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名古屋大学・エディンバラ大学国際連携
理学専攻（INTERNATIONAL
COLLABORATIVE PROGRAMME IN SCIENCE
BETWEEN THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
AND NAGOYA UNIVERSITY）の設置につい

て
〔ジョイント・ディグリー・プログラム〕

大学院理学研究科

１
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資料１



１．設置の趣旨

「自然科学の心理を探究し、新しい価値を創造しながら、人
類と地球の豊かな未来に貢献することができるグローバル
人材」の育成

世界トップレベルの大学との相互補完的な教育・研究により、自然
科学分野の将来を担う国際的リーダーとなる能力を習得

海外の学術環境、文化、システムの中での教育により異文化への
適応能力、問題解決能力を習得

グローバルな舞台での研究推進力、専門分野への広い知見、高
いチーム・マネジメント能力やプロジェクト・コーディネート能力、さ
らには文化的多様性への適応力など、社会が求める汎用的な能
力を持った人材の育成が可能であり、多様な舞台での活躍が想
定される

２
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エディンバラ大学
（THE UNIVERSITY OF EDINBURGH）

創立1583年。英国で6番目に長い歴史を持つ国立総合研究大学。

QS世界大学ランキングでは世界21位（2015-16年）。総学生数35,000人のうち40％
が英国外からの留学生というグローバルな環境。

大学関係者の中から15名の自然科学分野のノーベル賞受賞者を輩出している。

研究室を単位として共同研究や学生・研究員の相互派遣などの研究交流を行ってきた。

平成25年7月 名古屋大学大学院理学研究科及び理学部、エディンバラ大学理工学部化学科 学生
交換覚書締結

平成26年4月 名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構（KMI）、エディンバラ大学ヒッグズ理論物理セン
ター 部局間学術交流協定締結

平成26年9月 名古屋大学、エディンバラ大学 全学交流協定締結

・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」

履修生をエディンバラ大学へ派遣、Transferable Skills Trainingを受講

・博士課程教育リーディングプログラム「グリーン自然科学国際教育研究プログラム」

エディンバラ大学のTransferable Skills Trainingを模して「スキル・セミナー」を本学博士課程学生に

提供

名古屋大学との交流

３
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名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻
関係組織図
※本研究科とエディンバラ大学の各研究分野のマッチングがよく、相乗・相補的な研究展開が可能

４

名古屋大学
大学院理学研究科

エディンバラ大学
College of Science and 
Engineering

素粒子宇宙物理学専攻

物質理学専攻

生命理学専攻

School of Chemistry

School of Biological Sciences

School of Physics & Astronomy
素粒子宇宙物理系

物理系

化学系

対応関係、共同研究等
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研 究 分 野 別 教 員 対 応 表

物理系

コース

化学系

コース

生命

理学系

コース

名古屋大学名古屋大学 エディンバラ大学

Dr. Andrew Liddle（宇宙物理学）
Dr. John Peacock（宇宙論・宇宙物理学）
Dr. Franz Muheim（素粒子物理・実験）
Dr. Luigi DelDebbio（素粒子物理）

61名（教授21名、准教授22名、講師 6名、助教12名）

Dr. Cait MacPhee（生物物理）
Dr.  Martin Evans（統計力学・物性理論）

Dr. Eleanor E. B. Campbell（物理化学）
Dr. Scott L. Cockroft（物理化学）
Dr. Fabio Nudelman（物理化学）

Dr. Neil Robertson（無機化学）
Dr. Stephen A. Moggach （無機化学）

Dr. Kevin Hardwick（細胞生物学）
Dr. Hiro Ohkura（細胞生物学）
Dr. Irina Stancheva （細胞生物学）

Dr. Patrick Cai（合成生物学）
Dr. Steven Spoel（植物科学）

Dr. Naomi Nakayama （植物科学）

31名（教授11名、准教授 7名、講師 5名、助教 8名）

9名（教授 2名、准教授 4名、講師 1名、助教 2名）

17名（教授 5名、准教授 2名、講師 1名、助教 9名）

33名（教授11名、准教授 7名、講師 7名、助教 8名）

22名（教授 6名、准教授 4名、講師 3名、助教 9名）

Dr. Dominic Campopiano（有機化学・生物化学）
Dr. Paul Lusby （有機化学・生物化学）

素粒子・
宇宙分野

物性物理
分野

有機化
学・生物
化学分野

無機化学
分野

物理化学
分野

分子生命
科学分野

生物科学
分野

9名（教授 4名、准教授 2名、講師 1名、助教 2名）

４
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共同学位＝ジョイント・ディグリーの授与
名古屋大学・エディンバラ大学共同で単一の博士学位

博士（理学） Doctor of Philosophy

２．カリキュラム

覚書 Schedule の作成

（研究テーマ、目標、具体的
な教育・研究日程）

主大学において指導教員の
研究指導

Transferable Skills 
Training に参加

「1年次口頭試問

(First year Defense)」

1年次
Foundation Year

２年次
International Year

３年次
Finalization Year

International Skills 
Training に参加

副大学に滞在しての国際
共同研究（滞在期間：6か
月～1年間。双方の指導教
員から指導を受ける）

「研究成果発表
(Poster Presentation)」

博士論文の完成

「最終年次研究報告会

(Oral Presentation)」

※年度途中

「学位論文審査

(Thesis Defense)」

※年次ごとに「研究指導報告書」を作成

６
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３．研究指導体制

主大学 副大学

副指導教員正指導教員

アカデミック・
コーディネーター
（A.C.）

アカデミック・
コーディネーター
（A.C.）密に連絡を取り

合い、共同して
学生を指導する

アカデミック・コーディネーター（A.C.）の役割：
①本プログラムへの入学学生のコース選択
②研究上・生活面の問題を解決し、無理のない研究計画の立案
③両大学の学生交流による本プログラムの共同研究基盤の強化

※名古屋大学： KOZGUNOVA Elena 特任助教 ７
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４．入学者選抜

入学審査：

年２回（４月入学と１０月入学）

合同入学審査委員会編成

理学研究科長（名大）、理工学部長（UoE）、

指導教員候補者、A.C.

出願書類による審査と口頭試問（基盤的知識、理解力

及び語学力）

入学定員：

２名（収容定員６名）

各大学１名
８
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５．学位論文審査体制

ディプロマ・ポリシー
自然科学分野の深く多様な学問的素養と高い研究推進能力を体得した証とし
て、課程で学び、得た学問的成果をゼロから体系的に論じた学位論文を書き
上げること。

高い倫理性や豊かな国際性、科学的論理性や創造力を身に付け、国際的な
共同事業や共同研究を推進できることの証明として、外部からの専門家を招
へいし、両大学の教員等により組織される合同学位審査委員会が審査を行い、
最終口頭試問を経て合格と判定されること。

合同学位審査委員会 Thesis Examination Committee

内部審査委員
Internal Examiner

主大学または副大学所属
（正副指導教員以外）

外部審査委員
External Examiner

主大学以外の高等教育機関
もしくは研究機関所属

＋ 正副指導教員、国際連携理学専攻長、理学研究科長（名大）、理工学部長（UoE）

９
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６．設置の経緯

平成28年4月 文部科学省へ設置計画書を提出

平成28年5月～6月 文部科学省審査会での意見に基づき修正

及び追加資料を提出

平成28年6月 文部科学省より設置が認可

平成28年10月5日 名古屋大学にてキックオフ・シンポジウム開催

予定

１０
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The Nagoya-Edinburgh
Joint Degree Program Symposium

名古屋大学大学院理学研究科は、イギリスのエディンバラ

大学と の共同学位プログラム、いわゆるジョ イント・ ディグリ

ー・プログラムによる「 名古屋大学・ エディンバラ大学国際連

携理学専攻」を開設しました。

自然科学の真理を探究し、新しい価値を創造しながら、人

類と地球の豊かな未来に貢献することができるグローバル人

材となりうる博士人材の育成のためには、世界トップレベル

の大学が協力し、互いの教育・ 研究設備や資本を共有しな

がら、教育・研究及び学位の質を国際的に保証する学位シス

テムが必要不可欠です。

名古屋大学では他の研究科においてもジョイント・ディグリ

ー・プログラムの開始を検討しており、今後も国際高等教育

の先駆者としてさらなる前進をして参ります。

大学院理学研究科長 松本邦弘

名古屋大学 坂田・平田ホール
13:15-15:30

水

使用言語：英語

対象
学生･大学関係者（本学・他大学）

海外連携大学関係者等

2016
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2016.09.28 

科学技術振興会機構「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム

(OPERA)」採択と「人間機会協奏技術コンソーシアム」設立について 
 

 名古屋大学は幹事校として、東京工業大学・早稲田大学・産業技術総合研究所と連携し

て、H28 年度「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)」に、課題名

「人と知能機械との協奏メカニズム解明と協奏価値に基づく新しい社会システムを構築す

るための基盤技術の創出」として応募し、東北大学チーム、広島大学チーム、山形大学チ

ームと並び、４拠点の一つとして採択されました。 

 弊学・未来社会創造機構教授・武田一哉を領域統括として、3 大学・１研究所において、

8～10 研究課題について、株式会社ティアフォー、東京海上日動火災保険株式会社、トヨタ

テクニカルディベロップメント株式会社、日本製粉株式会社、株式会社フレームワークス、

株式会社野村総合研究所、株式会社メイテツコムの 7 民間企業をはじめ、さらに複数の民

間企業との共同研究協議を進めており、科学技術振興機構との委受託契約が締結（本年 9

月末頃）された後に、4 研究機関と民間企業 10 社程度との間で、「人間機会協奏技術コンソ

ーシアム」を設立し、オープンプラットフォーム型の研究開発を進めて参ります。 
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資料２

「人間機械協奏技術コンソーシアム」



概要： 本産学共創プラットフォーム（通称 OPERA）は、「第三世代の人工物」である知

能機械と人間とが一体となって構成される新たな社会システム、即ち人間機械協奏系の研

究を中核に設定します。現状では、人間機械協奏系のサービス価値を明確にできておらず、

地域や文化、社会構造に応じた作り分けも技術的課題として残されています。本活動では、

人間機械協奏系の研究プラットフォームを立ち上げ、その上で、「センシング、分析・解析、

行動変容」の要素技術の研究を加速するとともに、人間機械協奏系とその構成要素技術の

「実装・評価技術」を研究していきます。 

  

例えば自動運転は、移動という価値を実現するために人間と協奏する第三の人工物の典

型例です。本プログラムではこの第三の人工物と人間とが一体となって構成する系、すな

わち人間機械協奏系（Human Machine Harmonizing System : HMHS）を通じて、一人一

人に「寄り添う」財やサービスの社会実装を目指していきます。 
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研究組織： 

 名古屋大学が幹事校として、事務局を運営します。コンソーシアム全体を統括する運

営委員会を置き、その下に研究課題の内容を協議する「研究戦略委員会」、研究成果を管理

する「知財運営委員会」を設けます。さらにこのプログラムの大きな特徴として、大学院

生（後期博士課程）を民間資金により雇用して、個別研究課題の中心的な役割を担っても

らいますが、それは同時に、研究成果の実社会への実装を担う人材育成の場でもあります。

その人材育成プログラムのカリキュラム作成や、参加研究機関の相互における大学院学生

の交流を支援する「人材育成委員会」を設けるところも、大きな特徴の一つです。 
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個別研究課題： 

 早稲田大学では、ヒト・機械の状態把握のための化学センシング、東京工大では、デ

ーターの分析・解析とセキュリティー、産総研ではヒト・機械協奏社会でのヒト行動変容

と、それぞれ要素技術の研究を加速するとともに、名古屋大学では、人間機械協奏系とそ

の構成要素技術の実装・評価技術を研究していきます。 
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コンソーシアム： 

 4 研究機関と民間企業とが参加するコンソーシアムを立上げ、そこでオープンな研究を

実施し、得られるデーターや共有知財について、会員相互の協議により、成果のさらなる

進展を目指します。 

情報科学、工学をはじめとする各専門分野における最先端の研究を行う大学と、新しい

産業創出を目指す企業とが、結びつき、オープンイノベーションを生み出すための研究を

推進することを目的とし、OPERA 個別課題の研究開発を推進することに加えて、テーマ別

の複数の研究会を運営していきます。 

また定期的な研究会を開催し、それらと成果発表会については、共同研究にはまだ参加

していない、一般法人会員も参加して、情報収集ができるようにします。 
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院生の参加と起業支援： 

 本プログラムでは、民間企業に院生雇用費を負担願い、個別の研究課題を主担当する

院生（博士後期課程）を選抜のうえ、各研究機関が雇用します。院生は、給与を得て研究

業務に専念できます。本学、東工大、早大では、それぞれ選抜した院生について、複数の

研究領域を俯瞰し、社会実装を目指す指導的な人材を育成する、リーディング大学院コー

スを設けており、これらの院生をおもな対象として、本プログラムに組み入れ、さらにこ

れら研究機関のリーディング大学院コースを自由に受講して、視野を広げられるよう、柔

軟なカリキュラムを運営してゆきます。さらに、起業マインドを育成することで、学生ベ

ンチャー設立を支援し、本プログラムで得られる成果を、これら学生ベンチャーが担って

社会実装していけるよう、コンソーシアムとして支援していきます。 
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F&M
Farmstay and Marché

～生産者と消費者をつなぐ～

名古屋教育記者会懇談会

1

農学部生物環境科学科3年
F&M 代表 長谷川真弥

21

資料３



農業は私達の生活の基盤となる
「食」をつくりだす重要な産業

農業をもっと身近に！！！

2
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名称 ： F&M (Farm stay &Marché)
総設年 ： 2013年
メンバー数 ：22人
学部 : 農学部、情報文化学部、文学部

活動理念 『生産者と消費者をつなぐ』

F&Mのプロフィール

主な活動：
• 生産者と消費者が直接つながる場づくり
• 農業体験
• SNSなどでの情報発信
• 朝市のお手伝い

3

農業体験や、交流イベントなどを通じて、生産者の思いや、農業について周囲
に伝え広める媒体として活動
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大収穫祭

目的
生産者と消費者が直接交流できる場づくり

2015年の春の大収穫祭

• 企画内容：農家さん紹介、農家さんへの質問コーナー、農業クイズ

• 参加者の感想：

”農業に興味を持った” ”いろんな人と交流ができて楽しかった” など

4
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秋の大収穫祭 ２０１６

農家さんの取り組みを紹介したり
想いを伝えていただく。

5

2016年10月15日（土）
18：00~20:00 
是非お越しください！
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その他の活動

朝市の手伝い 農業体験
－オアシス２１ オーガニックファーマーズ朝市村－

学生農業体験ツアー（岐阜県白川町にて）

6

SNSを利用して
情報発信
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F&M

生産者消費者

F&Mのこれから

収穫祭
農業体験ツアー

SNS

学生ならではの活動を通して、農業をもっと身近に感じてもらいたい！
7

１．大学の空間を生かした、大学生ならで
はの活動の展開

今後の課題と解決策案

農学部以外の学生にもっとアプローチ

他サークルとのコラボ企画

２．活動の拡充

協力していただける農家さんを増やす

生産者と消費者が交流できる新たな

活動を充実させる
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ご清聴ありがとうございました。

F＆Mについての連絡先

メールアドレス nagoya.fm1@gmail.com
Facebook            「名古屋大学 F＆M」で検索

Twitter @nagoya_fm1

8
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Press release: New UN Women HeForShe I MPACT Report puts spotlight on 

gender equality in global universities 

Date: 20 September 2016 

New York, NY  – On the sidelines of the 71st United Nations General Assembly today, UN 

Women unveiled the first-ever HeForShe IM PACT 10X 10X 10 University Parity Report. In the 

groundbreaking report, 10 leading global universities lay out concrete commitments and 

begin charting their progress toward achieving gender parity. Launched in 2015, the 

HeForShe IMPACT 10X10X10 is an initiative that convenes 10 Heads of State, 10 global 

CEOs and 10 University Presidents to fast-track gender equality in boardrooms, classrooms 

and world capitals. 

The group of 10 IMPACT universities span across eight countries on five continents: 

Georgetown University, USA; Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), France; 

Nagoya University, Japan; Stony Brook University, USA; the University of Hong Kong, Hong 

Kong; the University of Leicester, UK; University of Oxford, UK; the University of São Paulo, 

Brazil; the University of Waterloo, Canada; and the University of the Witwatersrand, South 

Africa. 

With more than half of the world’s population under 30 and university graduation rates 

rising, universities have an unprecedented opportunity to make a difference. This report 

highlights three important critical imbalances that universities can address: 1) the ratio of 

men to women represented in university faculty and senior administrative positions; 2) the 

fields of study selected by young women versus young men; and 3) the number of female 

students at universities compared to their equal access to academic and professional career 

tracks. 

“Each generation of university students that emerges from these formative years of 

education is a new chance for the world to make progress,” said Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

UN Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women. “Now that our IMPACT 

Champions are leading such well targeted initiatives to tackle current barriers to gender 

equality, we can look to these cadres of HeForShe graduates, and the changing profiles of 

academia, with renewed hope.” 

29

資料4



The launch of today’s report marks the completion of the first year in the IMPACT 

10X10X10 initiative for participating universities. In the report, University HeForShe 

IMPACT Champions present transparent baseline figures on the representation of women 

across their student and faculty populations against which future progress will be measured 

and published on an annual basis. This dataset refers to women at undergraduate and 

graduate levels, as well as faculty and senior leadership roles. 

In total, the ten universities have committed to monitoring their progress on 30 

commitments. 70 per cent of IMPACT Champions have committed to closing the gender 

gap in administration; 40 per cent have committed to closing the gender gap in academia; 

30 per cent have committed to creating centers of excellence in gender equality; and 40 

per cent have committed to ending violence on campus. 

"Sustainable development is not possible and peace will not be lasting, without 

empowering every girl and woman,” said Irina Bokova, Director-General of UNESCO. “I see 

the face of the new global agenda as that of a 12-year-old girl, in school, not forced into 

marriage or work. I t is the face of a 20-year-old woman, at university, creating and sharing 

knowledge. This is the importance of the HeForShe IMPACT 10X10X10 Initiative." 

UN Goodwill Ambassador Emma Watson, who launched the HeForShe movement in 2014, 

and took part in the report launch said that, “A good university is like a tiny utopia – it’s a 

miniature model of how the whole of society could look. All our IMPACT Champions have 

chosen to make gender parity a central part of the way they educate their students.” 

An evening reception to mark the release of the report and the second year anniversary of 

HeForShe, will be held at the Museum of Modern Art in New York later in the day. The 

event will be co-hosted by three IM PA CT 10X10X 10 Champions: His Excellency Sauli 

Niinistö, President of Finland; Bob Moritz, Chairman, PricewaterhouseCoopers International 

Limited; and Samuel L. Stanley Jr, President of Stony Brook University. This special event 

will bring together Heads of State IMPACT Champions, University IMPACT Champions, 

corporate IMPACT Champions as well as UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson, 

activists and other HeForShe Celebrity Champions. 

At the 2016 World Economic Forum in Davos, the Corporate HeForShe IMPACT Champions 

unveiled the inaugural Corporate HeForShe Parity Report. The Corporate Parity Report 

provided unprecedented disclosure of workforce gender diversity figures, including details 

on leadership roles and board membership, to inspire global companies to monitor 

commitments and take action. 
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HeForShe I MPACT University special announcement on gender-based violence 

on campus 

Gender-based violence remains a serious challenge to campus security – and educational 

opportunity – for students across the world. 

One in three women worldwide is known to experience some form of physical or sexual 

violence in their lifetime. Many more victims remain silent due to shame, guilt, or fear. Men 

and boys are also the victims of physical and sexual violence, and are statistically less 

probable to report an assault to authorities. In some countries, the incidence of assault and 

violence against gay, lesbian, bisexual, transgender, and queer students is estimated to be 

higher. 

Ten global academic institutions from the HeForShe IMPACT 10X10X10 initiative have now 

initiated programmes of action agreed with the United Nations as part of the broader 

HeForShe programme; including ground-breaking commitments to tackling gender-based 

violence on their campuses. 

Spanning 8 countries on 5 continents, reaching more than 700,000 students and with 

40,000 faculty members, the ten IMPACT Universities are positioned to be powerful 

catalysts for change. 

The universities taking part in the HeForShe IMPACT 10X10X10 programme are 

Georgetown University, University of Hong Kong, University of Leicester, Nagoya 

University, University of Oxford, University of São Paulo, Sciences Po, Stony Brook 

University, University of Waterloo, and University of the Witwatersrand. 

I MPACT Universities will work together to: 

 I nstitutionalize zero-tolerance policies on sexual assault; 

 Provide campus-wide training and briefings for all faculty, administration, and students;

 Transform student ideas into action through HeForShe Global ‘I deathons’

Under the HeForShe programme, additional specific commitments and targets are agreed 

with each university, providing models of highly practical change in a global context. 

IMPACT Universities recognize that practical solutions to gender-based violence on campus 

are strengthened by collaboration with their students. A pioneering initiative to end gender-

based violence includes the launch of annual HeForShe Ideathons over the next three 

years on IMPACT university campuses, which enables students to explore and devise 

solutions through collaboration and facilitation. Across all IMPACT universities, tackling 

gender-based violence is regarded as an absolute priority. Charting a path for other 

universities to follow, the models under creation at IMPACT universities are central to the 

global campaign to eradicate gender-based violence.
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University I MPACT Champions: 

John J. DeGioia, President of Georgetown University

“Georgetown University is proud to support the HeForShe work to empower women and gir ls and to 

create conditions for equality, human dignity, and flour ishing worldwide.”

Peter M athieson, President &  V ice Chancellor of the University of Hong Kong

“ We need culture change, system change, sustainable long-term policy change and the shared 

commitment to truly make a difference. I wil l  continue to do my best to contr ibute.”

Paul Boyle, V ice-Chancellor of the University of Leicester

“ Our launch event, marking the inaugural HeForShe #GetFree University Tour in September was a 

great start. We were delighted to welcome the UN Women team, Rt Honorable Nicky Morgan 

Secretary of State for Education and Minister for Equalities, 500 staff and students, around 1000 

HeForShe commitments from students in 2 days, and 21 of our academics exhibiting their  gender 

related research. We also proudly presented our unique launch ‘ We are HeForShe’  

videohttp://www2.le.ac.uk/institution/heforshe”

Seiichi M atsuo, President of Nagoya University

“ I  am fully committed to and excited about br inging about social change toward gender equality at 

every level, and look forward to working together with UN Women and other IMPACT Champion 

universities, government, and industr ial leaders toward this important end.”

Stephen Goss, Pro V ice-Chancellor of Oxford University

“ Oxford is a collegiate university, consisting of the central University and 38 self-governing 

colleges. I t is one of the world’ s oldest universities, but is also an international institution and 

consistently appears among the top three universities in the world, as measured by its peers. Oxford 

had 22,348 students as of December 2014, of which 45 per cent are female. Oxford has over 11,000 

members of staff. 27 per cent of academic staff are female, as are 45 per cent of researchers – a 

combined total of 40 per cent. 22 per cent of Professorial staff are female.”

M arco Antonio Zago, President of the University of São Paulo (USP)

“ The University of São Paulo is a powerful instrument to develop long-term transformative changes 

of behaviors to address social issues such as violence against women and all types of 

discr imination.”

Frédéric M ion, President of I nstitut d’études politiques de Paris (Sciences Po University)

“ The fact that our gender equality action plan is supported by HeForShe makes it much easier to 

promote this message within all decision-making spheres and, consequently, to get our projects up 

and running faster.”

Samuel L . Stanley, Jr., President of Stony Brook University

“ In our role as a HeForShe IMPACT 10X10X10 University Champion, we wil l  confront them 

[ gender equality issues]  as an institution, taking the lead for lasting change. It is the wil l ingness to 
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address [ gender equality]  questions and improve ourselves in the process that wil l create that 

change.”

Feridun Hamdullahpur, President &  V ice Chancellor of the University of W aterloo

“ I  am proud that Water loo is taking the lead for Canada’s university sector in the global HeForShe 

effort. [ …]  We need to deliberately create clear paths for women to pursue studies in fields l ike 

Computer Science, Engineering and Math so we can overcome social barr iers that have no place in 

a 21st century innovation university.”

Adam Habib, Principal &  V ice-Chancellor of the University of the W itwatersrand

“ I t is a fight to ensure that the role of men in ending gender-based harm is as active participants 

and not passive observers; it is to ensure that patr iarchy and inequality are uprooted; and to ensure 

that those who benefit from inequitable hierarchies are an equal part of their  deconstruction. I t is a 

fight that universities generally, and Wits University specifically, must be part of.”

Watch an archived webcast of the launch of the first HeForShe IMPACT 10X10X10 

University Parity Report 

About UN Women 

UN Women is the UN entity dedicated to gender equality and the empowerment of women. 

A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress 

on meeting their needs worldwide. For more information, visit www.unwomen.org. UN 

Women, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, New York. Tel: +1 646 781-4400. 

Fax: + 1 646 781-4496. 

About HeForShe 

Created by UN Women, the HeForShe solidarity movement for gender equality provides a 

systematic approach and targeted platform on which men and boys can engage and 

become change agents towards the achievement of gender equality. HeForShe invites men 

and boys to build on the work of the women’s movement as equal partners, crafting and 

implementing a shared vision of gender equality that will benefit all of humanity. For more 

information, visithttp://www.heforshe.org/en

About HeForShe I MPACT Champions 

IMPACT 10X10X10 engages key decision makers at governments, corporations and 

universities around the world to drive change from the top. IMPACT Champions make 

gender equality an institutional priority, committing to real change within and beyond each 

of their organizations. Each IMPACT Champion implements the HeForShe IMPACT 

framework and develops three bold, game-changing commitments to advance and 

ultimately achieve gender equality for all. Measurement and transparency will be at the 

heart of these commitments, so successful initiatives can serve as models for the political, 

corporate and academic world. For more information, visit http://www.heforshe.org/impact
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Media contact 

Abigail Somma

Phone: 646.781.4588 

Email: abigail.somma[at]unwomen.org 

- See more at: http:/ /www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/press-release-heforshe-

university-parity-report# sthash.boQhZeOK.dpuf
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UN Women is the United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment 

of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate 

progress on meeting their needs worldwide. For more information, visit: www.unwomen.org

IMPACT University Report Launch | Participant Profiles

20 September, 2016
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IMPACT Presidents| Profiles
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United Nations | Profiles
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UNWomen is theUnitedNationsentitydedicated to genderequalityand theempowerment

ofwomen. Aglobal champion forwomen andgirls, UNWomen wasestablished toaccelerate

progressonmeeting theirneedsworldwide. Formore information, visit: www.unwomen.org

September 20, 2016  

MEDIA REPORT AND COVERAGE
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OVERVIEW 1
HeForShe IMPACT University Parity Report | Inaugural Launch 
United Nations Global Headquarters, NYC 

Aspartof theHeForShe IMPACT10x10x10 initiative, PhumzileMlambo-Ngcuka,

Under-Secretary-General and ExecutiveDirectorofUNWomen, IrinaBokova,

Director-General ofUNESCOandEmmaWatson, BritishActorand UNWomenGlobal

Goodwill Ambassador joined eightPresident fromsomeof theworld’s leading

universities (GeorgetownUniversity, Hong Kong University, UniversityofLeicester,

NagoyaUniversity, SciencesPo, StonyBrookUniversity, UniversityofWaterlooand

Universityof theWitwatersrand) atapressconference tounveil the first-ever

HeForShe IMPACT10x10x10 UniversityParityReport.

HeForShe 2nd Year Anniversary Event 
Museum of Modern Art, NYC 

Tomark the second anniversaryofUNWomen’sHeForShe Initiative,

IMPACT10x10x10 Champions: HisExcellencySauli Niinistö, Presidentof Finland;

BobMoritz, Chairman, PricewaterhouseCoopers International Limited; and Samuel

L. StanleyJr, PresidentofStonyBrookUniversity, hosted an evening reception at

theMuseumofModernArt, bringing togetherworld leaders, change-makers,

activistsand celebritiesatthe forefrontof theHeForShemovement.

Speakers included: His Excellency, Sauli Niinistö, President of Finland; His Excellency, Shinzo Abe, Prime Minister of Japan;  

His Excellency, Justin Trudeau, Prime Minister of Canada; Bob Moritz, Chairman, PricewaterhouseCoopers International Limited; 

Samuel L. Stanley Jr, President, Stony Brook University; Phumzile Mlambo-Ngcuka, Under Secretary-General and Executive 

Director of UN Women; Emma Watson, British Actor and UN Women Global Goodwill Ambassador; Edgar Ramirez, Actor & UNICEF 

Goodwill Ambassador and Chirlane McCray, First Lady of New York City. Event emcee was Trevor Noah, Host of The Daily Show.
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I MPACT BY THE NUMBERS 

• Global Media Impressions: 3,309,815,099 and counting

• Secured Media Interviews: 23 opportunities 

• Earned Media Coverage: 258 pieces of original media coverage

• Press Release: 3 press releases via PR Newswire

• Livestream Views: 33,648 

• Social Media: Top Trending Topic on Twitter

Top-tierplacements including:

AssociatedPress, Fortune, TIME,

BBC, EFE, CCTV, HuffingtonPost,

Newsweek, TheIndependentand more

2
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I NTERNATIONAL MEDIA | Snapshot 3
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f rom the editors of 

• Work
• Play
• Live

M ust Read Obama’ s Female Staffers M ake Shine Theory Shine 
Next Story: Harper’ s Bazaar  India Wil l Feature Transgender M odels on Its Cover For the First Time 

•
•
•
•

J. Countess/Getty Images
News 

Emma W atson W ill Be Part of a Campus I nitiative for Gender 
Equality 
By Jessie Van Amburg
Sept. 20, 2016 

T he movement hopes to tackle issues like campus sexual assault and inequality 

•
•
•
•
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On its second anniversary, UN Women’ s movement HeForShe has announced its next big focus: equali ty on universi ty campuses.

The organization, which counts actress and activist Emma Watson as one of  i ts key spokespeople, released i ts IM PACT 10x10x10 University 
Parity report Tuesday. The report details 10 international universities’  commitments to gender parity on their campuses—including data on how 
they measure up now. The goal is for these 10 schools to achieve gender equal ity on their campuses by 2020. HeForShe released a similar report 
earl ier in 2016 on corporate pari ty.

The participating schools are: Georgetown University, Universi ty of Hong Kong, University of  Leicester, Nagoya Universi ty, University of 
Oxford, University of Sao Paulo, Sciences Po, Stony Brook Universi ty, University of  Waterloo and the Universi ty of the Witwatersrand.

HeForShe head El izabeth Nyamayaro told M otto that when determining the priori ties of  each university, the focus was to look at something 
“ game changing.”  “ We wanted this commitment to point to pari ty,”  she said. She highl ighted key issues facing universities today, including the 
disparity of subjects that men and women pursue and lack of representation amongst campus leadership.

Each school has taken on i ts own goals to meet the stated goal of gender equali ty. For example, Stony Brook University aims to increase 
matriculation rates of women, and University of Hong Kong has committed to tripl ing the proportion of female deans. In addition, the universi ties 
have pledged to combat gender-based violence on their campuses through pol icy changes, trainings and other ini tiatives.

This announcement comes during a year of  highly-publ icized campus sexual assault cases in the United States. The sentencing of  convicted felon 
and former Stanford student Brock Turner sparked national debate about how sexual assault is treated by the law and by society. A l legations 
against students and faculty at eli te boarding schools for assault and misconduct have also made national headl ines.

However, some of the actual plans seem to fal l short of the lofty stated goal. The Universi ty of Hong Kong committed to 26% of i ts deans being 
female—def ini tely an increase from its current 8%, but sti l l  a far cry from true 50/50 parity. University of  Leicester is committed to a 30% female 
faculty, which again fal ls short of  50/50.

HeForShe continues to emphasize the importance of involving men in the equality process. “ I t isn’ t just about, ‘ Let’ s make things equal for 
women.’  We have to make things equal for guys,”  Nyamayaro told M otto. Indeed, al l 10 university heads of the participating schools are men. 
This attitude has garnered criticism since HeForShe’ s launch in 2014, with some saying that the emphasis on male participation casts them as the 
saviors of equality.

When asked how students at non-participating schools can get involved with the movement, Nyamayaro pointed to the 250 HeForShe-aff i l iated 
student organizations on campuses around the world, and lauded the “ energy and passion”  of  student grassroots movements.

“ I think change is happening and it’ s very very exciting,”  she told M otto. 45



9/20  HeForShe University Parity Report 発表記者会見
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2016 3rd International Conference on Universal Village (UV2016) 
第 3 回ユニバーサルビレッジ国際会議 2016 

 
開催時期   2016 年 10 ⽉ 6 ⽇（⽊）  8 ⽇（⼟） 
開催場所   名古屋⼤学東⼭キャンパス（名古屋市千種区不⽼町） 豊⽥講堂 
主催     名古屋⼤学 未来社会創造機構 
共催     マサチューセッツ⼯科⼤学、北京航空航天⼤学 
       IEEE（アメリカ合衆国電気電⼦学会）（テクニカルスポンサーシップ） 
参加者    国内 100 名、海外 50 名 合計 150 名（予定） 
参加予定国  ⽇本、アメリカ合衆国、中国、スペイン、タイ他 
使⽤⾔語   英語 
 
Universal Village の基本コンセプト 
○提案の背景 
 今⽇、⽣活の場である都市や集落の現状は、⼀⽅で新興国を中⼼とした⼈⼝増加と都市への急速な集
中による過密／過疎の問題や環境／エネルギー問題を⽣起し、他⽅先進国においても、環境／エネルギ
ー問題に加え、急速に進む少⼦⾼齢化などへの対応など、様々な課題を抱えています。そのため、地球
温暖化によってもたらされる⾃然災害や都市化による被害の拡⼤に対し、⾃然的存在としての⼈間の認
識とともに、都市と⾃然が共⽣した環境への志向性を⾼めているのではないでしょうか。 
 特に我が国における未来志向の都市像に関する議論は、2011 年 3 ⽉に発⽣した東⽇本⼤震災や福島原
発の事故により⼤きく変質し、安全・安⼼なまちづくりの重要性や⾃然環境との新たな共⽣のあり⽅、
或いはヒューマンネットワークの視点などより広い議論の拡がりをみせています。 
 ＜Universal Village＞はこのような背景と基本認識に基づき、将来の都市／地域に向けて投げかけら
れた⼀つのコンセプトであると⾔えます。 
○基本コンセプト 
 ＜Universal Village＞の基本的考え⽅は、本会議の創設者である MIT（Massachusetts Institute of 
Technology）／ITRC（Intelligent Transportation Research Center）センター⻑である正⽊⼀郎教授
が提唱されたものです。 
 ＜Universal Village＞のシンボルマークは、⼈＜Human＞と⾃然＜Nature＞を結びつけるものとして、
技術＜Technology＞が描かれています。⾔わば、＜Universal Village＞の基本コンセプトは、⾃然＜
Nature＞に対応した地球環境におけるエコ＜Ecology＞と⼈＜Human＞に対応した、あらゆる⼈の⽣活
を⽀えるウェルネス＜Wellness＞の総合的な科学技術＜Technology＞によるバランスのとれた持続的
な都市／地域の実現にあります。 
 ⾔い換えれば、＜Universal Village＞は、「みんなのまち」として、誰でもが⽣活の質（安全に／安
⼼して／便利に／快適に）を確保しながら、家族やコミュニティの中で幸福に暮らせるまちであり、⽣
活の場である都市や集落の⽬標として希求される将来像＜Sustainable Happiness＞を表していると考
えられます。 
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UV2016／名古屋に向けて 
 2013 年の第 1 回北京会議、2014 年の第 2 回ボストン会議に次いで、第 3 回は名古屋において 2016
年 10 ⽉に開催し、⽇⽶中をはじめ関連各国からの参加により多⾯的な議論と個別具体的な議論を深め、
具体の提⾔を打ち出します。 
 国際会議においては、学会、産業界、政府機関の専⾨家が、地球環境の将来に向け＜Universal Village
＞として投げかけられた都市像を共有しつつ、それを実現するための科学技術的提案について全体シス
テムの刷新に果たす役割や個別技術の可能性などを様々な観点からの議論を⾏ないます。 
 
 
プログラム 
10 ⽉ 5 ⽇（⽔） Pre-Day  
18：00 20：00  ウェルカムレセプション 
10 ⽉ 6 ⽇（⽊） Day 1  
9：00 9：30   開会式 
 武⽥ ⼀哉 （UV2016 General Chair、名古屋⼤学教授） 
 松尾 清⼀ （名古屋⼤学総⻑） 
 正⽊ ⼀郎 （UV Founder、MIT 教授） 
9：30 11：15  基調講演 
 安浦 寛⼈ （九州⼤学副総⻑） 
 Berthold K. P. Horn  (UV2016 General Chair、MIT 教授) 
11：30 12：00  COI セッション 
 森川 ⾼⾏ （名古屋 COI 拠点研究リーダー、名古屋⼤学教授） 
 上出 寛⼦ （名古屋⼤学特任准教授） 
13：20 15：10  カンファレンスオーバービュー 
15：30 17：00  特別講演 
 William Colglazier (Former Science and Technology Adviser to the U.S. Secretary of State) 
 武⽥ 修三郎 （⽂部科学省参与）  
18：00 20：00  バンケット（ANA クラウンプラザホテル） 
10 ⽉ 7 ⽇（⾦） Day 2  
9：00 10：30  メイヤーズフォーラム 
 太⽥ 稔彦 （豊⽥市⻑） 
 Miguel Arana Catania  (Director for Participation of the City of Madrid, Spain)  
10：30 17：30  学⽣フォーラム 
 ⽇⽶中の学⽣チーム 
10：40 17：00  セッション 
 Session 1: Intelligent Transportation (1) 
 Session 2: Intelligent Transportation (2) 
 Session 3: Urban Management 
 Session 4: Intelligent Healthcare（１） 
 Session 5: Intelligent Healthcare（2） 
 Session 6: Intelligent Life Support 
 Session 7: Intelligent City 
 Session 8: Microbial Technology & Environmental Protection 
 Session 9: Smart-City Trash Management and Treatment for Zero-Emission 
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 Session 10: Data Visualization 
 Session 11: Intelligent Materials 
 Session 12: Renewable Energy 
 Session 13: Human Factors 
 Session 14: Human Robot Interaction 
17：30 18：00  閉会式 
10 ⽉ 8 ⽇（⼟） Day 3  
9：00 17：30  エクスカーション（豊⽥市⾜助町） 
 
 
プログラム概要 
セッション 
 重要検討領域として、今後のキーテクノロジーを絞り込み、その推進を図り、最終的には具体的な都
市における適⽤の検証を通じ、次世代型都市の実現への貢献を⽬指す。 
領域 1 交通（モビリティ） Intelligent transportation system and Urban planning 
領域 2 医療／福祉（ウェルネス） Healthcare and Well-being 
領域 3 都市（スペース）  Intelligent Communities 
領域 4 環境（エコロジー） Ecological System 
領域 5 情報（システム） Data Management 
領域 6 物質（エナジー） Green Energy and Material 
領域 7 スペシャルセッション  Special Session 
 
メイヤーズフォーラム 
 ⾃治体から、都市／地域での課題とその取り組みを紹介する。 
学⽣フォーラム 
 ⽇⽶中の学⽣チームが、科学技術により、⼈／ウェルネスと、⾃然／エコロジーが調和した持続可能

な社会の実現に向けた議論と提⾔を⾏う。 
エキシビション 
 各企業の技術・製品紹介の場として企業展⽰ブースを設け、UV コンセプト実現に役⽴つ機器やシステ

ム、開発中の技術・デバイス等の展⽰やデモンストレーションを⾏う。 
エクスカーション 
 名古屋拠点 COI モデルコミュニティ形成プロジェクトの実証現場である豊⽥市⾜助町を訪問し、研究

成果の実証事例の⾒学を⾏なう。 
 
             問合せ先 名古屋⼤学 学術研究・産学官連携推進本部 跡部悠未 
                  TEL：052-788-6056 Email：atobe@coi.nagoya-u.ac.jp 
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The 3rd International Conference on
Universal Village  (UV 2016)

October 6-8th, 2016
Nagoya, Japan

Date

Deadline for
paper submission May.30.2016

Notification of paper 
acceptance June.30.2016

PAPER PUBLICATION:
Papers that have been accepted and presented will be included into IEEE Conference
Proceedings sponsored by the IEEE  (pending). Authors of accepted papers (or at least
one of the authors) are expected to register in full and present their work at UV2016. 

PROPOSAL FOR SPECIAL SESSIONS & QUESTIONS:   UV2016.conf@universal‐village.org

FOUNDING ORGANIZER:   MIT Universal Village Program   http:// universal‐village.org /

Co‐sponsored by Institute of Innovation for Future Society, NagoyaUniversity
Supported by JST‐COI(NAGOYA HUB), JST‐Super Cluster(Aichi HUB), Aichi‐Prefecture, Aichi Science and Technology Foundation
Endorsed by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan Science and Technology Agency (JST)

CALL FOR PAPERS
Universal Village exemplifies a desired future society that pursues human‐nature harmony through the wise use of technologies. The concept
is an expanded & advanced version of Smart Cities, and signifies that we should follow the law of universe, protect environment/eco‐system, 
understand humans' need in depth, and innovate new lifestyles, thus providing sustainable happiness for humanity’s future. What makes the 
International Conference on Universal Village unique is that it expected to call for collective effort across multi‐disciplinary fields in order to 
develop a platform where researchers with different background would collaborate beyond the traditional boundaries of their research fields, 
and to find a systematic, coordinated, long‐term solution for the future of human and mother‐nature. The theme for UV2016 is “Expand our 
horizon: UV for regions at different developing phases, and for people at different ages, with various technology & culture backgrounds .” 
Subjects for UV2016 include but are not limited to the following topics. 
• Develop systematic methodologies to advance UV technologies and to develop UV systems, including, intelligent transportation, 

intelligent environment & communities, intelligent healthcare, intelligent food systems, etc.
• New life styles enabled by IT / New energy sources / New materials / Effective microorganism technology and environmental protection.
• Address suitable paths of design, development, implementation, engineering and integration appropriate for different regions.
• Explore how to benefit governments, companies, and universities on specific UV topics as well as practical UV solutions.

System Integration & 
Implementation

System designs. Interaction and 
Integration of Subsystems
Interaction & mutual impact between the 
whole system and its subsystems.
Dynamic impact of subsystem 
implementation and system integration. 

Hierarchical Layers & Components
Infrastructure Layer
Intelligent sensor & communication 
network
Cloud and mobile computing
Event‐driven data compression & storage
Informational Layer
Multi‐platform information retrieval & 
visualization, data sharing & data 
integration, data fusion & data mining 
(across TV net, mobile net, Internet) 

Human & Social Factors
Social & Regional 
Factors
Future society
Impact of regional, 
cultural, and political 
factors on the system 
design
Impact on life style, 
economics, ecology, and 
future society
Inter‐entity & 
international 
collaboration, such as, 
diverse collaboration 
among companies, 
governments, and 
universities
Future work.

PAPER SUBMISSION: UV2016.submit@universal‐village.org
Authors can submit SHORT PAPERS (within 4 pages) or REGULAR PAPERS (5‐6 pages) in IEEE 
format. Online paper submission is also available. 

UV’ 2016 Call for Papers

New Life Styles Enabled by IT
Develop various IT systems to improve 
the quality of life and to improve 
sustainability
UV transportation, UV healthcare & nursing, UV 
environment & communities, UV energy 
management, UV education, etc.
Security, safety, mobility, privacy protection in 
big data application. UV response systems for 
emergency and accidents
New life styles to reduce waste & pollution

New Energy Sources
Harmless to the ecology during each 
process including production, utilization, 
and disposal

New Materials
Harmless material to environment, 
resolving the problem of garbage disposal

Organic Pesticides to protect ecosystem
Develop natural pesticides and fertilizers 
to remove all chemical contamination 
which destroys the ecology system
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UV2016
Nagoya, Japan

The 3rd International Conference on 

Universal Village (UV2016)

October 6‐8th, 2016
Nagoya, Japan

Humankind

In harmony with nature

through

wise use of technology

PAPER SUBMISSION: 
UV2016.submit@universal‐village.org

PROPOSAL FOR SPECIAL SESSIONS & QUESTIONS:
UV2016.conf@universal‐village.org

CALL FOR PAPERS
Deadline for paper submission:
May. 30. 2016
Notification of paper acceptance:
June. 30. 2016

http:// universal‐village.org /
Fouding Organizer: MIT Universal Village Program
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バイオ・メディカル・エンジニアリング国際会議 

産学連携セミナー開催の件 

 

国立大学法人名古屋大学（総長：松尾清一／まつお せいいち）は、10 月 11 日に、バイオ

・メディカル・エンジニアリング分野で定評のある米国 2 大学、仏 1 大学、および、この分野

において、第一線で活躍される、日本および東海地区の関係者を招き、国際産学連携セミナー

を開催致します。 

超高齢化社会を迎えつつある今日、医療機器開発、ヘルスケア製品の開発は、政府の成長戦

略、東海地区の、所謂「TOKAI VISION」において戦略産業と位置付けられ、今後更なる拡充が

必要と認識されている分野であります。 

バイオ・メディカル・エンジニアリングは、これら産業の発展を支える学問分野として、名

古屋大学においても、今後更なる強化を図ってゆく所存であります。 

かかる状況を踏まえ、この分野における、研究・開発、教育、産学連携で、先進的な取り組

みを行う海外の事例を紹介し、今後の日本および東海地区における、この分野での取組の強化

について議論することを目的に、当該セミナーを企画致しました。 

記 

１ セミナー開催の日時、場所 

  平成 28 年 10 月 11 日（火）13:00   18:00 

  理学部南館 1 階 坂田・平田ホール 

２ セミナーに参加する海外の大学 

  ミネソタ大学、医療機器センター 

  ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ大学チャペル・ヒル校共同 

バイオ・メディカル・エンジニアリング学科 

  ストラスブール大学、I Cube（工学、情報科学、画像処理研究所） 

３ 議事次第 

※別紙（ちらし）をご参照ください。  

 

 

〈協定に関すること〉 

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 

主任 URA 深井 昌克 

TEL：052-747-6476  FAX：052-788-6002

E-mail：fukai.m@aip.nagoya-u.ac.jp 

＜報道対応＞ 

名古屋大学総務部広報渉外課 

TEL：052-789-2699  
FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 

平成 27 年 9 月 28 日 

名古屋教育記者会各社 殿 

56

資料６



バイオ・メディカル・エンジニアリング(BME)国際会議
2016年10月11日～14日（名古屋、横浜）

日本のみならず、世界的に超高齢化社会への対応が重要課題となってお
ります。この超高齢化社会が直面するであろう、様々な課題を克服し、高
齢者が、より健康で快適な生活をおくれる社会を実現する為、バイオ・メ
ディカル・エンジニアリング分野、即ち、医療機器、医療サービス、ヘルスケ
ア製品の分野で、新しい革新的な製品/サービスの開発ニーズが高まって

来ております。このような時代認識の下、バイオ・メディカル・エンジニアリン
グ分野において、産学が連携して新たな研究開発と人材育成に取り組む
仕組み作りが、益々重要になって来ていると考えます。
来たる、本年10月、名古屋大学では、これらの問題をグローバルな視点よ

り集中的に議論し、今後の方向性を打ち出してゆく国際セミナーの開催を
企画することと致しました。

参加予定大学

名古屋大学 （医学研究科、医学系保健学科、工学研究科、情報科学研究科
創薬科学研究科、予防早期医療創成センター、
学術研究・産学官連携推進本部他）

ミネソタ大学 （MDC ：医療機器センター）

ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ・チャペルヒル校
（BME:バイオメディカルエンジニアリング 共同学科）

ストラスブール大学 （ICube: 工学、情報科学、画像処理研究所医療機器部門）
1

International BME Conference 2016
from 11th to 14th  October, 2016 

in  Nagoya and Yokohama
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背景

今日、高齢化が急速に進みつつある、この世界において、医療機器、医療サー
ビス、ヘルスケア製品の革新的な製品/サービスの開発ニーズは益々高まって
きている。

そのような状況の下、革新的な製品/サービスを実現する為の研究・開発面、

および、そのために必要な人材を養成する人材育成面において、大学は、中
心的な役割を担ってゆくことが期待されている。

この時代の要請に応える為、大学は、部局を超えて先端的な技術・ノウハウを統
合し、産業界と連携を図り、グローバルな視点に立って、研究開発と人材育成を進
めてゆく必要がある。

その為には、従来の研究・教育の枠組みを超えた新たな体制と、産業界との連携
を強化する新たな仕組みが必要になると考える。

（１）上記の問題意識の下、今回の会議では、研究開発面、人材育成面、および産
学連携面の、米国や欧州の先端的な取り組み状況を確認し、また、産業界の
大学への要望や不満を認識し、あるべき改革の方向性を議論する。そして、名
古屋大学として、改革の為の具体的な施策の策定へと繋げてゆく。

目的

（２）医療機器、医療サービス、およびライフケア製品の研究・開発面で、参加4大
学間の継続的で緊密なグローバルネットワークを形成し、革新的なイノベーショ
ンで、世界をリードしてゆく、研究開発連携を実現してゆく。

（３）今回の会議を契機に、中部地区の産業界と大学が、密接に情報を交換し、問題
認識を共有し、新たなイノベーションの開発と実装に向けて連携し、東海地区に
おいて医療機器、医療サービス、ライフケア製品分野における産学連携を強化
してゆく。

（４）人材育成面でも、参加4大学の教育ノウハウ、教員、学生の交流を活発化させ、

イノベーションを世界的に実現できる人材を育成してゆく、教育連携を実現して
ゆく。

International BME Conference 2016
from 11th to 14th  October, 2016 

in  Nagoya and Yokohama
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会議の構成と概要

 （2016年10月11日午前）： キックオフ・ミーティング （名古屋）

4大学の教員が参加。今回のカンファレンスの目的を確認し、各大

学の研究開発、人材育成、産学連携の現状や課題について、情報
を共有する。

２．（2016年10月11日午後）： 産学連携セミナー （名古屋）

4大学に加え、東海地区を中心に、医療機器、医療サービス、ヘル

スケア製品に関心のある企業にお集まり頂き、バイオ・メディカル・
エンジニアリングの分野における、各国の産学連携の現状と課題、
今後のあるべき姿について議論する。

 （2016年10月12日～14日）： バイオ・ジャパンへの参加 （横浜）

バイオ関連の展示会としては最大規模のバイオ・ジャパンに参加し、
ブースでのポスター発表とセミナーを実施する。名古屋では限定的
な参加者による突っ込んだ議論をおこなうが、横浜では、より多くの
企業やアカデミアと交流し、幅広い情報交換をおこなう。セミナーで
は、可能であれば、4大学の具体的なシーズを提示し、参加企業と、
より具体的な意見交換をおこなうことを目指す。

４．（2016年10 月14日）：ラップアップ・ミーティング （横浜）

４日間の意見交換と議論を振り返り、今後の方向性を議論し、具体
的なアクションプランを纏める。

International BME Conference 2016
from 11th to 14th  October, 2016 

in  Nagoya and Yokohama
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4

BME国際会議「産学連携セミナー」

International BME Conference 2016
from 11th to 14th  October, 2016 

in  Nagoya and Yokohama

日時：2016年10月11日（水） 13：00 ～ 18：00
会場：名古屋大学東山キャンパス坂田平田ホール

参加団体/企業（一部予定）

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

医学研究科、医学系保健学科、工学研究科、

情報科学研究科、創薬科学研究科

ミネソタ大学 医療機器センター（MDC)   

ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ・チャペルヒル校
バイオメディカルエンジニアリング 共同学科（BME)

ストラスブール大学
（ICube: 工学、情報科学、画像処理研究所医療機器部門）

日本語・英語同時通訳

中部地区を中心に、他の大学や企業、企業団体、医療関係者の方々に
幅広く参加を呼びかける。

想定参加者数：100名～150名

予防早期医療創成センター（PME)
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5

BME国際会議「産学連携セミナー」議事次第（案）

International BME Conference 2016
from 11th to 14th  October, 2016 

in  Nagoya and Yokohama

第１部：研究開発における産学連携

第2部：人材育成における産学連携

① ミネソタ大学

③ 日本の事例紹介

② ストラスブール大学

① ノースカロライナBME

② 名古屋大学

③ 日本の事例紹介

第3部：パネルディスカッション

開会挨拶

閉会挨拶

13:00

17:50

来賓ご挨拶
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6

【米ミネアポリス】クラスターに集う産学が開発を加速

大手医療機器会社「メドトロニック」の本社は、米ミネソタ州の中心都市ミネアポリスの郊外に
ある。3月初旬、広大な敷地は真っ白な雪に覆われていた。
いまから60年ほど前、2人の若者がミネアポリスの街角のガレージで始めた医療機器の修理

会社は、心臓ペースメーカーの製造・販売を礎にグローバルビジネスを展開する巨大企業に
なった。

ここから、数々のベンチャー企業が派生し、外からも企業が移ってきた。ミネアポリス周辺に
ある関連企業は600社。世界最大級の医療機器のクラスター（産業拠点）は世界に向け、人
工心臓弁、人工関節、インスリンポンプや脳深部刺激装置などを送り出している。

クラスターの発展は、ベッド（臨床）とベンチ（研究）の存在抜きには語れないと、メドトロニック
の上席副社長、スティーブン・アスタリーは言う。
「いいアイデアの99％はベッドサイドにある。それをベンチで形にした後、再びベッドサイドに
もっていく。そうして初めて新たな治療が生まれる」

ミネアポリス周辺にはメイヨークリニックやミネソタ大医療センターがある。ベッドサイドのアイ
デアは豊富だ。
年間34万人の患者が訪れるメイヨークリニックは20世紀半ば、人工心肺の実用化に貢献した

ことで知られる。病院の知的財産部門には、いまも臨床現場から治療や医療機器のアイデア
が年間400件も寄せられる。
「その4割以上が実用化される。企業に権利を売る場合もあれば、企業と共同で製品化する

場合もある」。部門責任者のスティーブン・ヴァンナーデンは説明する。企業との連携なしに、
これほどの実用化は期待できないという。

逆に、持ち前の臨床技術で企業の製品開発に協力することもある。教授で心臓病研究責任
者のロバート・シーマーリーは「動物実験や臨床試験に関する我々のノウハウは、企業にとっ
て有用だ」。
産業界と「ベッド」の連携で、すばやくアイデアが形になっている。

一方、「ベンチ」は、ミネアポリスを流れるミシシッピ川の両岸にあるミネソタ大のキャンパス。
1851年創立の州立大学で、6万6000人が学ぶ全米屈指の総合大学だ。

「大学には知的資源があり、技術革新が生まれる。ただ、企業のノウハウなくして実用化はあ
りえない」と副学長のフランク・セラーは言う。「こちらから研究成果を売り込んだり、企業が求
めたり。大学は、さまざまな形で企業と研究室を橋渡しする」

クラスターの将来をになう人材育成でも大学の存在は大きい。技術者の卵を送り出している
のは、医学部と工学部でつくる医用工学研究所（IEM）のメディカル・デバイス・センターだ。
ここで2008年、米国でも珍しい特別研究員制度が始まった。若手研究者4人を募り、1年かけ

て新たな医療機器づくりに取り組んでもらう。設計や製作はもちろん、臨床試験の進め方、食
品医薬品局（FDA）への申請や特許出願のノウハウなどを実践的に身につける。昨年は800
人が応募した。「優秀な人材を送り出して地元の産業を支えることがミネソタ大の使命」とセ
ラー。

人材交流の面で、大学と企業を隔てる垣根は低い。「地元企業に就職した卒業生が、しばら
くすると大学に戻り、学位を取ればまた元の会社に帰っていく。ごく当たり前の風景だ」。IEM
副所長のポール・アイシーオーは説明する。
企業は大学の知恵と人材を活用し、大学は企業から研究資金を得る――。この互恵関係が、
ミネソタ・クラスターのパワーの源ともいえる。

「ミネソタには、さまざまな知恵と人材のネットワークがあるので、アイデアを形にする方法が
すぐにわかる」
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バイオビジネス・アライアンス・オブ・ミネソタ（BBAM）の最高経営責任者、デール・ワールス
トロームはそう語る。BBAMは州政府も出資するNPO法人で、クラスター発展の後押しをして
きた。
資源に限りのある中小企業を、役割分担して支える態勢があるのも強みだ。
研究開発を支援する会社、臨床試験の計画づくりを請け負う会社、FDAへの申請を代行す
る会社、特許や知的財産を管理する弁護士事務所……。医療機器ビジネスに特有な手続き
などを代行する企業が集積する。

「分業体制ができあがっているおかげで、新たなベンチャー企業を立ち上げたり、異業種か
ら参入したりしやすい」とワールストロームは言う。
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メドトロニック社（本社ミネソタ州）

メドトロニック社は１９４９年に、世界で初めて電池式体外型心臓ペースメーカ―を開

発したアール・バッケンによって米国で設立され、特に治療機器分野で優れた開発

実績のあるグローバル企業。世界各国に研究開発、製造、営業等拠点２５０を有し、

３８０００人の従業員数。心疾患をはじめとして、その領域を拡大し、パーキンソン病、

糖尿病、脊髄疾患、脳疾患、慢性的な痛みに及ぶまで多様な疾患領域のための医

療機器の開発を行っている。同社の製品は、世界１２０カ国で慢性疾患患者の治療

に使われている。

セント・ジュード・メディカル社（本社ミネソタ州）

セント・ジュード・メディカル社は、１９７６年に設立。埋め込み型除細動器、ペース

メーカ―、人工心臓弁、脳深部電気刺激治療機器等、心疾患を中心とした循環器系

疾患、神経疾患に注力した製品開発を行っている。従業員は世界中で１４０００人を

超え、２００９年の売上が４６８１億円（＄１＝￥１００換算）２００４年から５年間の売上

高成長率は１５．５％、今後の研究開発費は売上高の１２％を維持するとしている。

ボストン・サイエンティフィック社（本社マサチューセッツ州）

世界に２５０００人を超える従業員を抱え、１７の製造拠点をもつ。年間１０００億円の

研究開発費を投じている。心疾患、消化器系疾患、肺疾患、泌尿器系疾患、疼痛等

を中心にした治療機器開発を得意とする。カテーテル治療を代表とする低侵襲治療

法関連機器、不整脈や心停止に対応する治療機器、イメージングや電気生理学を

利用したカテーテルマッピングといった治療機器等をはじめとする１３０００種以上の

製品を有する。ミネソタ州には３つの拠点をもつ。

アメリカン・メディカル・システムズ社（本社ミネソタ州）

アメリカン・メディカル・システムズ社は１９７２年に設立、勃起障害、前立腺肥大症、

脱出症、その他の骨盤部位の障害に関する多様な治療機器や治療法を提供してい

る。同社の製品の多くは低侵襲的治療であり、２００９年の一年間に世界で約３３．５

万人の患者の治療に使用された。９カ国に１２００人超の従業員を抱える。

ミネソタ所在の主要医療機器メーカー
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リサーチ・トライアングル・パーク（Research Triangle Park、RTP）は、アメリカ合衆

国ノースカロライナ州中央部、リサーチ・トライアングル地域に立地する研究公園。
デューク大学・ノースカロライナ州立大学・ノースカロライナ大学チャペルヒル校が、
その名トライアングル(triangle)の由来である。約28km²の敷地に170社以上を抱
え、42,000人を雇用する。スタンフォード大学を筆頭とするシリコンバレー、MITを
筆頭とするルート128, コーネル大学を筆頭とするシリコンアレーと並び、全米最

大級の研究推進地域である[1]。位置的には、リサーチ・トライアングルの中でもや
や西のほうにあり、ダーラム市やチャペルヒル市、ローリー市を中心地域とする。
敷地の大部分はダーラム郡に属し、一部がウェイク郡にまたがっている。敷地内
には州間高速道路40号線やノースカロライナ州道147号線（ダーラム・フリーウェ

イ）が通っている。公園の管理には非営利団体であるリサーチ・トライアングル財
団があたっている。

リサーチ・トライアングル・パークはデューク大学・ノースカロライナ州立大学・ノー
スカロライナ大学チャペルヒル校、州政府、地方政府および研究開発企業の利害
が一致した形で1959年に設立された。公園が立地している土地は、カール・ロビ

ンスが購入したものであった。現在では、リサーチ・トライアングル・パークは全米
有数のハイテク研究・開発拠点(High‐tech Research institute)である。アラバマ州

ハンツビルのカミングス研究公園やバージニア州リッチモンドのバージニア・バイ
オテクノロジー研究公園[2]と並んで、リサーチ・トライアングル・パークは「東海岸」
を代表する世界的な科学技術のリーダーシップの中心地となっている。
リサーチ・トライアングルにはIBMが約11,000人の従業員を抱える、世界最大級

の業務拠点を置いている。また、英系製薬メジャーのグラクソ・スミスクラインは、
約5,000人の従業員を抱える、同社最大の研究開発センターをリサーチ・トライア
ングル・パークに置いている。

米国ノースカロライナ州：リサーチ・トライアングル・パーク
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明日の医療をめざすアルザス地方

2008年4月3日
アルザス地方の競争力拠点「イノヴァシオン・テラプティク」は、極小侵襲外科手
術、製薬産業、医療機器を得意分野としています。これは世界をめざすクラス
ターで、生命科学・健康関連産業部門の地方開発局「アルザス・ビオヴァレ」が強
力に関与しています。というのも、この2つの組織は最近になって統合されたので
す。目標は2015年をめどに、国内外で健康・生命科学分野を代表する経済部門
になることです。
フランスでは、67の競争力拠点が政府の認定を受けました。各拠点には共同プ

ロジェクトのもとに、企業、教育センター、研究所などが集積しています。アルザ
ス地方の競争力拠点「イノヴァシオン・テラプティク」は、パリやリヨンと並ぶ健康
産業関連の国内3大拠点の1つで、極めて評価の高い専門分野に属しています。

その基盤は、アルザス地方に蓄積された生命科学、物理学、化学、工学など科
学分野全般にわたる専門能力、さらに各分野間に確立された伝統的な相互関係
で、そこに明日の医療が託されています。このイノヴァシオン・テラプティク競争力
拠点は2008年1月1日、生命科学・健康産業部門の地方開発局アルザス・ビオ
ヴァレと統合されました。
「2008年春には、組織の再編成が終わる見通しです。具体的には、現場で活動

する官民のパートナーに、共通戦略方針と統合行動計画を共有させると同時に、
情報を連携し、共有する仕組みを設置します」と、アルザス・ビオヴァレのニコラ・
カルボニ局長は説明しています。今後10年で、企業45社、新会社90社を誘致、
官民パートナーシップを倍増し、医療バイオテクノロジー分野で5,000人の雇用を
生みだすことが目標です。

イノヴァシオン・テラプティク競争力拠点は、その傑出した研究者ネットワークに
よって、まったく新しい医薬品や外科技術を生みだすでしょう。実際、この競争力
拠点で新しい手術法が開発されました。消化器癌研究所（IRCAD）所長で競争力
拠点の理事を務めるジャック・マレソー博士と研究チームが2007年4月、胆嚢を

傷跡を残さずに、すなわち自然腔から摘出する手術を世界で初めて成功させた
のです。このアヌビス手術と命名された世界初の外科手術は、ストラスブール大
学病院で実施されました。マレソー博士による手術がニュースになったのは初め
てではありません。彼は2001年9月、ストラスブールの患者をニューヨークから手

術する世界初の遠隔手術を成功させました。ジャック・マレソー博士は常に大胆
な賭けに挑んでいます。「近い将来、外科医が医療画像で得られた3D復元をもと

に、バーチャル患者の手術を事前に準備できるようになるでしょう。動きを繰り返
して到達した理想の手術をコンピューターに保存するのです。外科にはそれだけ
発達する潜在力があるので、高等教育と関連づけずに考えることはできません」
国際分野においては、IRCADは毎年、世界75カ国から訪れる3,500人を超える外
科医を、さまざまな国籍の専門家600人によるスタッフが迎えています。
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多くのパートナーシップも検討されています。例えば、「アジアIRCADが2008年5
月26日に台湾に、続いて2010年には北京に開設されます。また中南米をカバー
するため、2009年にブエノスアイレスに進出します。さらにドバイにもセンターが
開設される予定です」と、マレソー博士は説明しています。
IRCADは新しい外科技術の教育と並行して、ウェブシュルグ外科専門バーチャ
ル大学を開校しました。世界中からインターネットを通じてアクセス可能で、フラ
ンス語、英語、日本語、スペイン語、中国語で閲覧できます。
フランス東部のアルザス地方には、生命科学・健康関連の専門企業が200社近
く集まり、そこで働く従業員は2万7,000人に上ります。ほかにも、極めて競争力
の高いベンチャー企業をはじめ、サノフィ・アベンティス、ノバルティス、アルカテ
ル、ロシュ、カールストルツ、タイコ ヘルスケア、オクトファーマといった大手の国
内企業や国際企業があります。アルザス地方は、ヨーロッパの科学の中心地と
いう地理的条件も活用しています。バイオ・ヴァレーはフランス、ドイツ、スイスの
3カ国で構成される世界唯一の多国籍「クラスター」で、アルザス地方はその一
角を占めているのです。「われわれには、ヨーロッパや世界でトップクラスの『バ
イオ・クラスター』になるための有利な条件がそろっています」と、ニコラ・カルボ
ニ氏は胸を張ります。
国際規模の活動の相乗効果を上げると同時に、「健康産業クラスター」の世界
情勢において決定的な勢力になるため、イノヴァシオン・テラプティク（アルザス
地方）は、パートナーであるリヨンビオポール（ローヌ=アルプ地方）、カンセール=
ビオ=サンテの（ミディ=ピレネ地方、リムーザン地方）と協定を結びました。この
新しい取り組みは2007年12月、ライフ・サイエンス・コリドー・フランスの誕生につ
ながりました。「ライフ・サイエンス・コリドー・フランスの誕生とともに、われわれ
は3つの優先ターゲットを特定しました。それはカナダ（ケベック）、日本、アメリカ
（ボストンとサンディエゴ）です。中国とインドの2つの地域も開拓中です」と、カル
ボニ氏は語っています。
フランスでは、研究所、教育センター、企業の集合体が、イノベーション戦略の中
核を占めています。これが同時に、地方が世界的な競争に乗り遅れないように
する国土整備政策に、新しい息吹を吹き込んでいます。
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第１回日本・カンボジア学長会議プログラム 

 

主催等 カンボジア王立プノンペン大学・名古屋大学（共催） 

日時 平成２８年１０月２０日（木） ２１日（金） 

場所 カンボジア王立プノンペン大学 

 

開催趣旨 

２０１５年末に ASEAN の経済統合が行われ、ASEAN 内でのヒト・モノ・カネの動きが

自由化され人口６億人を超える単一の経済圏が誕生しました。それにより、諸外国からの

投資が呼び込みやすくなるほか、ASEAN 内での貿易も活発化するとみられています。同

時に、持続可能な発展を支える高度人材の育成がますます重要となっており、インフラ人

材の育成に、日本の大学が果たす役割に大きな期待が高まっています。文部科学省による

「世界展開力強化事業」でも、重点的な支援対象国の一つとしてカンボジアが挙げられて

おり、今後、日本とカンボジアの大学による学術交流がますます進むことが予想されま

す。 

このような背景から、今後の交流を検討している大学は交流の起点とし、既に交流がある

大学においては、交流を深めるため、平成２８年１０月２０日及び２１日にカンボジア日

本人材開発センター（ＣＪＣＣ）にて、カンボジア王立プノンペン大学との共催で「第１

回日本・カンボジア学長会議」を開催するものです。 

 

１０月１９日（水） 

＜夜＞ 

○在カンボジア日本大使館主催懇談会：場所未定 

 文部科学省、東北大学、筑波大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、三重大学、 

京都大学、広島大学、九州大学、長崎大学、慶応義塾大学 

 

１０月２０日（木） 

＜午前＞ 

○カンボジア政府高官への表敬訪問 

文部科学省、東北大学、筑波大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、三重大学、 

京都大学、広島大学、九州大学、長崎大学、慶応義塾大学 

カンボジア王立プノンペン大学、カンボジア国立経営大学、カンボジア工科大学 

 

＜昼＞ 

12:00-13:00 昼食  
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＜午後＞ 

学長会議１日目 

13:00-13:40 オープニングセレモニー 

○主催者挨拶 カンボジア王立プノンペン大学長 Dr. Chet Chealy 

       名古屋大学総長 松尾 清一 

○来賓挨拶  カンボジア教育・青年・スポーツ省 長官 Dr. Yuok Ngoy 

       文部科学省 審議官（高等教育局担当）松尾 泰樹 

       在カンボジア日本大使館 

 

13:40-14:30 基調講演（各２０分） 

○カンボジアの大学の現状と日本の大学への期待（仮）： 

講演者：カンボジア教育・青年・スポーツ省 

○日本とカンボジアの大学交流に関する日本政府の施策（仮）： 

    講演者：文部科学省 

 

14:30-14:45 休憩 

 

14:45-17:00 セッション１ 教育・研究交流  

  テーマ別講演 日本学術振興会バンコク研究連絡センター長 山下邦明 

  事例紹介   東北大学、筑波大学、三重大学、広島大学、慶応義塾大学、上智大学 

         プレックリッアプ農業大学、王立農業大学、王立プノンペン大学 

  パネルディスカッション  

   モデレーター 岐阜大学長 森脇久隆  

          国立経営大学長 ホーペン 

 

＜夜＞ 

18:30-20:30  ウェルカムレセプション  

 

１０月２１日（金） 

学長会議２日目 

＜午前＞ 

8:30-1２:00 セッション２ 大学教員の質の向上  

テーマ別講演 カンボジア教育・青年・スポーツ省高等教育局 

事例紹介   名古屋大学、京都大学、九州大学、長崎大学、早稲田大学 

       国立経営大学、バタンパン大学、保健科学大学 

パネルディスカッション  

   モデレーター 慶應義塾大学常任理事 國領二郎 

          王立プノンペン大学長 チェット チーリー 

＜昼＞ 

12:00-13:15 レセプション  
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＜午後＞ 

13:30-15:00 セッション 3 学生のキャリア支援   

テーマ別講演 在プノンペン日系企業 

事例紹介   岐阜大学、豊橋技術科学大学 

       法律経済大学、スワイリアン大学、王立芸術大学 

パネルディスカッション 

   モデレーター 九州大学理事・副学長 青木玲子 

          カンボジア工科大学長 オーム ロムニー 

 

15:00-15:30  クロージングセレモニー 

  挨拶 三重大学長 駒田 美弘 

 

＜夜＞ 

カンボジア日本留学生同窓会 

@Himawari Hotel(日本側参加者宿泊ホテルで実施) 

 

１０月２2 日（土） 

＜終日＞ エクスカーション アンコールワット 

 

司会進行 名古屋大学理事・副総長 渡辺芳人 

 

 

参加大学 

【日本側】 

東北大学、筑波大学、岐阜大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、三重大学 

京都大学、広島大学、九州大学、長崎大学、慶應義塾大学、上智大学、早稲田大学 

 

【カンボジア側】 

カンボジア王立プノンペン大学、カンボジア国立経営大学、カンボジア工科大学 

プレックリッアプ農業大学、王立農業大学、バタンパン大学、保健科学大学、 

法律経済大学、スワイリアン大学、王立芸術大学 

 

 

来賓・講演者 

 文部科学省 審議官（高等教育局担当）松尾 泰樹 様 

カンボジア教育・青年・スポーツ省 長官 Dr. Yuok Ngoy 様 

日本学術振興会バンコク研究連絡センター長 山下邦明 様 
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日本スウェーデン MIRAI プロジェクト 

コンソーシアム発足に係る会議 

 

 

「日本スウェーデン MIRAI プロジェクト」は、昨年 10 月に在京スウェーデン大使館で開

催された日本スウェーデン学長会議において、本学および大阪大学より、両国のトップクラ

スの大学が参加した同会議をこのままで終わらせるのではなく、例えば、両国の大学が連携

するスキームを構築して、研究者、学生等の学術交流を促進し、ゆくゆくは各大学間の共同

研究等につなげていけないか旨の提案をし、コンセンサスを得たものです。  

 

昨年末から具体的な検討を開始し、現在までに、スウェーデン側 6 大学（チャルマース工

科、リンショーピン、ルンド、ストックホルム、ウメオ、ウプサラ）、日本側 11 大学（北海

道、東北、東京、東京工業、名古屋、京都、大阪、広島、九州、早稲田、上智）が参画を表

明しています。 

 

当該プロジェクトは 2017年から 3年間で、初年度（2017）はスウェーデン側、次年度（2018）

は日本側で実施予定です。内容は、Short PhD Course（大学院生を対象）、Research Seminar

（主に研究者を対象）等複数のアクティビティを予定しています。（ただし、分野・テーマ

や実施方法等詳細については、今後、Scientific Committee（運営委員会）において協議・

決定）  

 

10 月 1 日（土）に当該プロジェクトのコンソーシアム発足に係る会議（キックオフミーテ

ィング及び Scientific Committee）を京都大学において開催する予定です。  

   

 

73

資料８



平成 28 年 9 月 14 日 

各大学のみなさまへ 

日本スウェーデンMIRAI プロジェクト 

事務局 

 

会議開催通知 

日本スウェーデン MIRAI プロジェクト 

コンソーシアム発足にかかる会議 

 

スウェーデン国 6 大学との国際コンソーシアムの発足にあたり、下記において会議を開

催しますので、万障繰り合わせの上、ご参集いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

名称：日本スウェーデン MIRAI プロジェクト コンソーシアム発足にかかる会議 

日程：平成 28 年 10 月 1 日（土）  午前 10 時～午後 5 時 

          レセプション  午後 5 時 30 分～7 時 30 分 

   （補足会合：10 月 2 日（日） 午前 9 時 30 分～11 時） 

場所：京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホール 

主催：日本スウェーデン MIRAI プロジェクト 

事務局：Lund University 名古屋大学 

ペーパレスでの会議を予定しています 

 

●参加校（平成 28 年 9 月 14 日時点のプロジェクト参加確定校のみを記載） 

スウェーデン 

チャルマース工科大学 

リンショーピン大学 

ルンド大学 

ストックホルム大学 

ウメオ大学 

ウプサラ大学 

日本 

北海道大学 

東北大学 

東京大学 

東京工業大学 

名古屋大学 

京都大学 

大阪大学 

広島大学 

九州大学 

早稲田大学 

上智大学 

オブザーバー： 

スウェーデン政府機関関係者 

文部科学省 

日本学術振興会 

以上 

本件連絡先： 
名古屋大学事業推進第二係 
係長 岸篤史 
kishi.atsushi@adm.nagoya-u.ac.jp 
tel: 052-789-2044 
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による

日時： 平成２８年１０月１３日（木）
１回目／１３：３０～１４：３０、 ２回目／１５：００～１６：００

場所： 減災館 １階 減災ホール

定員： 各回５０名

参加申込先： 施設管理部環境安全支援課
052�789�2093(内線2093),052�788�6267(内線6267)
an�eisei@adm.nagoya�u.ac.jp
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名大カレー誕生の経緯１

■2015年6月

　・国際教育交流センターの先生から相談

　　「食事に困っている留学生が増えている」

　　「学内で食事できる環境を整備して欲しい」

■2015年12月

　・ハラールフードの移動販売車を実施

2ヶ月間の期間限定
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名大カレー誕生の経緯２

■2016年1月~3月

　・ハラール推奨メニューの検討、試食会

　・ベジタリアン食の検討、試食会

　・ベジタリアンカレーの検討、試食会

■関わっていただいた方

　・留学生（ムスリム、ベジタリアン）

　・名大カレーサークルの大学院生

　・名大の教職員、生協理事の学生院生教職員
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名大カレー誕生の経緯3

■食堂で利用、購買で購入

　・学内で食事できるように・→食堂での提供

　・帰宅してすぐに食べられるもの・→レトルト食品

　・ルーも箱も名古屋大学オリジナル

■コンセプト

　・ベジタリアン留学生に食べていただけるカレー

　・名大にふさわしいカレー（留学生、健康的）

　・名大に貢献できるカレー（名大基金に寄附）
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名大カレーの特徴

■完全ベジタリアン　ビーガン対応

　・動物性食材、油脂はいっさい不使用

　・ハラール推奨（正式な認証ではない）

■販売価格等

　・10月15日(土)ホームカミングデーで販売

　・購買にて・1箱480円(税込)・

　・食堂にて・1食480円(税込)
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

3日(月)、
17日(月)

役員会

18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)

5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)

12日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学
研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

19日(水)
教授会(文学研究科・文学部、医学系研究科、工学部・工学研究科、国際開発研究
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)
研究科委員会(医学系研究科)

20日(木) 教授会(創薬科学研究科)

21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)

26日(水)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、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10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

6月10日(金)～
9月30日(金)
(日・祝日休館)

10月20日(木)
～
1月31日(火)
(日・祝日、12月
28日～1月4
日、7日休館)

6月16日(木)～
1月28日(土)

平成28年度防災人材育成研修
防災・減災カレッジ

場所：減災館2階災害対策本部室、環境総合館レクチャーホール
時間：9：30～17：00
テーマ：「地域協働による『ひと・まち・みらい』の創造」
講演者：鷺谷　威(減災連携研究センター教授)、都築充雄(同寄附
研究部門准教授)他
内容：防災基礎研修
定員：60名
対象：一般(事前申込者)
参加費：防災基礎研修1日＋各コース2日間で3,000円、他

減災連携研究センター
052-789-3468

8月8日(月)～
10月21日(金)
(土・日・祝日休
館(10月15日臨
時開館))

博物館スポット展示
「ユーフラテスの春－名古屋大学
の調査隊が出会ったシリアの
人々と自然、文化」

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

［関連特別講演会］(10/7)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「名古屋大学によるシリア、ユーフラテス河流域の調査」
講演者：門脇誠二(博物館講師)
講演題目：「シリアの印象－ユーフラテスの自然と街、人々」
講演者：星野光雄(本学名誉教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月30日(火)～
10月27日(木)
(期間内の火・
木曜日)

平成28年度名古屋大学公開講座

場所：ES総合館1階ESホール、IB電子情報館1階IB015講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「個と集団－ネットワークの様々な様相」
定員：200名
対象：一般(満18歳以上)
参加費：9,460円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-747-6584

9月13日(火)～
10月29日(土)
(日・月曜日休
館)

第33回博物館企画展
全学同窓会台湾支部5周年記念
「台湾 朱振南 書画の世界－書に
よる日台交流と後藤新平の再評
価」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00(10月15日は17時まで開館)
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：「書家小野道風が遺したもの」(9/29)
講演者：安達柏亭氏(中日書道会一科審査会員)
講演題目：「書に親しむ」(10/11)
講演者：足立雲峰氏(書源社会員)
講演題目：「硯の地球科学」(10/25)
講演者：足立　守(PhD登龍門推進室特任教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

附属図書館医学部分館
052-744-2505

附属図書館医学部分館ミニ展示

「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
［関連特別講演会］(9/30)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：15：00～16：30
講演題目：「第二次世界大戦中の赤十字と名古屋大学」
講演者：大川四郎氏(愛知大学教授)

「看護の力－医学部資料室所蔵資料に見る看護のあゆみ－」
(10/20～1/31)
内容：医学部史料室(附属図書館医学部分館4階)に所蔵する史料
の中から、看護のあゆみに関連する図書、写真などを展示公開す
る

場所：附属図書館医学部分館2階入口ホール
時間：9：00～17：00(平日)(1/5、6は9：00～17：00)、13：00～17：
00(土曜日)
入場料：無料
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9月24日(土)～
11月3日(木)

あいちサイエンスフェスティバル
2016

場所：愛知県全域および岐阜・三重県の一部(大学や科学館の各
会場)
内容：サイエンスやものづくりを楽しむイベントを各種開催
対象：小学生以上、一般

［サイエンストーク］
場所：名古屋市中区栄、昭和区
時間：18：30～20：00(一部変更あり)
内容：市民と専門家との対話イベント
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
主任リサーチ・アドミニストレーター
成　玖美
052-747-6527

9月28日(水)～
10月22日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日休
館)

減災館第18回特別企画展
「大地震発生－その時地盤に何
が－」

場所：減災館1階
時間：13：00～16：00
内容：過去地震における様々な地盤災害を紹介しながら被害の特
徴・発生メカニズムを解説し、私たちの生活に与える影響について
考るとともに、最新の対策技術や土の強度を求める土質試験も紹
介
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

9月28日(水)、
29日(金)

名古屋大学スーパーグローバル
大学創生事業FDセミナー

場所：文系総合館７階カンファレンスホール、5階アクティブラーニン
グスタジオ
時間：9：15～16：15
講演題目：「英語で教える：入門編－英語による授業のための教授
法－」
講演者：ルパート・ヘリントン氏(リーズ大学言語センター上級講師)
内容：英語で授業をする際に活用できる効果的な教授法を紹介す
る(使用言語は英語)
対象：英語による授業に関心を持つ教職員

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

9月28日(水)～
10月1日(土)

雪氷研究大会(2016・名古屋)

場所：豊田講堂、野依記念学術交流館
時間：8：30～18：30
内容：地球温暖化に伴う環境変動から、自然災害、工学に至るま
で、雪氷学に関わる広範な研究発表と情報交換、議論を行う
定員：なし
対象：中学生、高校生、学部学生、学会員
参加費：無料(中学生、高校生、学部学生)、5,000円(学会員)

雪氷研究大会公開講演会

場所：シンポジオンホール
時間：10：00～15：45
講演題目：「中谷宇吉郎は『雪は天から送られた手紙』だけなの
か？－中谷宇吉郎、雪氷災害研究に果たした知られざる役割－」
講演者：若濱五郎氏(北海道大学名誉教授)、菊地勝弘氏(同名誉
教授)、竹内政夫氏(NPO雪氷ネットワーク理事)、武田一夫氏(帯広
畜産大学教授)、神田健三氏(元中谷宇吉郎雪の科学館館長)
講演題目：「極地から地球がみえる」
講演者：中山由美氏(朝日新聞社記者)
講演題目：「グリーンランド氷床－北極最大の氷のかたまりに何が
起きているか－」
講演者：杉山　慎氏(北海道大学准教授)
講演題目：「極地で起きている変化－南極の雪と氷の世界で何が
おきているのか－」
講演者：榎本浩之氏(国立極地研究所教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

雪氷楽会 in 名古屋／
子どもと雪氷を楽しむ会

場所：豊田講堂1階ホワイエ、2階アトリウム
時間：8：30～18：30
定員：なし
対象：小学生
参加費：無料

「雪氷楽会 in 名古屋－名古屋に極地がやってくる！－」
内容：科学実験や展示、南極昭和基地との交信を通じて極地の自
然や極地からわかる地球環境の変化を楽しく学ぶ
「子どもと雪氷を楽しむ会」
内容：雪と氷の科学的性質を体験によって学び、子どもたちの科学
に対する探究心を養う

環境学研究科
052-789-3481

10月2日(日)
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9月30日(金)
農学国際教育協力研究センター
2016年度第4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：「越境する米作り－ビジネス、生態系、技術と持続可能
性－」
講演者：鴨下顕彦氏(東京大学准教授)
内容：米作りをテーマに最近の新しい動向について、米ビジネス、
稲生態系、研究技術開発という視点から内外の事例を含めながら
紹介し今後の持続可能な稲作について考察する
定員：60名
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

10月1日(土)、
10月15日(土)、
10月29日(土)、
11月5日(土)

連携博物館講座「大学博物館が
語る、地球と人類のヒストリー」

場所：南山大学R棟3階R31教室(名古屋市昭和区)(10/1、10/29)、
博物館3階講義室(10/15、11/5)
時間：13：30～15：00
講演題目：「名古屋大学博物館が目指す自然史科学とは？－
フィールド調査からわかること」(10/1)
講演者：大路樹生(博物館教授)
講演題目：「未知なる世界への好奇心－博物学、人類学、考古学、
そして博物館」(10/15)
講演者：黒澤　浩氏(南山大学教授)
講演題目：「石の道具が語る人類の進化－日本でここだけ！原人、
旧人、新人の道具を見比べよう」(10/29)
講演者：門脇誠二(博物館講師)
講演題目：「オセアニア、海を渡った人々－人類大移動の軌跡に迫
る」(11/5)
講演者：如法寺慶大氏(南山大学人類学博物館学芸員)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月1日(土)

地域貢献事業「都市近郊の農業
教育公園」
農業ふれあい教室 「親子農業体
験－サツマイモとラッカセイの収
穫」

場所：東郷フィールド(附属農場)(愛知郡東郷町)
時間：10：00～12：00
内容：東郷フィールドの紹介、サツマイモ・ラッカセイ掘りとでき方の
観察、サツマイモの試食
対象：小学生とその保護者
定員：15家族
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

10月1日(土) 大学教務実践研究会セミナー

場所：全学教育棟4階SIS3講義室
時間：10：30～12：20(教務事務の基礎編)、13：30～15：20(教職事
務の基礎編)
講演題目：「教務系職員初任者向け講習会」
講演者：村瀬隆彦氏(愛知みずほ大学・短期大学部事務局長)、小
野勝士氏(龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部)、宮林常崇
氏(首都大学東京教務課教務係長)
内容：担当業務を円滑に遂行するために求められる知識を身につ
けるとともに、今後の制度改正に対して自ら学ぶために必要なスキ
ルを身につけることを目指す
対象：教務事務経験0～3年まで(教務事務)、教職事務経験0～5年
まで(教職事務)

高等教育システム開発部門
助教　齋藤芳子
052-789-5384

10月5日(水) 秋季入学式
場所：豊田講堂
時間：10：30～

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

10月5日(水)

名古屋大学ジョイント・ディグリー・
プログラム　キックオフ・シンポジ
ウム(名古屋大学－エディンバラ
大学)
Nagoya University Joint Degree
Program Kick-off Symposium
(Nagoya University-The
University of Edinburgh)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：15～15：25
内容：講演、名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻の各
研究分野について説明、学生スピーチ、質疑応答、他

理学部・理学研究科・
多元数理科学研究科事務部
052-789-5756
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10月6日(木)、
10月13日(木)、
10月20日(木)、
10月27日(木)

国際開発研究科2016年度公開講
座「人々の『幸福』を目指した開
発：ブータンの事例を中心に」

場所：国際開発研究科8階オーデトリアム
時間：18：30～20：00
講演題目：「政策としての幸福：ブータンの事例から」(10/6)
講演者：上田晶子(国際開発研究科准教授)
講演題目：「幸福大国ブータン：日本がそこから学べるものは？」
(10/13)
講演者：今枝由郎氏(京都大学こころの未来研究センター特任教
授)
講演題目：「幸福度を測る」(10/20)
講演者：藤川清史(国際開発研究科教授)
講演題目：「関係性を軸に生きると？」(10/27)
講演者：上田晶子(国際開発研究科准教授)
定員：80名
対象：高校生、大学生、研究者、教員、NGO/NPOスタッフ、一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

10月6日(木)～
8日(土)

第3回ユニバーサルビレッジ国際
会議2016／2016 3rd
International Conference on
Universal Village (UV2016)

場所：豊田講堂
時間：9：00～18：00
内容：講演、セッション、名古屋COIセッション、メイヤーズフォーラ
ム、スチューデントフォーラム、他(予定)

学術研究・産学官連携推進本部
リサーチ・アドミニストレーター
跡部悠未
052-747-6056

10月8日(土)～
3月11日(土)
(期間中の土曜
日　全8回)

平成28年度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

10月8日(土)
梶田隆章先生講演会＆宇宙論を
楽しもうDay

場所：豊田講堂
時間：10：00～15：00
講演題目：「ニュートリノと重力波」
講演者：梶田隆章氏(東京大学教授)
内容：講演(岐阜県飛騨市神岡の地下で行われてきた研究の紹
介、ニュートリノの質量の発見に至る研究や科学的意義、現在建設
中の大型低温重力波望遠鏡KAGRAと重力波天文学の展望につい
て)、本学の宇宙・素粒子研究の展示と講演
定員：600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
リサーチ・アドミニストレーター
戸次真一郎
052-747-6791

10月8日(土)、
10月22日(土)、
11月12日(土)、
11月26日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

10月8日(土)、
11月12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

10月9日(日)
教育学部附属中学校
平成29年度入学者向け中学校説
明会

場所：豊田講堂
時間：10：00～(第1部)、14：00～(第2部)
内容：教育方針･特色･学校生活等説明、質疑応答、他
対象：小学6年生とその保護者(小学5年生以下も参加可能)

教育学部附属中学校
副校長　原　順子
052-789-2680

10月11日(火)
～
22日(土)
(日・月・祝日休
館)

2008ノーベル賞展示室 ニュートン
著「プリンキピア」第2版(1713年出
版)ホームカミングデイ特別展示

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

理学部・理学研究科事務部
052-747-6577

10月11日(火)
BME国際会議「バイオメディカル
エンジニアリング産学連携セミ
ナー」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：9：00～18：00
内容：講演、パネルディスカッション(日本語・英語同時通訳)
定員：300名
対象：医療機器開発に関心のある方
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6490

10月13日(木) 医学部解剖弔慰祭
場所：覚王山日泰寺
時間：13：30～14：30

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981
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10月15日(土)
～
11月8日(火)

附属図書館2016年秋季特別展
(高木家文書展)「旗本高木家の幕
末」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：所蔵する「高木家文書」のなかから幕末期の資料を紹介し古
文書の魅力を紹介する
対象：一般
入場料：無料

附属図書館研究開発室
052-789-3697

10月15日(土)
第12回名古屋大学ホ－ムカミング
デイ「環境と経済が共存する持続
可能社会の実現に向けて」

場所：東山キャンパス
時間：10：00～
内容：名古屋大学の集い、学術講演、名古屋フィルハーモニー交響
楽団コンサート、名古屋グランパススクールコーチによる親子ふれ
あいサッカ－教室、あかりんご隊科学実験、施設公開・見学ツ
アー、他
参加費：無料

［学術講演］
講演題目：「アジアへ日本公害史の教訓を－公害は終わらない－」
講演者：宮本憲一氏(大阪市立大学名誉教授・滋賀大学名誉教授)

総務部広報渉外課
052-747-6558

10月15日(土)、
10月22日(土)、
10月29日(土)

多元数理科学研究科
2016年度数学公開講座

場所：多元数理科学棟5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
講演題目：「組合せ最適化」
講演者：柳浦睦憲(情報科学研究科教授)
講演題目：「0の0乗のはなし」
講演者：松尾信一郎(多元数理科学研究科准教授)
講演題目：「級数と微分方程式」
講演者：岩木耕平(多元数理科学研究科助教)
内容：世界の第一線で活躍する研究者が平明な言葉で数理科学に
ついて語る
定員：100名
対象：数学とその応用に興味を持つ高校生、高校教員および一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
052-789-5563

10月15日(土)、
11月19日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

10月17日(月)
第65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：「熊本地震から半年、地盤災害を考える」
講演者：野田利弘(減災連携研究センター教授)
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

10月18日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第38回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「『武功夜話』を読む－戦国軍記としての家伝記－」
講演者：松浦由起氏(豊田工業高等専門学校教授)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666

10月19日(水)、
10月28日(金)

第124回、第125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：「震災復興と経済」(10/19)
講演者：豊田利久氏(神戸大学名誉教授)
講演題目：「巨大地震への備えとしての免震構造」(10/28)
講演者：菊地　優氏(北海道大学教授)
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

10月20日(木)

連携型博士研究人材総合育成シ
ステムシンポジウム2016－大学
院生・ポスドク・若手研究者のた
めのキャリアパスシンポジウム－

場所：野依記念学術交流館
時間：9：00～18：00
内容：概要説明、パラレルセッション、講演、パネル討論、他
対象：学生、一般

研究協力部研究支援課
052-789-4478
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10月22日(土)、
23日(日)

第51回地球教室－フィールドセミ
ナー－「愛知県の石 ピッチストー
ンってどんな石？」

場所：博物館(10/22)、鳳来寺山(愛知県新城市)(10/23)
時間：13：30～16：30(10/22)、9：00～16：30(10/23)
内容：「愛知県の石」である松脂岩(しょうしがん 英語でピッチストー
ン)と呼ばれる岩石について学習し、その主要産地の鳳来寺山に出
かける
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：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月29日(土) 第11回名大病院市民公開講座

場所：中電ホール(名古屋市東区)
時間：13：00～15：15
講演題目：「がん治療を知ろう！－抗がん剤治療を受けながら生き
るとは－」
講演者：安藤雄一(医学部附属病院教授)
講演題目：「突然、がんと言われたら…－知っておきたい！心のう
ごき－」
講演者：足立康則(医学部附属病院助教)
講演題目：「治験ってなあに？－より良い医療をつくりだすために
－」
講演者：八坂景子(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター薬剤師)
定員：400名
参加費：無料

医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
052-744-1956

10月29日(土) 2016年度第2回農場講演会

場所：東郷フィールド(附属農場)農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「未来の接ぎ木を考える」
講演者：野田口　理孝(理学研究科特任助教)
内容：接木の可能性を再考し未来の農業へどんな貢献ができるか
一緒に考える
対象：一般
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

10月29日(土)
教育学部附属高等学校
第2回オープンキャンパス

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：教育方針･特色･学校生活等説明、体験授業、質疑応答、他
対象：中学3年生

教育学部附属高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

10月30日(日)、
11月5日(土)、
12月17日(土)

都市の木質化連続講座「森と街を
元気に，木で豊かなくらしをつくる
WOODistの育成」

定員：30名
対象：大学生以上、一般
参加費：無料

［第2回］
場所：豊田森林組合、周辺の森林(豊田市足助町)
時間：10：00～17：00
講演題目：「森のいま－Our Forest－」

［第3回］
場所：株式会社東海木材相互市場大口市場(丹羽郡大口町)
時間：13：00～17：00
講演題目：「木の文化と可能性－Timber Culture－」

［第4回］
場所：農学部講義棟3階第1講義室
時間：10：30～17：00
講演題目：「「これからの森づくり－Woodist makes Woodism－」

生命農学研究科
生物材料工学研究室
052-789-4147

10月30日(日)

東海がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン平成28年度市民
公開講座「がんと共に自分らしく
生きる」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～16：00
講演題目：「最新の抗がん剤治療－効果と副作用を知る－」
講演者：前田　修(医学系研究科特任講師)
講演題目：「自分らしく生きるために－アピアランスケアの紹介－」
講演者：花木佳子氏(名古屋医療センター相談支援センター看護
師)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

10月30日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第18回文学部

場所：河合塾名古屋校(名古屋市中村区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「ヘレニズム文明を発掘する」
講演者：周藤芳幸(文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究セ
ンター教授)
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

学術研究・産学官連携推進本部
リサーチ・アドミニストレーター
戸次真一郎
052-747-6791
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10月31日(月)
～
1月27日(金)
(土・日・祝日、
12月29日～1月
3日休館)

博物館野外観察園サテライト展示
「野外観察園ポスタ－展」

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

11月12日(土)
植物大解剖！
最先端植物研究体験

場所：理学部南館1階セミナー室
時間：13：00～17：00
内容：植物の構造、応答、成分や動態の観察、理学部で行われて
いる最先端の植物研究を紹介
定員：30名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
教授　木下俊則
052-789-4778

11月19日(土)
第18回まちとすまいの集い
「しなやかな人・建築・都市」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：20～16：30
講演題目：「持続可能な緑地管理とそのマンパワーを考える。-景
域管理作業量を測る」
講演者：清水裕之(環境学研究科教授)
講演題目：「しなやかに暮らす」
講演者：久野　覚(環境学研究科教授)
講演題目：「建築技術としなやかな回復」
講演者：長江拓也(減災連携研究センター准教授)
内容：植物の構造、応答、成分や動態の観察、理学部で行われて
いる最先端の植物研究を紹介
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科建築学教室
052-789-5233

11月21日(月)
第25回次世代自動車公開シンポ
ジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：30～17：30
対象：一般
参加費：無料

未来社会創造機構
052-747-6868

11月23日(水)

博士課程教育リーディングプログ
ラム合同シンポジウム「名古屋大
学における大学院教育の将来像
－博士課程教育リーディングプロ
グラムの教訓を生かして－」

場所：ES総合館1階ESホール、環境総合館
時間：9：00～17：45
対象：学生、一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
jointsympo2016@leading.nagoya-
u.ac.jp

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

11月28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2016
「新たな時代を生きる学生の対応
をめぐって」

場所：国際開発研究科8階オーデトリアム
時間：13：00～17：00
講演題目：「人見知りする現代の大学生(仮題)」
講演者：田村公江氏(龍谷大学教授)
内容：各教育機関での学生を対象としたメンタルヘルス対策向上の
ために講演、パネルディスカッション、意見交換を行う
定員：80名
対象：愛知県内の教育機関の学生支援従事者
参加費：無料(懇親会は2,500円)

総合保健体育科学センター
准教授　古橋忠晃
052-789-5778

12月9日(金) 平成28年度全学同窓会講演会

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：「科学技術の課題と展望」
講演者：濵口道成氏(前本学総長)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

全学同窓会事務局
052-783-1920

12月23日(金)

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：24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
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1月19日(木)
さくらサイエンスハイスクールプロ
グラム 第7グループの受入

場所：東山キャンパス、教育学部附属高校
内容：JST主催・「日本・アジア青少年サイエンス交流事業・さくらサ
イエンスプラン」。アジアの優秀な高校生を短期で招聘し、ノーベル
賞受賞者である益川先生の講演に参加するとともに、附属高校の
学生との交流、日本文化体験等を行う
高校生120名(中国、パキスタン)、引率者24名

教育推進部事業推進課
052-747-6549
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平成２８年９月１６日 

 

 

  名古屋教育記者会加盟 

    報道機関担当記者 各位 

 

 

                                                 名古屋大学教育推進部 

 

 

       平成２８年度名古屋大学秋季卒業式及び平成２８年度 

       名古屋大学秋季入学式の挙行について(通知) 

 

  このことについて，下記のとおり挙行しますので，お知らせします。 

 

記 

 

  ○平成２８年度名古屋大学秋季卒業式 

    １．日 時  平成２８年９月２７日（火） 午前１０時３０分から 

    ２．場 所  名古屋大学豊田講堂 

 

  ○平成２８年度名古屋大学秋季入学式 

    １．日 時  平成２８年１０月５日（水） 午前１０時３０分から 

    ２．場 所  名古屋大学豊田講堂 

 

※ 両日とも，当日の午前１０時００分より会場入口において受付をいたします。 

   資料は，当日受付で配付いたします。 

※ 原則として，自由に取材していただきます。 

  ただし，式場内においては，壇上での取材及び参列者をさえぎるような形での取材は，

  ご遠慮願います。 

 

◇本件問合せ先 

    教育推進部基盤運営課 担当：鳥居 TEL（052）789－2159（ダイヤルイン） 
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Nagoya University Graduation Ceremony 
Fall 2016 

平成 28 年度 名古屋大学秋季卒業式式次第 
 

                             Program 
 

◇ Musical Performance 
奏       楽 

 

◇ Opening Address 
開 式 の 辞 

 
◇ Conferment of Diplomas 

学 位 記 授 与 
 

◇ Address by the President of Nagoya University 
総 長 の 辞 

 

◇ Address by the Valedictorians 
卒業生・修了生総代の辞 

 
◇ Songs of Farewell 

送 別 の 歌 
 

◇ Closing Address 
閉 式 の 辞 

 

◇ Musical Performance 
奏       楽 

 
 
 

September 27, 2016 (Tue) 10:30 ～ 
TOYODA AUDITORIUM 
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学部 博士課程（前期課程） 博士課程（後期課程） 専門職学位課程

（医学系研究科(医)は修士課程） （医学系研究科（医）は医学博士課程）

文学部・文学研究科 0 0 1

教育学部・教育発達科学研究科 1 0 1

法学部・法学研究科 11 29 0 1

経済学部・経済学研究科 7 2 1

情報文化学部 0

理学部・理学研究科 11 1 0

医学部・医学系研究科（医） 0 13 10

医学部・医学系研究科（保） 1 1 1

工学部・工学研究科 13 0 8

農学部・生命農学研究科 6 0 2

国際開発研究科 4 1

多元数理科学研究科 0 1

国際言語文化研究科 4 0

環境学研究科 11 3

情報科学研究科 0 1

創薬科学研究科 0

合　　　　　計 50 65 30 1

平成２７年度　秋季卒業者及び修了者数
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Nagoya University Entrance Ceremony 
Fall 2016 

平成 2８年度 名古屋大学秋季入学式式次第 

 

 

                             Program 
 

◇ Musical Performance 

奏     楽 
 

◇ Opening Address 

開 式 の 辞 
 

◇ Address by the President of Nagoya University 

総 長 の 辞 
     

◇ Introduction of Trustees and Deans 

役職員等の紹介 
 

◇ Oath by a Representative of New Students 

入学生総代宣誓 
    

◇ Closing Address 

閉 式 の 辞 
 

◇ Musical Performance 

奏     楽 
 

 

 

October 5, 2016 (Wed) 10:30 ～ 
TOYODA AUDITORIUM 
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平成28年度入講式スケジュール
ウェルビーイングinアジア実現のための女性リーダー育成プログラム

日時：平成28年10月3日（月）9時30分〜10時30分

場所：野依記念学術交流館１階

時間 進行 進行：家田菜穂子

9:10- 受付開始

09:30-09:35 開会の辞

09:35-09:40 総長挨拶 松尾清一

09:40-09:45 プログラム責任者挨拶 髙橋雅英

09:45-10:05
プログラムコーディネータ挨拶

入講証授与
束村博子

10:05-10:10 履修生挨拶 小池千晶、AL-SHOAIBI AbubakrAhmedAbdullah

10:10-10:15 歓迎の言葉 中野まみ、芝崎有紀

10:15-10:20 閉会の辞

10:20-10:30 記念撮影
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EnrollmentCeremony2016
Women LeadersProgramtoPromoteWell-being in Asia

Date & time: 9:30-10:30, Monday, October3rd, 2016
Venue: 1st Floor, Noyori Conference Hall

Time Content Moderator: Dr. Nahoko Ieda

9:10- Registration Open

09:30-09:35 Opening

09:35-09:40 President’sSpeech
Dr. Seiichi Matsuo

President, Nagoya University

09:40-09:45 ProgramManager’sSpeech
Dr. MasahideTakahashi

Dean, GraduateSchool ofMedicine

09:45-10:05
ProgramCoordinator’sSpeech
ConfermentofEnrollmentCertificate

Dr. HirokoTsukamura
ViceTrustee (GenderEquality)
Director, GenderEqualityOffice
Professor, GraduateSchool ofBioagricultural
Sciences

10:05-10:10 Greetings fromNewStudents
Ms. Chiaki Koike
Mr. AbubakrAhmed Abdullah Al-shoaibi

10:10-10:15 Messages fromtheSeniorStudents
Ms. Mami Nakano
Ms. Yuki Shibazaki

10:15-10:20 Closing

10:20-10:30 Photo
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　ウェルビーイング第１/２/３期履修生52名の
平成28年9月21日現在

部　局 人　数
農学 11
GSID 15
保健学 11
教育 10
医学 5

国　籍 人　数
日本 29
留学生 23
中国 10
カンボジア 2
スリランカ 2
フィリピン 1
インドネシア 1
パキスタン 1
ジャマイカ 1
アメリカ/香港 1
カナダ 1
イエメン 1
ジンバブエ 1
ナイジェリア 1

男女別 人　数
男性 9
女性 43

部局別人数

農学 GSID 保健学 教育 医学

外国人学生数等

日本 留学生

男女比

男性 女性
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内訳



 

PhD プロフェッショナル登龍門第四期生入校式  

 

 

日  時：１０月４日（火）1１：00～1２：00 （終了後 1２：00～1３：00 レセプション） 

会  場：野依記念学術交流館 １F（レセプションは入口横カフェブース） 

 

 

●入校式プログラム                         

                                  司会進行 藤巻教授 

1. 開会の辞 

  プログラムコーディネーター 杉山 直（英語） 

 

2 分

 

2. プログラム責任者挨拶 

  プログラム責任者 前島 正義（日本語） 

 

５分

3. 四期生紹介 ※司会者が名前を読み上げ、履修生は立って一礼 ５分

４. 来賓紹介  ３分

５. 来賓祝辞 

  公益財団法人フォーリンプレスセンター理事長 赤阪 清隆 様（英語） 

  中部電力株式会社 顧問 川口 文夫 様（日本語） 

  東海メディカルプロダクツ会長 筒井 宣政 様（日本語） 

 

１５分

６. 四期生代表挨拶 

  （日本人代表）：今井 幸司（英語） 

  （留学生代表）：胡 安琪（フウ アンチイ）（日本語） 

２０分

７. 総長挨拶 

  総長 松尾 清一（日本語） 

 

５分

８. 記念撮影 ５分

                                      

●レセプション 

                                  司会進行 藤巻教授 

１.乾杯の辞（松尾総長） 

 

２.ご歓談 

 

３.閉会の辞（前島副総長） 
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