の撮影

〇Partner 

・協賛
　株式会社サンデーフォークプロモーション / セレンディップ・コンサルティング株式会社 / 

大同特殊鋼株式会社 / 株式会社ゲイン / 株式会社ソーシャルキャピタルインテグレーション / 株

式会社マイナビ / ハッピーネット株式会社 / 株式会社アルタ / 株式会社エイチーム / 株式会社

2 

58



GOCCO./  テクノシステム株式会社 / 安城自動車学校 / 人と安全研究所 / 株式会社アイホー / 株

式会社フロムページ / 株式会社フェアウィンド / 中京テレビ放送株式会社 / 株式会社イエス / グ

ローバルソリューション株式会社 / 環境工学研究所株式会社 / 株式会社 JST 

・物品協賛
　電子システム株式会社 / ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 / 小弓鶴酒造株式会

社 / Phonon / ニッコアイエム株式会社 / 磯田園製茶株式会社 / 東香産業株式会社

・後援
　名古屋大学 / 名古屋大学工学研究科 / 名古屋大学国際教育交流センター海外留学室

〇TEDxNagoyaU 当日の様子
【受付】

    TEDxNagoyaU受付の際に参加者全員に、パートナー様からいただいた協賛物品やパンフ

レットが入ったお土産袋、TEDxNagoyaUのパンフレットを配付しました。

また、Breakの時間に使用するチェキ写真の撮影をしました。その際、「TEDxNagoyaU」

「灯」「switch is here」という3種類のボードのいずれかを持っていただきました。撮影した

チェキ写真は、イベント終了後、記念にお土産としてお持ち帰りいただきました。

チェキ写真の撮影の様子

【オープニング】

　　オープニングでは、TEDxのイントロ動画と、代表の西亀真之からの挨拶がありました。

【Session 1】

「共感工学ラボ」という活動を主宰し、「真に人のためにものづくり」を提案している宇治

原徹教授、自身がトランスジェンダーでセクシュアルマイノリティについてのNPO法人の運営

3 
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や、講演をしている杉山文野様、高校生が「教育」をテーマに活動する団体「Createach A」の

創設者である舩橋理仁様にプレゼンテーションをしていただきました。

また、今年からの新たな試みとして会場のオーディエンスによる質疑応答の時間を設けまし

た。

自身の作品を手に共感工学について説明する宇治原教授（左）

現在の学校教育に疑問を投げかける舩橋様（右）

セクシュアルマイノリティに関するアイディアについてプレゼンテーションをしてくださっ

た杉山様と、質疑応答の様子

4 
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【Break 1】

Break 1では参加者同士の交流を促すためにワークショップを行いました。参加者は受付の

際に「赤」「白」「黒」3色のTEDカラーにグループ分けされており、そのグループの中で4人

組になっていただきました。そしてその4人で協力して「ともしび」をお題とした「あいうえお

作文」をしていただきました。

Break 1　ワークショップでの交流の様子

【Session 2】

デンソーが2年に1度開催しているアイディアコンテスト「デンソー夢卵」にて5連覇を果た

した発明名人の川崎宏治様、2012年フリースタイルフットボール世界大会チャンピョンの徳田

耕太郎様、心理的援助の側面から医療者と子ども、その家族との懸け橋の役割を果たす、CLS

（チャイルドライフスペシャリスト）である佐々木美和様の3名にプレゼンテーション、パ

フォーマンスをしていただきました。
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自身の作品である「MUWA（夢輪、ムーワ）」のデモンストレーションをしている川崎様

（左）

フリースタイルフットボールのパフォーマンスをしている徳田様（右）

日本ではまだメジャーではないCLSという職業について話している佐々木様

【Break 2】

受付にて撮影したチェキ写真を用いてポップアートを作成し、その横に参加者のアイディア

を書いた紙を展示していただきました。チェキ写真とアイディアを一緒に置くことで、アイ

ディアを書いた人の顔がわかり、交流のきっかけになりました。
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【Session 3】

バケツを使ったドラムパフォーマンスをしているバケツドラマーMASA様、エルサルバドル

からの留学生で、ベジタリアンのウルビナ・ヘラルド様、名古屋大学教授でノーベル物理学賞

を受賞した天野浩教授の3名にプレゼンテーションをしていただきました。

バケツドラムのパフォーマンスをしているMASA様（左）

現在の食品産業の問題点についてプレゼンテーションしているウルビナ様（右）

7 
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若者に向けたメッセージについて話す天野教授

【Break 3】

オーディエンスにポストカードを配布し、そこにBreak2で使用したチェキ写真とアイディア

を書いた紙を貼ってもらい、お土産として持ち帰っていただけるようにしました。

【クロージング】

クロージングではTEDxNagoyaU参加者とスピーカー、スタッフ全員での記念撮影を行いま

した。

スピーカー・オーディエンス・スタッフの集合写真
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【アフターパーティ】

アフターパーティは、野依記念学術交流館にて開催いたしました。参加者、スピーカー、ス

タッフが料理や飲み物を片手に歓談し、会場は熱気で溢れていました。

〇最後に
3回目となりますTEDxNagoyaUを無事開催することができましたのは皆様の温かいご支援と

ご協力によるものです。心よりお礼申し上げます。

　これからも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

TEDxNagoyaU 実行委員会　実行委員一同

9 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(月)、
20日(月)

役員会

21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)

1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)

8日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

15日(水)
教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医学系研究科、農学部・
生命農学研究科、国際開発研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(水)
教授会(文学研究科・文学部、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、総合保健体育科学センター)

23日(木) 教授会(創薬科学研究科)

24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)

29日(水) 教授会(情報文化学部、宇宙地球環境研究所、未来材料・システム研究所)

名古屋大学　平成28年6月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

2月10日(水)～
5月31日(火)
(日・祝日休館)

6月10日(金)～
9月30日(金)
(日・祝日、8月
13日～9月24日
の土曜日、8月
15日、16日、25
日～31日休館)

4月19日(火)～
8月27日(土)
(日・月曜日、8
月13日～16日
休館(6月5日臨
時開館))

第22回博物館特別展
「モンゴル大百科－Mongolian
Natural History－」

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：13：00～14：30
講演題目：「モンゴルの恐竜の姿勢と生態」(6/11)
講演者：藤原慎一(博物館助教)
講演題目：「モンゴルの環境汚染」(7/9)
講演者：山本鋼志(環境学研究科教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月25日(月)～
7月29日(金)
(土・日・祝日休
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 Ⅱ．春～夏の蛾」

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

5月18日(水)～
7月9日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日休
館)

減災館第15回特別企画展
「平成28年熊本地震」

場所：減災館
時間：13：00～16：00
内容：熊本地震の災害対応・復旧復興の一助となるよう減災連携
研究センターが地震発生直後からすすめている調査研究から把握
される熊本地震の特徴や被害の特徴などを速報として紹介
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

5月25日(水)、
11月23日(水)

博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
講師：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(同研究員)
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然
を見る
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月25日(水)
高等教育研究センター
第135回招へいセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：15：00～17：00
講演題目：「多文化間共修の挑戦－多様な文化背景の大学生のい
る授業で、どのようにして学び合いを促進するか？－」
講演者：堀江未来氏(立命館大学准教授)
内容：多文化間共修の模擬授業、理論・実践について紹介し、参加
者と共に多文化間共修の教授法について検討する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

5月25日(水)
第67回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：青少年ひろば(7th CAFE)(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「接ぎ木のサイエンス」
講演者：野田口理孝(理学研究科特任助教)
内容：近年最先端の科学分野で注目されている「接ぎ木」が解き明
かす植物の不思議と新しい活用方法を紹介する
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
特任講師　成　玖美
052-747-6527

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－」(2/10～5/31)
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

「戦争と大学 ふたたび－軍医と銃後－」(6/10～9/30)
内容：1931年の満州事変以降、戦争が拡大していくにつれて軍医と
して召集される医師が増え帝国大学等に臨時附属医学専門部が
設置された。銃後(直接戦闘に加わっていない一般国民)も、何らか
の形で戦争に参加していくことになった時代の軍医と銃後に関する
史料を展示公開する

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)
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505
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5月27日(金)、
5月28日(土)、
6月4日(土)

多元数理科学研究科、情報科学
研究科計算機数理科学専攻
大学院入試説明会

場所：京都府立総合社会福祉会館ハートピア京都3階第2会議室
(京都市中京区)(5/27)、東京八重洲ホール2階201大会議室(東京
都中央区)(5/28)、第一セントラルビル2号館5階中会議室(岡山市
北区)(6/4)
時間：14：00～15：30
対象：数理系の学部4年生・修士課程2年生および他の学年、 他の
学科・研究科の学生

多元数理科学研究科
052-789-2429

5月27日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第23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階日経栄カンファレンスルーム
(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「最近の世界経済情勢について」
講演者：渡辺博史氏(株式会社国際協力銀行代表取締役総裁)
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

5月28日(土)、
6月4日(土)、
6月25日(土)

達人と話そう おもしろ博物学

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「名古屋大学のあゆみと地域社会」(5/28)
講演者：吉川卓治(教育発達科学研究科教授)
講演題目：「謎の原始生命－30億年前の秘密－」(6/4)
講演者：杉谷健一郎(環境学研究科教授)
講演題目：「生物遺骸を保持する“タイムカプセル”－球状コンク
リーションの謎に挑む－」(6/25)
講演者：吉田英一(博物館教授)
定員：80名
参加費：無料
対象：一般(基本的に毎回参加できる方)

博物館事務室
052-789-5767

5月28日(土) 環境学研究科大学院説明会2016

会場：環境総合館１階レクチャーホール、他
時間：11：00～
内容：総合説明、パネルによる研究内容紹介、専攻別説明
対象：環境学研究科への進学希望者
参加費：無料

環境学研究科事務部
052-789-4272

5月28日(土)、
6月11日(土)、
6月25日(土)
7月9日(土)、
7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(5/28、6/25、7/23)、2階実験室(6/11、
7/9)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

5月29日(日)、
6月12日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第13回理学部、第14回経済学部

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：「惑星の誕生に迫る－小惑星探査機はやぶさ2の挑戦
－」(5/29)
講演者：渡邊誠一郎(環境学研究科教授)
講演題目：「ゲーム理論で『談合』を科学する」(6/12)
講演者：花薗　誠(経済学研究科准教授)
内容：講演、懇談会
定員：70名
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料

［今後の開催予定］
7月3日(日)、8月28日(日)、9月11日(日)、10月30日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

5月30日(月) 第87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：「NeuroImaging Approach for Aging Brain and Physical
Exercises」
講演者：中井敏晴氏(国立研究開発法人国立長寿医療研究セン
ター研究室長)
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

6月1日(水)
第61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：「高潮対策はどこまで進んでいるか」
講演者：水谷法美(工学研究科教授)
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
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6月2日(木)～
5日(日)

第57回名大祭
「その躍動、無限大」

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

［学術企画講演会］
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「物理学者の夢見る世界－世界は素粒子で満ちてい
る！－」(6/4)
講演者：益川敏英(本学特別教授)、野尻伸一(理学研究科教授)
講演題目：「地震のナゼ？ナニ？－いつくるの？南海トラフ地震－」
(6/5)
講演者：山岡耕春(環境学研究科附属地震火山研究センター教授)
参加費：無料

教育推進部学生交流課
052-789-2164

6月2日(木)～
17日(金)
(土・日曜休館)

EU展＋EUクイズ2016
「EUと日本：経済関係を中心に」

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

文系事務部総務課
図書グループ(経済)
052-789-4922

6月3日(金)、4
日(土)

国際言語文化研究科
国際シンポジウム
「酔いと病の文化」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～17：20(6/3)、9：00～17：10(6/4)
参加費：無料

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

6月3日(金) 第121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：「現代の視点で考える桜島大正噴火」
講演者：井口正人氏(京都大学教授)
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

6月4日(土)
第26回理学懇話会
「光をあやつる化学」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：00
講演題目：「分子の光が拓く未来」
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)
講演題目：「分子を照らすフェムト秒の光」
講演者：菱川明栄(物質科学国際研究センター教授)
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
052-789-2394

6月4日(土)
理学研究科物質理学専攻(化学
系) 平成28年度大学院説明会＆
研究室紹介

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：00～
内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問、他
対象：化学だけでなく、物理、生命科学、工学、薬学、農学、医学な
ど様々な分野で学んだ学内外の学生

理学部・理学研究科事務部
052-789-2961

6月4日(土)
アリアンス・フランセーズ愛知フラ
ンス協会・国際言語文化研究科
講演会「食と文化遺産の保護」

場所：アリアンス・フランセーズ本山校(名古屋市千種区)
時間：18：00～
講演者：ジャン＝ロベール・ピット氏(ソルボンヌ大学名誉教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

6月11日(土)、
6月25日(土)、
7月16日(土)、
7月30日(土)、
8月6日(土)

ビジネス人材育成センター
平成28年度前期 B人セミナー

場所：理農館3階335号室
時間：10：00～15：00
テーマ：「留学HOW TO－留学経験談と、留学準備について－」、
「知的財産とは－知財とは？特許の基礎知識、秘密保持など－」
(6/11)
「リサーチ・アドミニストレーター(URA)とは？－大学で研究マネジメ
ント、研究者支援をする仕事－」、「シンクタンク業界とは－シンクタ
ンクの研究？アカデミアの経験はどう生かせるか？－」(6/25)
「専門知識を社会に生かすために－専門家の公共的役割と職業倫
理から科学コミュニケーションまで－」、「聞かせるプレゼンテーショ
ンの準備とは－自分の位置を知り、基礎を学び、自分らしくを発見
する－」(7/16)
「博士たちの自己分析・強み発見・仕事研究」(7/30)
「組織運営のためのアンカーマネジメント－『怒り』のことを知って、
コミュニケーションがうまくとれるコツを習得しよう－」、「種苗業界を
知ろう！種苗会社との交流会－種苗会社数社のニーズを聞き、現
状を知ろう－」(8/6)
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
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6月11日(土)
第4回東海地区キャンパス・ハラ
スメント研究会

場所：シンポジオン
時間：13：00～16：00
内容：ワークショップ、全体会
定員：100名
対象：東海地区の大学においてハラスメント相談に従事している
方、ハラスメント対策に関わっている方、男女共同参画、学生相談
対応等に関わっている方、他
参加費：無料

ハラスメント相談センター
052-789-5806

6月11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

6月17日(金) 第50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：17：30～19：00
講演題目：「シンタックスの中の話者と聞き手」
講演者：宮川　繁氏(マサチューセッツ工科大学教授)
参加費：無料

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

6月18日(土)
理学研究科物理系研究室紹介・
大学院入試説明会、研究室訪問

場所：理学部B館5階B5講義室
時間：13：00～
内容：入試説明会、研究室訪問
対象：全国の学生

理学部・理学研究科事務部
052-789-2402

6月23日(木)
未来材料・システム研究所
設立記念行事

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、研究所共同館Ⅱ
時間：13：00～19：30

研究所事務部総務課
052-789-5262

6月28日(火)
平成28年度第3回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
内容：情報技術の最新動向について
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
7月19日(火)、8月23日(火)、9月27日(火)、10月25日(火)、11月22日
(火)、12月13日(火)、1月24日(火)、2月28日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

7月2日(土)、
7月23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

7月11日(月)
農学国際教育協力研究センター
2016年度第3回オープンセミナー

場所：農学部第8講義室
講演者：伊谷樹一氏(京都大学教授)
対象：学生、教職員、一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225

7月28日(木)

国際開発研究科松尾総長との特
別座談会「NU MIRAI 2020の実現
に向けて－同窓生からの視点－
(Dialogue with President Seiichi
Matsuo "Achieving NU MIRAI
2020： Perspectives from Leading
Alumni")」

場所：野依記念学術交流館
時間：15：00～17：00
参加者：リザル・アファンディ・ルクマン氏(インドネシア経済調整担
当副大臣・本学全学同窓会インドネシア支部長)、トルクンベック・サ
グンベコヴィッチ・アブディグロフ氏(キルギス中央銀行総裁)、ンブ
リ・チャールズ・ボリコ氏(国連食糧農業機関駐日連絡事務所長)、
チェ・チーリー氏(カンボジア王立プノンペン大学長)、ファルカンダ・
シャミン氏(バーレーン大学准教授)、イサム・ヤシン・モハマド氏(国
際環境開発研究所上級エコノミスト)、戸田隆夫氏(独立行政法人国
際協力機構人間開発部長)、伊東早苗(国際開発研究科教授)、岡
田亜弥(同教授・本学副理事)(変更の可能性あり)
内容：松尾総長と世界各国で活躍する国際開発研究科修了生との
座談
対象：関係者

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952
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7月29日(金)

国際開発研究科創設25周年記念
国際シンポジウム「新時代の国際
開発研究と教育：持続可能な開発
目標とその先(International
Symposium on "A New Era of
Development Research and
Teaching： The SDGs and
Beyond")」

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00
講演題目：「新時代の国際開発研究と教育：持続可能な開発目標と
その先」
講演者：デイビッド・ヒューム氏(マンチェスター大学グローバル開発
研究所長・英国国際開発学会長)
内容：世界の国際開発学を牽引するイギリスの国際開発学会長に
よる国際開発学の現状と今後の展開についての基調講演、世界各
国で活躍する本研究科の修了生を中心として、持続可能な開発の
ための包含的経済成長や平和と包含的な社会の促進についてラ
ウンドテーブルディスカッション(使用言語は英語)
定員：200名(予定)
対象：国際開発研究科修了生、関係教員、一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

7月30日(土)
宇宙地球環境研究所公開講演会
「嵐を測る(仮題)」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：00(予定)
講演者：井口俊夫氏(情報通信研究機構電磁波計測研究所長)、牛
尾知雄氏(大阪大学准教授)、他
内容：私たちの日常生活において大きな影響をあたえる様々な災
害について「嵐」をキーワードに当研究所の特色を活かして講演す
る
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

研究所事務部総務課
052-747-6303

7月31日(日)

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

場所：理学研究科附属臨海実験所(三重県鳥羽市)
時間：11：00～16：20
テーマ：「海岸動物を採集して、受精・発生のようすを顕微鏡で観察
してみよう」
内容：海岸に出かけて動植物を観察し、ウニ(棘皮動物)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6日(土)、
7日(日)

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2016
「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「遺伝子について学んでみ
よう」、「コメの食味とDNA」、「細胞の顔、糖鎖を見てみよう」を、科
学実験を通して体験する実験講座
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
052-789-5838
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名古屋大学 大学文書資料室（Nagoya University Archives） 
 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教育科目） 

 
 

◇日 時 : 平成２８年 ６月２１日（火） 第１限 

午前８時 45 分～10 時 15 分 

 

◇場 所 : ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

◇題 目 : これからの名古屋大学（仮題） 

 
全学教育科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（吉川卓治部門長）が、例年

前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は総説編と各説編に分
かれますが、松尾清一総長には総説編の最終回として、これからの名古屋大学について
お話しいただきます。 

 
 
     

この講義は、総長による特別講義であるため、
教室収容定員を超えない範囲で、正規の受講生
以外の特別聴講も認めています（名大の学生、教
職員等に限ります。聴講者が多数の場合は、入室

をお断りすることがあります。）また、報道関係者に
も聴講していただけます。 

ただし、正規の受講生以外の方は、講義時間内
におけるご発言等はお控えください。 
 
【お問合せ先】名古屋大学 大学文書資料室 

052－789－2046 

nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp 
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化学グランプリ 2016 共催・ 後援 一覧
2016/03/03 

主催： 「 夢・ 化学-21」 委員会 公益社団法人 日本化学会

共催：

国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)  高等学校文化連盟全国自然科学専門部

［ 一次選考］

公益社団法人 日本化学会 北海道支部、東北支部、関東支部、近畿支部、 中国・ 四国支部、九州支部

国立大学法人 北海道教育大学 国立大学法人 室蘭工業大学

国立大学法人 北見工業大学 国立大学法人 岩手大学

国立大学法人 東北大学理学部 国立大学法人 秋田大学教育文化学部

国立大学法人 山形大学理学部 いわき明星大学

日本大学工学部 国立大学法人 福島大学共生システム理工学類

国立大学法人 群馬大学大学院理工学府 東邦大学理学部

日本大学理工学部 国立大学法人 東京農工大学

国立大学法人 信州大学理学部 国立大学法人 岐阜大学

鈴鹿医療科学大学 国立大学法人 名古屋工業大学

国立大学法人 金沢大学 大阪星光学院高等学校

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 神戸大学大学院工学研究科

国立大学法人 和歌山大学 国立大学法人 鳥取大学大学院工学研究科

国立大学法人 岡山大学理学部 国立大学法人 広島大学

国立大学法人 徳島大学総合科学部 国立大学法人 香川大学教育学部

国立大学法人 愛媛大学 国立大学法人 福岡教育大学

国立大学法人 佐賀大学 国立大学法人 琉球大学

［ 二次選考］

公益社団法人 日本化学会 東海支部 国立大学法人 名古屋大学

後援： 文部科学省 経済産業省

［ 一次選考］

国立大学法人 弘前大学 国立高専機構 一関工業高等専門学校

国立高専機構 鶴岡工業高等専門学校 国立大学法人 茨城大学

国立大学法人 宇都宮大学大学院工学研究科物質環境化学専攻

国立大学法人 埼玉大学

国立大学法人 東京大学大学院理学系研究科化学専攻

国立大学法人 山梨大学 国立大学法人 信州大学教育学部

国立大学法人 静岡大学 国立大学法人 三重大学

国立大学法人 豊橋技術科学大学 国立大学法人 福井大学教育学部

国立大学法人 島根大学 国立大学法人 高知大学

国立大学法人 大分大学

協力： 公益財団法人 日本発明振興協会
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