
 
 

 

                        平成２８年１０月２８日（金） 

平成２８年度 第６回 教育記者会懇談会  

 世界屈指の大学を目指す取り組み 

「ＮＵ ＭＩＲＡＩ２０２０」について 

１ 名古屋大学モンゴル国立教育大学 子ども発達共同支援センター開所式報告について 

                    【資料１】・・・１ページ  

 

２ 名古屋大学・「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・ＰｗＣ japan ＨｅFｏｒSｈｅセミナー「ダイバーシティと女性のリーダーシッ

プの促進」について             【資料２】・・・２４ページ  

 

３ 日本・カンボジア学長会議報告について 【資料３】・・・２６ページ  

Ⅱ 輝け！ 名大生 

４ あかりんご隊結成 10 年。活動実績とデータで見る名大リケジョの進路について 

【資料４】・・・３１ページ  

Ⅲ ハイライト                

５ 都市の木質化プロジェクト＋南部生協（パンだが屋新規オープン）について 

【資料５】・・・４４ページ  

６ 第 5回人間生活環境系国際会議について 【資料６】・・・５２ページ   

７  環境安全衛生管理室創立 40 周年記念講演会について 

【資料７】・・・６０ページ  

８ 名古屋大学「留学生のためのキャリア支援事業」へ大垣共立銀行がサポートを実施

について                 【資料８】・・・６２ページ  

Ⅳ その他・行事 

９ 今後の行事予定について                【資料９】・・・６４ページ  

 



名古屋大学モンゴル国立教育大学
子ども発達共同支援センター

設置につきまして
2016年10月28日

心の発達支援研究実践センター

センター長 金井篤子
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資料１



センター設置の背景

モンゴル国では、歴史的、経済的事情により、特別支援教育や子どもの発達を
支援するシステムの整備が遅れ、教育、心理、医療などの各分野で、発達障害
や子どもの心の発達に関する知識やツール、人材等が不十分な状況にある。こ
れに対し、近年、家庭や学校の現場から特別支援教育や発達障害児者への支
援を求める声が高まってきている。

こういった状況に対応するため、名古屋大学心の発達支援研究実践センター
および教育発達科学研究科とモンゴル国立教育大学は、2013年よりモンゴル国
の発達障害児への支援に関する共同研究を行ってきた。本年3月には、これら

の共同研究を具体化するため、発達障害児の実態調査、モンゴル版知能検査
の開発、専門家への技量向上のための研修会の開催などの共同研究費に関す
る覚書を交わした。

このたび、この一環として、名古屋大学とモンゴル国立教育大学は、モンゴル
国立教育大学内に子どもの発達に関する相談と研究および支援人材の育成を
行うセンター「名古屋大学モンゴル国立教育大学子ども発達共同支援センター」
を設置した。本センターは、モンゴル国における発達障害児支援および特別支
援教育進展に関する研究・実践拠点として重要な役割を果たし、さらに両大学、
ひいては両国間の利益に寄与するものと考える。
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センターの事業内容
センターは、主に「相談事業」「研究事業」を行う。加えて、「人材育成」「地域支援」

の役割を果たす。

(ア) 相談事業

実際に子どもの発達に関する相談を行い、こうした活動を通じて、モンゴル国に

おける心理・発達臨床のモデルとしての役割を果たす

(イ) 研究事業

子どもの発達・心理に関する研究拠点として、子どもの発達に関するアセスメン

トツールの開発、相談業務を通じた臨床実践の分析を基にした臨床研究、子ど

もの心理・発達に関する国際比較調査研究などを行う。

(ウ) 人材育成

モンゴル国立教育大学の教育機能と連携して、臨床心理学、特別支援教育の

専門家を育成する。

(エ) 地域支援

モンゴル国の子どもの心理・発達を支援のための情報を発信し、社会の理解を

促進する中核的なセンターとしての役割を果たす。
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センター関連スケジュール
日 程 内 容 開催場所

2016年 9月29日
（木）

開所式（式典、記者会見、TVインタビュー、
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ等）

於モンゴル国立教育
大学

2016年11月3日
（木）、4日（金）

特別支援教員対象研修会（150人）

発達障害の概念およびモンゴル国実態調査
の結果報告

於モンゴル国立教育
大学

2016年11月5日
（土）～11日（金）

野邑健司特任教授モンゴル滞在
センターで相談受付開始

於モンゴル国立教育
大学

2017年1月 オドゲレル先生、ほか3名来日予定

センター運営のための研修会および共同研
究打ち合わせ

於名古屋大学

2017年6月7‐9日の
いずれかを予定

センター設置記念式典（シンポジウム、懇親
会等）予定

式典参加者（予定）モンゴル教育文化大臣、
名古屋大学総長、MNUE学長 他

於モンゴル国立教育
大学
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開所式プレスリリースについて

モンゴル

• テレビ放送
https://www.facebook.com/shagdarjab.urihan/videos/9399619327
76231/

日本

• テレビ放送

http://www3.nhk.or.jp/tokai‐news/20161011/3122261.html
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センターの看板
（センター入り口横の壁に設置）
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センター平面図その１
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面接室2

センター平面図その２
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プレイルーム
（開所式用に椅子が設置されている）
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相談受付およびスタッフ控え室
（開所式用にアセスメントツールが展示されている）
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面接室（開所式用にDVDのデモンストレーションの
準備がされている）
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センター開所式の様子
（政府関係者、特別支援教育関係者など招待者を

中心に30名ほどの参加）
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タミル副学長の挨拶
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金井心のセンター長の挨拶
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テープカット
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学生による馬頭琴の演奏
（お祝い事には必ず馬頭琴の演奏をするとのこと）
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マンダホ教員養成学部長（設置責任者）
の挨拶

 17



オドゲレルセンター長（予定）からの
設置の経緯の説明
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テレビ局インタビュー

 19



65周年記念式典 学長挨拶
（9月30日開催 卒業生を中心に約1,000名参加）
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総長からのお祝いの言葉のなかでセンターの設立
を報告したところ、会場より大きな拍手があった。
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Prize for “the Best Research Report”
from MNUE
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名古屋大学モンゴル国立教育大学

子ども発達共同支援センターはモンゴル国の

子どもたちの未来に貢献していきます。

今後ともよろしくお願いいたします。
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14：00  イントロダクション 

開会挨拶    松尾清一 
国立大学法人名古屋大学  総長 

来賓挨拶    H.E. Ms. Caroline Kennedy  【ビデオメッセージ】   
駐日米国特命全権大使 

有松育子氏 
文部科学省生涯学習政策局長                     

堀井奈津子氏  
愛知県  副知事 

 

14：40 IMPACT Champions:  将来ビジョンとコミットメント 

松尾清一 国立大学法人名古屋大学 総長 

鹿島 章  PwC Japan グループマネージングパートナー 
 

15：00  コーヒーブレーク 
 

15：15  パネルディスカッション 

登壇企業・大学の紹介「取り組みと課題」 

ディスカッション「女性のリーダーシップ促進のためにできること」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：00  基調講演 

 「The Digital Possible～第四次産業革命時代における女性の活躍」 

吉田晴乃氏 
一般社団法人  日本経済団体連合会  審議員会副議長 

女性の活躍推進委員長、規制改革推進会議委員 
BT ジャパン株式会社  代表取締役社長 

 

17：40  閉会挨拶 

岡田亜弥 国立大学法人名古屋大学 副理事 

中嶋康博 ＰｗＣあらた有限責任監査法人 名古屋事務所長 
 

17：50  懇談会（19:20 まで）  *社会人の方とさせていただきます 
**プログラム内容、登壇者は変更の可能性がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 

名古屋大学・「ウェルビーイング in アジア」・PwC Japan グループ  HeForShe セミナー 

ダイバーシティと 
女性のリーダーシップの促進

2016.11.17 (木) 14:00‐17:50
懇談会 17:50‐19:20 

国立大学法人名古屋大学 豊田講堂
入場無料

後援（五十音順） 

主催 

国立大学法人 名古屋大学 
 
「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 

PwC Japan グループ 

 

愛知県                愛知県経営者協会  

ＣＢＣテレビ             ＣＢＣラジオ 

（一社）ジャパンダイバーシティネットワーク 

中部経済同友会       （一社）中部経済連合会 

名古屋市             名古屋商工会議所 

内閣府男女共同参画局   （一社）日本経済団体連合会

日本経済新聞社名古屋支社 

UN Women 日本事務所 

受付後、受講確認のご連絡を E メールにていたします。

お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
抽選結果は 11 月11（金）にメールにて連絡いたします。

鹿島 章 
PwC Japan グループマネージングパートナー

 
 

 
外務省（予定） 

福嶌香代子氏  

UN Women  日本事務所長 

お申込み・お問合わせ 

https://krs.bz/pwc/m/heforshe2016
お申込みウェブサイト 

お問合わせ：本セミナー事務局 
ＰｗＣあらた有限責任監査法人内 

Tel    : 052‐588‐3951 
Mail : pwc.seminar.mailbox@jp.pwc.com

申込締切日：11月11日（金） 

使用言語：日本語（同時通訳付き）

企業からのパネリスト 
 

寺田直行氏 
カゴメ株式会社  代表取締役社長 

横山幹也氏 
中部電力株式会社 

多様な人財活躍支援室長 

我妻三佳氏 
日本アイ・ビー・エム株式会社 
グローバルビジネスサービス 理事 

木内仁志 
ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

執行役副代表 

大学からのパネリスト 
 

Dr. Elizabeth E. Lyons 
Director, the NSF Tokyo Regional Office,   
the U.S. National Science Foundation 

Dr. Steven Cannon 
Executive Vice‐President, the University of Hong Kong

広瀬恵子氏 
愛知県立大学  入試・学生支援センター長 
キャリア支援室長 

山中伸介氏 
国立大学法人大阪大学  理事、副学長 

束村博子 
国立大学法人名古屋大学  副理事、男女共同参画室長 

 

大学生・ 

大学院生のパネリスト 

石塚元章氏  ＣＢＣテレビ論説室長 司会進行 
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HeForShe は、2014 年 9 月より UN Women（United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of 
Women：ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）がグローバルに展開するジェンダー平

等のための運動で、男性と男子たちに、ジェンダー平等と女性と女子の権利の実現の支持者かつ変化の主体

として参加してもらうことを目指します。 

これまで世界中で約 50 万人の男性や少年が「HeForShe コミットメント API」を通してジェンダー平等に賛同して

います。 

さらにソーシャルメディア上での HeForShe 賛同者は 13 億人を超えました。こちらのサイトより皆様も是非

HeForShe に賛同してください。 

http://www.heforshe.org/en 

いずれも、高い倫理感、卓越した公的な活動、世界規模の展開力、変

革をもたらすために自らの影響力を行使する意志などが評価されて選

ばれました。このうち、企業と大学は、女性の地位向上や社内・大学内

での暴力廃絶、ジェンダーに配慮した環境づくり、男女間の偏見の解消

などに積極的に取り組んでいます。 

名古屋大学と PwC は「IMPACT10×10×10」でそれぞれ 10 大学、10 企

業のひとつに選ばれています。 

 

今日、ジェンダー格差はもっとも根強い人権侵害のひとつです。世界では、長年のジェンダー平等に向けた努

力にもかかわらず、依然として女性と男性の間に大きな格差が存在しています。 

HeForShe は、ジェンダー平等のための連帯運動であり、男性たちが変革の主体として参加し、沈黙を破り、声

を上げ、ジェンダー平等の実現のために行動を起こすことを目指します。 

ジェンダー平等は女性だけの問題ではなく、私たちすべて―女性も、男性も―にかかわる問題です。ジェンダ

ー平等が達成されれば、すべての人々が、日々の生活の中で、社会的にも、政治的にも、経済的にも、恩恵

を受けられます。 
ジェンダー平等とは、決められた性別役割やステレオタイプから、女性だけでなく男性をも解放することなのです。

 

HeForShe 

Message 

IMPACT10×10×10 

名古屋市営地下鉄名城線 

名古屋大学駅 ２番出口すぐ 
 

豊田講堂 

アクセス

Stand Together  
What we share is more powerful than what divides us.   
Take action now to create a gender equal world. 

松尾清一 
国立大学法人 
名古屋大学総長 

Bob Moritz 
PwC  International  Ltd.
会長 

「IMPACT10×10×10」は、世界

の 10 政府、10 企業、10 大学が

IMPACT  Champion としてジェン

ダー平等実現のための活動を

展開することでHeForSheを世界

的に広めていくプログラムです。
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第１回日本カンボジア学長会議報告 

 

平成２８年１０月２０日（木）２１日（金）の２日間に渡り、プノンペン（カンボジア）のカ

ンボジア日本人材開発センターにおいて、第１回日本カンボジア学長会議を開催し、

日本側１２大学、カンボジア側２０大学が参加した。 

 

主催の王立プノンペン大学 チェット チーリー学長、共催の名古屋大学 松尾清一

総長の挨拶、来賓のカンボジア教育・青年・スポーツ省（以下、「教育省」） ユックゴイ

長官、文部科学省 永山賀久戦略官、在カンボジア日本大使館 堀之内秀久大使の

挨拶の後、基調講演が行われた。 

 

まず最初に、カンボジア教育省 ニット ブンライ高等教育副局長より「カンボジアの

大学の現状と日本の大学へ期待するもの」と題して、カンボジア教育省が取り組んで

いる政策を紹介し、続いて、文部科学省 永山賀久戦略官より「カンボジア及び日本

の大学に向けた日本政府の政策」と題し、奨学金等による留学生受入支援や「トビタ

テ！留学 JAPAN」など学生の海外派遣支援等を紹介するなど、日本とカンボジアの

学術交流に係る政府の政策について、講演を行った。 

 

 その後、各セッションが行われ、セッション１「教育・研究交流」では、日本学術振興

会（JSPS）バンコク連絡研究センター 山下邦明センター長の講演、セッション２「カン

ボジアにおける大学教員の質の向上」では、カンボジア教育省高等教育局 モッ ゴ

イ局長の講演、日本側１２大学・カンボジア側９大学の事例紹介、会場との質疑応答

を行い、日本とカンボジアにおける学術交流の現状と課題について、意見交換を行っ

た。 

 

 最後に、両国の大学間学術交流の一層の促進、高等教育における質の向上のた

めの連携及び学生のキャリア支援のための連携等について、今後の継続的な対話を

通じて、両国間の更なる交流に向けて努力することを合意した共同声明が、主催大

学長であるチーリー学長により読み上げられた。 

 

 会議には、参加大学のほか、カンボジアの大学関係者・学生等２日間で延べ約２３

０名（１日目１３０名、２日目１００名）が参加し、成功裏に終えた。 

 また、２２日（金）には、第１回日本・カンボジア学長会議を記念して、カンボジア元日

本留学生同窓会主催のレセプションが開催され、堀之内大使ご夫妻、日本側大学の

ほか、メイ・カリヤン王立プノンペン大学会長、チーリー王立プノンペン大学長、ホー・

ペン王立経営大学長をはじめ、多くの元留学生が出席し、盛大に執り行われた。
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 ■松尾総長開会挨拶 

 

 

 

 

■ 基調講演の模様（１ 
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■基調講演の模様（２ 

 

 

 

■集合写真 
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■パネルディスカッション(セッション２ 
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■レセプション 

 

 

 

■カンボジア同窓会 
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名古屋⼤学理系⼥⼦コミュニティ

あかりんご隊

「輝け！名⼤⽣」

今年で10年⽬を迎えました！

⼯学部 化学⽣物⼯学 2年 鈴⽊あかね
⼯学部 化学⽣物⼯学 2年 松⼭菜歩
男⼥共同参画室准教授 榊原千鶴

発表者

 31

資料４



創設：2007年12⽉
名前の由来：創設者2名のニックネーム
メンバー：名古屋⼤学に在籍する理系⼥⼦学⽣

学部1年 ⼤学院、約30名
活動⽀援：男⼥共同参画室、技術職員

あかりんご隊：設⽴の経緯と概要
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メンバーシップ

33%

27%

19%

12%

6% 3%

2016年度在籍者専攻内訳

理学部・理学研究科 農学部・生命農学研究科 工学研究科

情報学研究科 医学部・医学系研究科 文学（地理学）

実験チーム

セミナーチーム

広報チーム

科学の祭典・ホームカミングデイ等の出張実験

エンカレッジ交流会の運営

ホームページ・Facebookの更新
パンフレットの作成

準備・運営 or 当⽇
参加のみなど

参加の仕⽅は⾃由で
す！
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ランチ会
毎⽉1回、勉強・研究・就職････⼥⼦会トークで盛り上がってます！

活動【咲かせよう！キャンパスライフ】

実験やセミナーの
ミーティングも

⾏います☆
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活動【広めよう！科学のおもしろさ】

2008年より「⻘少年のための科学の祭典」
（名古屋市科学館）に毎年出展

今年（10⽉1⽇ 2⽇）のブース来訪者は約700名！

出張実験

今年はスライムを
⼀緒に作りました！

 35



出張実験（9.21こすもす保育園）

ホームカミングディ(10.15)

学会サイドイベント：⽇本化学学会第94春期年会

⽇本化学学会から
の感謝状

DNAの抽出実験を
⾏いました♪
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エンカレッジ交流会
メンバーの興味あるテーマを選び、企画にして開催。
学部・学年・男⼥の壁を越えた交流の場を創出！

仕事と家庭の両⽴、キャリア形成の現実

知る・学ぶ

活動 【やってみよう！新たな企画】
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体験する

メイクアップセミナー
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オープンキャンパスにて進路に悩む⼥中⾼⽣や保護者からの質問
にあかりんご隊がアドバイス

オープンキャンパス：次世代⼥⼦学⽣⽀援

活動【広げよう！理系⼥⼦学⽣の輪】
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東北⼤学
サイエンスエンジェルと交流

活動【交流・発信】

ホームページや
フェイスブックで

情報発信
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活動【⾼めよう！未来への夢】

第1回⼥性の活躍促進プラン
学⽣コンペティション

本選で２位獲得

内閣府男⼥共同参画局主催

企業と博⼠⼈材の交流会（2016.8.27）

北海道⼤学・東北⼤学・静岡⼤学の
参加者を含む計67名によるポスター
セッションにおいて、参加企業50社
による投票の結果、あかりんご隊
メンバー（⽣命農学研究科D1)が
１位受賞。

名古屋⼤学社会貢献⼈材育成本部
ビジネス⼈材育成センター主催
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活躍するＯＧ
7%

70%

23%

学位

学士修了

修士修了

博士修了・在籍中
38%

8%

46%

4%4%

出身学部・研究科

理学部・理学研究科

農学部・生命農学研究科

工学部・工学研究科

情報科学研究科

創薬科学研究科

⼯学系の学⽣が多く在籍

就職率100％、就職企業はすべて、
従業員500名以上の⼤企業

59%

8%

25%

4%4%

進路

企業 公務員 大学等研究者 教員 特殊技能

OG会を通じて縦の繋がりを深
め、⾃らのキャリアを考える

OGがロールモデルに！
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活動への評価

総⻑顕彰受賞
（2012年度）

同窓会誌の表紙を飾る

メディア
（雑誌・新聞・テレビ等）
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「都市の木質化プロジェクト」の取り組み 

http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~biomeng/toshimoku/ 

 

１．名古屋大学 都市の木質化プロジェクト 

1.1 趣旨 

 日本の森林は戦後の植林により過去に例を見ないほど森林資源量が増している．試算によ

れば，輸入材に頼る必要が無い程の蓄積を有すると見積もられている．森林資源の利用が進

まないことで，林業や関連する地場産業は衰退し，森林の手入れが行き届かず，森林が持つ

多面的機能の低下や生態系の崩壊が深刻化している．一方で，一方，都市部では，産業構造

の変化等により，人口減少・高齢化，都市機能の低下，無機質な都市空間など，都市居住者の

生活の質に与える負の影響因子が増大している． 

 このような森林と都市が抱える問題を解決するために，2009年より5年計画で始まった名

古屋大学GCOEプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」を契機として，森林科

学・木質科学・都市計画学・建築学分野などの研究者が分野横断的な「都市の木質化プロジ

ェクト」を立ち上げた． 

 このプロジェクトは，様々な分野の

研究者らが建築・林産実務者らと連携

し，伊勢湾流域圏の川上から川下に至

る連携先（森林組合，行政，都市居住

者，建材・建築業者など）との相互理

解と協力のもと，都市に木材を大量投

入することで森林と都市が抱える問

題を解決に導こうとする取り組みで，

都市居住者（名古屋市錦二丁目まちづ

くり協議会など）や外国（韓国，台湾，

ロシアなど）に広がりをみせる中，現

在も活動を継続中である．     名古屋大学 都市の木質化プロジェクト 

 

1.2 活動メンバー（2016 年 3 月現在） 

・ 一般：赤堀裕一（DMB）・井上博成（飛騨五木）・大橋俊夫（再生空間）・筧 清澄

（筧建築設計）・片岡 保（スタジオ仙人塚）・河崎泰了（竹中工務店）・久野奈穂子

（なな喜建築設計室）・桑原茂樹（桑原木材）・黒木美里（オムニツダ）・坂口大史

（日福大）・佐々木康寿（名大）・清水秀丸（椙山女大）・高野雅夫（名大）・津田康

行（オムニツダ）・恒川和久（名大）・中島大地（中島工務店）・西川早人（旭木の駅

プロジェクト）・原 祥一（桑原木材）・日比優介（ワイズワークス）・藤森幹人（対

話計画）・藤原郁馬（飛騨五木）・古川忠稔（名大）・蒔田 章（DMB）・松浦和雄

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM

地域の資源である 木材の活用を進め、 森づ
く り に貢献するために、 ユーザーと 一体と
なっ た木材の利用や共同施工により 、 木材
の新たな使い方に挑戦し ています。  

森と 街の交流を 促すツアーや木を 科学する
勉強会など、 多世代のユーザーが森と 街の
相互のニーズを 共有するため、 多様な交流
や研修などに取り 組んでいます。  

名古屋市の都心である錦二丁目地区におい
て、 ま ちづく り と 一体と なっ て、 都市にお
ける多様な木材利用を 展開する都市の木質
化を進めています。  

森 づく り  
木を創る 

人 づく り  
木を担う  

街 づく り  
木を使う  

社会と 木材の関わり  
その価値観を変えるために 
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（ウッドフレンズ）・村山顕人（東大）・柳田智弘（ネイブレイン）・山﨑真理子（名

大）・山田政和（豊田森林組合）・横井 勝（セブン工業） 

・ 学生会：小川敬多（名大）・小島瑛里奈（名大）・中村祐太郎（名大） 

・ 錦二丁目まちづくり協議会 都市の木質化 PJ：大橋 俊夫（再生空間）・河崎泰了（竹中

工務店）・坂口大史（日福大）・佐々木康寿（名大）・鈴木伸彦（愛知県林務課）・高木

健吾（日本国土開発）・滝 一之（滝一）・鍋田拓哉（愛知県林務課）・藤森幹人（対話

計画）・舟橋浩三（東海足袋）・山﨑真理子（名大）・山田政和（豊田森林組合）・米津

文彦（丹羽幸） 

 

1.3 活動実績（過去３年間） 

都市の木質化の実践 

・ 2012年8月5日：長者町大縁会ストリートウッドデッキ展示（名古屋錦二丁目長者町） 

・ 2012年10月19-20日：森と街の連携・稲武町＋長者町との交流会（名大農・演習林） 

・ 2012年11月10-11日：長者町ゑびす祭りストリートウッドデッキ展示（名古屋錦二丁目長

者町） 

・ 2012年11月23日：ストリートウッドデッキ（初代）の錦二丁目設置（名古屋センタービ

ル） 

・ 2014年6月7日：森の健康診断（豊田市） 

・ 2014年10月-2015年3月：都市の木質化社会実験「歩道の拡幅・長者町ウッドテラス」

（名古屋錦二丁目長者町通・写真１） 

・ 2014年11月8-9日：長者町えびす祭り「都市の木質化/インテリアと内装の木質化」（長

者町） 

・ 2015年8月-9月：緑化フェア木造休憩施設の設置（愛・地球博記念公園） 

・ 2015年12月6日：ストリート・ウッド・デッキ（二代目）の設置（錦二丁目・名古屋セ

ンタービル・写真２） 

・ 2016年8-9月：名古屋大学生協のベーカリーショップ「パンだが屋」正面壁面の木質化

（写真３・４） 

 

 写真１ 歩道拡幅の社会実験    写真２ 二代目ストリートウッドデッキ 

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM
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 写真３ 名大生協「パンだが屋」     写真４ 名大生協との協力 

 

都市の木質化担い手の育成（学生向け） 

・ 2012年9月16-18日：「木のまち・木のいえづくり」を目指す若者のための教育プログラ

ムの構築・東海地区セミナー「木材を活用した街づくりの提案   計画・意匠・構造・

材料系それぞれからのアプローチ」（名古屋大学・豊田市足助地区・写真５） 

・ 2012年11月12-13日：ローザンヌ工科大学ナッテラー教授招聘（学生交流シンポジウム・

名大） 

・ 2013年11月9日：｢都市の木質化担い手セミナー｣の開催（ポートメッセなごや） 

・ 2014年1月27日：名大GCOE/木活協セミナー「森林資源の持続的利用と都市の木質化を

めざして」（名大・野依記念学術交流館） 

・ 2014年5月20日：環境学のフロンティア「人・まち・自然がつながる環境学：森林と都

市の再生に向けた都市の木質化プロジェクト」（名大・環境総合館） 

・ 2014年12月5-7：都市の木質化講習会「木造建築で使う木は、どれほど強いのか」（愛知

県森林・林業技術センター），「森林管理と施業」（豊田市・写真６） 

・ 2015年12月17・19日：名大・韓国国立忠南大学学術交流協定に基づくシンポジウム「森

林資源の持続可能性と都市の木質化」（名大）  

 

 写真５ 街並のリノベーションプラン 写真６ 森林施業見学 

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM

 
DIY

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM
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都市の木質化担い手の育成（一般向け） 

・ 2012年度名古屋大学地域貢献特別支援事業「都市の木質化プロジェクト・ストリートウ

ッドデッキによる森と街の連携」 

・ 2013年3月21日：シンポジウム「基礎・臨床環境学的視点から考える森林の持続可能

性」の開催（名大農・写真７） 

・ 2013年6月13日：都市の木質化講演会｢森林・林業の再生に向けた錦二丁目のストリー

ト・ウッドデッキ｣（竹中工務店名古屋支店） 

・ 2013年12月16日：名大GCOE国際シンポジウム"Establishing Clinical Environmental Studies 

- An Asian Perspective -"（名大） 

・ 2014年1月27日：名大GCOE/木活協セミナー「森林資源の持続的利用と都市の木質化を

めざして」（名大・野依記念学術交流館） 

・ 2014年4月27日：シンポジウム「木で、未来をつくろう in 愛知県」（ミッドランドスク

エア） 

・ 2014年6月25日：都市の木質化講演会「森林と都市の再生をめざした木材の建築利用」

（竹中工務店） 

・ 2014年10月11日：シンポジウム「長者町ウッドテラス社会実験を考える」（長者町） 

・ 2014年12月5-7：都市の木質化講習会「木造建築で使う木はどれほど強いのか」（愛知県

森林・林業技術センター・写真８），「森林管理と施業」（豊田市） 

 

 写真７ 都市の木質化と炭素の循環  写真８ 木材の非破壊材質診断 

 

・ 2014年度名古屋大学地域貢献特別支援事業「森と街の連携で地域産木材の都市利用促進

をめざす都市の木質化プロジェクト」 

・ 2015年8月1日：まちと森林をつなぐ木づかい全国キャラバン in 岐阜（じゅうろくプラ

ザ） 

・ 2015年10月19日：都市の木質化による山と街の再生フォーラム（愛・地球博記念公園） 

・ 2015年12月17・19日：名大・韓国国立忠南大学学術交流協定に基づく国際シンポジウム

「森林資源の持続可能性と都市の木質化」（名大） 

森林で伐採した丸太は，集積
場へ運ぶ．木材業者が品質に
応じて，値をつける．  

丸太から加工した製材は，乾
燥・グレーディング等を経て構
造材・造作材・各種木質材料と

なる  

建物は数十年後に改修・解体
する  

解体木材は再加工し，新品同
様になり，再利用する  

廃棄木材は，処理施設へ搬入
する．この時，搬入者は処理
業者に処理費用を払う 

 

処理施設に搬入した木材は
チップ化し，品質に応じて紙・
パルプ，または熱源となる  

最終的にエネルギー利用す
る．このとき，長期間固定して
いたCO2を排出する．  

数十年前に伐採した資源を利
用している間に，次世代の森
林が育ち，光合成を行う  

再加工された木材は，都市部
で外構材として二次利用する  

都市の木造建築は，炭素の貯
蔵庫となる  

C  

CO2  

C  

C  
C  

C  

C  C  

光合成 

再加工 再利用 
都市の 

木造建築 
改修・  
解体 

丸太の 
生産 

製材 
加工 廃棄 

チッ プ化 エネルギ 

C  C  

C  

C  

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISM
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・ 2016年9-12月：都市の木質化講座（４回連続）「森と街を元気にし，木で豊かなくらし

をつくるWOODistの育成」（名大，豊田森林組合・周辺の森林，(株)東海木材相互市

場，写真９） 

   

    写真９ 連続講座  写真１０ 初代ストリートウッドデッキ 

 

 

活動の発信・受賞・展示会 

・ 2013年6月1日：日本木材青壮年団体連合会主催／農水省・国交省・建築学会等後援「第

16回木材活用コンクール第4部門賞受賞（ランドスケープ・インスタレーション）錦二

丁目ストリート・ウッドデッキ」（写真１０） 

・ 2013年11月6-9日：日本木工機械展に出展（ポートメッセ名古屋） 

 

研究開発 

・ 2014年度：受託研究「地域産ヒノキ集成材を使った木製ガレージの設計開発」 

・ 2016年度：名古屋大学地域貢献特別支援事業「地域産間伐材を活用する室内設置型簡易

シェルターの開発」 

 

招待講演など 

・ 連続セミナー「臨床環境学的視点から考える都市の木質化と教育プログラム」（2013・

11～2014・1，名古屋大学） 

・ 招待講演：国際シンポジウム「The Case for Increased Wood Utilization in Urban Design 

toward Revitalization of Japan’s Forest and Forestry」（2013年12月，韓国・ソウル） 

・ 招待講演：シンポジウム「木で，未来をつくろうin愛知県」（2014年4月，ミッドランド

スクエア） 

・ 社会実験「都市の木質化・長者町ウッドテラスの敷設」（2014年10月-2015年3月，錦二丁

目長者町通り） 

・ 公開実験の開催「木製ガレージの実大構造実験」（2014年12月，名古屋大学） 

 
 

 
 

W ood Science &  

Engineering  

 
 

 

 
 

Our Forest  

 

 
 

 

 
 

W oodist m akes 

W oodism  

 
 

 
 

Tim ber Culture  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TEL&FAX:052-789-4147, e-mail: woodismnagoya@gmail.com 

 
2016 9  - 12  
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・ 基調講演：韓国木材工学会「Movement on Japan’s Forest, Forestry and Wood Use in Urban 

Design for Sustainable Forest」（2015年4月，Kangwon National University） 

・ 招待講演：シンポジウム「まちと森林をつなぐ木づかい全国キャラバンin岐阜」（2015年

8月，岐阜市じゅうろくプラザ） 

・ 基調講演：緑化フェア「都市の木質化による山と街の再生フォーラム」（2015年8-10月，

愛・地球博記念公園） 

・ 招待講演：国際シンポジウム「Wood utilization in urban design for sustainable forest」（2015

年8月，韓国・カンジュ） 

・ 名大・韓国国立忠南大学学術交流協定に基づく国際シンポジウム「森林資源の持続可能

性と都市の木質化」（2015年12月，名古屋大学） 

 

 

２．Woodism-City ー都市の木質化プロジェクトの新たな展開ー 

「都市の木質化プロジェクト」は，中山間地から都市部に繋がる地域性に重点を置き，森

林と都市の持続的な調和を目指す活動である．特に，都市部への大量の地域材の投入と，中

山間地と都市部の連携構築に精力的に取り組んできた．この活動は，地域密着型の活動であ

るが，数年前からはアジア・欧米など諸外国の林学・林産学・建築学・デザイン学の各方面

の関係者からも関心を持たれるようになり，この度，「都市の木質化プロジェクト」を核に

した新たな発展的活動である「Woodism」を立ち上げ，森林資源の持続的生産とこれによる

地域社会の構築，そのための都市部における木材利用の意義・責任について国際シンポジウ

ム等を通じた交流活動を開始するべく，準備を進めている． 

本活動の源は，これまでの日本国内の森林資源に関する行政・学術・産業界各位の様々な

精力的な取り組みに端を発していることは言うまでもなく，このような国際的な機運の高ま

りに対し，国内の経験の蓄積とこれに裏打ちされた将来の森林資源活用の在り方を大切にし

ていく．この「Woodism」の活動を通じて日本を中心とするアジア諸国が連携し，日本・ア

ジア発信の概念・活動に育てていきたい． 

  

  “Woodism”，”Woodism-City”の概念  Woodism が網羅する分野 

 

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISMWoodism & Woodism-city

Nagoya University Wood Urban Design Project

WOODISMWoodism & Woodism-city

 Building & 
Construction 
 Education 
 Furniture & 
Interior 
 Culture 

 Design & Art 
 History 
 Industry & 
City 
 Energy & CO2 

 Environment 
 Society & 
Policy 
 Citizen 
 Economy 

 Marketing 
 Forest 
management 
 Regional 
community 
 Ecology 
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2016 年 10 月 28 日 
名古屋教育記者会懇談会 

 

 7

2.1 Woodism Ciy の意義 

・ 木材需要の飛躍的向上（木造，木装化，家具，デザイン） 

・ 地球号全体の生産林管理 

・ 資源の持続的な生産－利用 

・ Win-Win な資源供給協力体制 

・ 森林と都市の持続的な調和 

・ 都市居住者の生活の質的向上，都市の文化的ステータスの向上 

 

2.2 進行中の作業 

2.2.1 Japan Woodism-City Association (JWCA) 

・国際活動組織（後出の IWCA）の中核的組織 

・JWCA の活動 

- 国内における Woodsim-City の活動母体 

- IWCC&F の開催（日本担当時．数年に 1 度） 

- IWCA の先導：ブランチ（参加国）数の増加 

- 木材利用推進のため，先端の知見・技術を発信する Journal や担い手育成に必要な教

科書の発行 

2.2.2  International Woodism-City Association (IWCA)  

・国際的な機運創出（日本・アジア発信の「森林資源と都市の持続的調和」の考え方） 

・IWCA の活動 

- 提唱－広報（情宣）－共有（深化）―定着 

- 連携－メンター制度 

- 奨励（Award や助成） 

・International Woodism-City Conference & Festival (IWCC&F) の定期開催 

- 理念の発信 

- 知見とノウハウの共有（互いの学びの場） 

- 2012 年 12 月 2-4 日，インチョン市で開催予定 

- 2017 年秋，名古屋市で開催を計画中 

 

2.3 今後の作業工程と課題（公的機関の賛同と共催・後援） 

・ 賛意表明：林野庁，全日本木材組合連合会，日本木工機械工業会 

・ 以下予定：愛知県，豊田市，愛知県木材組合連合会等 

 

 

都市の木質化プロジェクト 

名古屋大学大学院 生命農学研究科 生物材料工学研究分野 

e-mail: woodismnagoya@gmail.com 

phone & fax: 052-789-4147 
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第5回人間一生活環境系国際会議

開 催 概 要

The Fifth Internat ional Conference on 

Human-Environment System 

Main Theme

The Global Environment and Human Life 

地球環境と人間生活

ICHES2016 Nagoya 

2016年10月29日（ 土） ～11月2日（ 水）

名古屋大学ES総合館・ 環境総合館（ 主会場）

開会式： IB電子情報館、 特別講義： 豊田講堂

主催 第5 回人間－生活環境系国際会議組織委員会
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1. 目 的：

科学技術の発展が20世紀の業績であるとすれば、それを人間とその生活環境に適合させ、安全・ 安心・

健康で快適なものとして展開できるかどうかが21世紀に求められている課題といえよう。折しも地球環

境問題すなわち地球レベルの環境を如何に保全するかが大きな命題として取り上げられ、地球の持続性

や循環型社会の実現が求められている。 これらは、 人間の体内から、 衣服、 室内、 建築、 都市、 さらに

は大気圏から海底、地球そして宇宙へと広がる環境を、人間活動との関わりにおいていかに解決してゆ

く かという問題につながる。この課題解決が、過去に成立した個々 の学問体系のみで対処できないこと

はいうまでもない。 そこに先導的かつ学際的なアプローチが求められる。

本国際会議は、このような状況の中で、人間側と環境側で個別に考えられていた課題を、人間と生活

環境との関わりとして捉え、学際的な知見と学際的な人の力を結集して、これからの人間社会にとって

健康・ 安全• 快適な環境とは何かを考え、 あるべき生活環境の未来像を提案するために企画された。 ど

のような環境が人間にとって真の意味での健康環境なのかということさえ確定されていない現在の状

況の下、 未だ知るべきことは多く 、 行うべき事柄が山積している。 第5回目を迎える本国際会議も、 研

究者や技術者、市民の視点やマンパワーを集め、新しい未来の生活環境形成に向けてチャレンジする場

としたい。

2. 会 期：  2016年10月29日（ 土） ～11月2日（ 水）

3. 会 場： 名古屋大学ES総合館・ 環境総合館（ 主会場） 、 I B電子情報館（ 開会式） 、 豊田講堂（ 特

別講義）

4. 会 長： 久野 覚（ 名古屋大学 大学院環境学研究科 教授）

5. 主 催： 人間－生活環境系国際会議組織委員会

6. 幹事学会： 人間－生活環境系学会

7. 共催学会： 日本睡眠環境学会、 日本生気象学会、 日本生理人類学会、 韓国生活環境学会

8. 使用言語： 英語

会議テーマ： 地球環境と人間生活

(1） 人間の特性と環境要素

人体生理・ 心理、人体行動、屋内環境、屋外環境、熱環境、音環境、光環境、睡眠、着衣、人間生活、

運動、 室内空気質 等

(2） 測定と解析

生理心理測定方法と機器、 環境測定法と機器、 モデリング、 シミ ュレーショ ン 等

(3） 実態調査と環境制御

衣・ 住環境（ 住宅、 オフィ ス、 諸施設、 乗物環境 等） 、 環境制御（ 照明、 空調、 換気、 空気浄化、

におい、 給排水）

(4） 環境評価と国際基準

温熱指標、 知覚空気質、 知的生産性、 I EQ指標、 環境基準、 データベース、 LCA、 総合評価 等
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(5） 生活環境と地球環境

都市環境、 地球環境、 エネルギー利用、 リサイクル、 防災、 持続性、 C02排出 等

(6） 理念と実践

環境論、 環境倫理、 環境政策、 環境教育 等

9. 後援

国際連合地域開発センター、 日本学術会議、 環境省、 愛知県、 名古屋市、 名古屋大学、 名古屋

大学大学院環境学研究科、 同研究科附属持続的共発展教育研究センター

空気調和・ 衛生工学会、 日本家政学会、 日本建築学会、 日本機械学会、 日本人類学会、 日本産

業衛生学会、 日本生理学会、 日本伝熱学会、 電気学会、 繊維学会、 日本人間工学会、 計測自動

制御学会、 日本生物物理学会、 日本生体医工学会、 日本サーモロジー学会、 日本栄養・ 食糧学

会、 日本冷凍空調学会、 日本医療機器学会、 日本繊維製品消費科学会、 日本衣服学会、 日本繊

維機械学会、日本熱物性学会、照明学会、におい・ かおり環境協会、日本建築協会、日本建材・

住宅設備産業協会、 日本保安用品協会、 日本医療福祉設備協会、 自動車技術会

10. 組 織

会 長： 久野覚（ 名古屋大学）

副会長： 星秋夫（ 桐蔭横浜大学） 、 井川正治（ 日本体育大学） 、 勝浦哲夫（ 千葉大学） 、

大中忠勝（ 福岡女子大学） 、 Y-K Bai k (Seoi l  Uni versi ty)  

国内組織委員：

安陪大治郎 (九州産業大学)、 榎本ヒカル (東京福祉大学)、 深沢太香子 (京都教育大学)、

濱田靖弘 (北海道大学)、 羽山広文 (北海道大学)、 樋口重和 (九州大学)、 鉾井修一 (京都大学)、

五十嵐由利子 (新潟青陵大学)、 飯塚悟 (名古屋大学)、 池田耕一 (日本大学)、

磯田憲生 (奈良女子大学)、 岩永光一 (千葉大学)、 岩田利枝 (東海大学)、

梶井宏修 (睡眠環境工学研究所)、 加藤信介 (東京大学)、 小柴朋子 (文化学園大学)、

小崎智照 (九州大学)、 久保博子 (奈良女子大学)、 桒原浩平 (釧路工業高等専門学校)、

前田享史 (九州大学)、 松原斎樹 (京都府立大学)、 松永和彦 (いすゞ自動車株式会社)、

松尾隆和 (信州大学)、 光田恵 (大同大学)、 持田灯 (東北大学)、 長野克則 (北海道大学)、

西原直枝 (聖心女子大学)、 西名大作 (広島大学)、 奥宮正哉 (名古屋大学)、

尾崎明仁 (九州大学)、齋藤輝幸 (名古屋大学)、佐古井智紀 (信州大学)、薩本弥生 (横浜国立大学)、

庄山茂子 (福岡女子大学)、 菅原作雄 (大西熱学)、 田辺新一 (早稲田大学)、

都築和代 (産業技術総合研究所)、 若林斉 (千葉工業大学)、 綿貫茂喜 (九州大学)、

山岸明浩 (信州大学)、 山羽基 (中部大学)、 山中俊夫 (大阪大学)、 安河内朗 (九州大学) 

海外組織委員：

C-Y Chun (Yonsei  Uni versi ty) ,  Y-H Chung (Chungwoon Uni versi ty) ,   
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Ri chard de Dear (Uni versi ty of  Sydney) ,  S-Y Ki m (Yonsei  Uni versi ty) ,   

Bong-ae Ki m (Jej u Nati onal  Uni versi ty) ,  Youn-suk Ko (Jej u Nati onal  Uni versi ty) ,   

J-Y Lee (Seoul  Nati onal  Uni versi ty) ,  Arsen Kri kor Mel i kov (Techni cal  Uni versi ty of  Denmark) ,   

Bj arne Wi l kens Ol sen (Techni cal  Uni versi ty of  Denmark) ,  J-S Park (Hanyang Uni versi ty) ,  

J-Y Sohn ( I ncheon Nati onal  Uni versi ty) ,  G-S Song (Bucheon Uni versi ty) ,  

M-S Yeo (Seoul  Nati onal  Uni versi ty) ,  Hui  Zhang (Uni versi ty of  Cal i forni a,  Berkel ey) ,  

Yi ngxi n Zhu (Tsi nghua Uni versi ty)  

顧問： 横山真太郎（ 北海道大学） 、 田村照子（ 文化学園大学） 、 栃原裕（ 九州大学） 、

垣鍔直（ 名城大学）

11. 連絡先

〒464-8603 名古屋市千種区不老町C2-4(652) ,  ES総合館523室

名古屋大学 大学院環境学研究科 都市環境学専攻 環境系研究室 I CHES2016事務局

E-mai l :  i ches2016off i ce@davi nci . nuac. nagoya-u. ac. j p FAX O52-789-3772 

発表論文（ 全て審査付きフルペーパー） 国別内訳

Chi na ： 6

Denmark ： 2

Germany ： 2

I ndonesi a： 1

Japan ： 96

Korea ： 13

Mal aysi a ： 1

Phi l i ppi nes： 2

Tai wan ： 1

Thai l and ： 1

UK ： 1

Uni ted States： 1

合計： 127（ 海外： 31）

他に、 招待講演

Denmark : 3

Austral i a : 1

Chi na: 1

Japan: 2
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WS 3
Invited Lecture

(Open to the Public)

WS 4
14:15-15:40
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

WS 4
Invited Lecture

(Open to the Public)

Lunch Break
11:20-12:20

Coffee Break
14:00-14:15

19:00

 Prof. Zhiwei Lian
 October 31, 14:15-14:55, Lecture Hall, Environmental Studies 1F

 WS 1  Invited Lecture
 (Open to the Public)

 WS 2  Invited Lecture
 (Open to the Public)

 WS 3  Invited Lecture
 (Open to the Public)

 WS 4  Invited Lecture
 (Open to the Public)

 Prof. Richard de Dear
 October 30, 15:00-15:40, Lecture Hall, Environmental Studies 1F

 Prof. Arsen K. Melikov
 October 31, 8:50-9:30, Lecture Hall, Environmental Studies 1F

 Prof. Gabriel Bekö
 October 31, 12:20-13:00, Lecture Hall, Environmental Studies 1F

Keynote Lecture: Prof. Okumiya
13:50-14:30

Lecture Hall (Integrated Building 2F)

Coffee Break
14:30-15:00

General Meeting of the Japanese
Society of Human-Environment System

(HES)
18:45-19:30

ES Hall (E & S Building 1F)

Banquet
17:30-19:30

Toyoda Auditorium

Lunch Break
13:10-14:10

Thermal Comfort 2
14:10-15:40

ES Hall
(E & S Building 1F)

WS 3
12:20-14:00
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

14:00

15:00

Thermal Comfort 4
14:20-15:50

ES Hall
(E & S Building 1F)

Lunch Break
13:10-14:20

Special Lecture: Prof. Kuno
(Open to the Public)

16:10-17:10
Toyoda Auditorium

Coffee Break
15:50-16:20

Thermal Comfort 5
16:20-17:50

ES Hall
(E & S Building 1F)Break

17:10-17:30

16:00

17:00

13:00

WS 1
15:00-16:30
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

WS 1
Invited Lecture

(Open to the Public)

Break
15:40-16:10

Keynote Lecture: Prof. Olesen
13:00-13:40

Lecture Hall (Integrated Building 2F)

Registration
16:00-19:00

Lobby,
E & S Building 1F

18:00

Lighting & Acoustic
15:00-16:30

ES Hall
(E & S Building 1F)

Coffee Break
16:30-17:00

IAQ/Odor &
Services

17:00-18:30
ES Hall

(E & S Building 1F)

WS 1 (Continued)
17:00-18:30
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

Welcome Drink
17:00-19:00

ES Hall
(E & S Building 1F)

ICHES2016 Nagoya Program

Short Presentation
(2 min./presenter)

11:00-12:10
ES Hall

(E & S Building 1F)

Coffee Break
10:30-11:00

Thermal Comfort 7
11:00-12:30

ES Hall
(E & S Building 1F)

Thermal Comfort 3
 9:00-10:30

ES Hall
(E & S Building 1F)

Simulation 1
 9:00-10:30
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

Short Presentation
(2 min./presenter)

11:00-12:10
ES Hall

(E & S Building 1F)

Simulation 2
11:00-12:30
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

2016/10/31
(Monday)

2016/11/2
(Wednesday)

8:00

9:00

10:00

Poster Session
12:10-13:10

Lobby,
E & S Building 1F

Poster Session
12:10-13:10

Lobby,
E & S Building 1F

2016/11/1
(Tuesday)

2016/10/29
(Saturday)

2016/10/30
(Sunday)

Closing
12:30-13:00

ES Hall (E & S Building 1F)

Coffee Break
10:30-11:00

Thermal Comfort 6
 9:00-10:30

ES Hall
(E & S Building 1F)

Coffee Break
10:30-11:00

Registration
 9:00-17:30

Lobby, E & S Building 1F

Registration
16:00-19:00

Lobby, E & S Building 1F

Registration
 9:00-15:30

Lobby, E & S Building 1F

Registration
 9:00-17:00

Lobby, E & S Building 1F

Registration
 9:00-12:00

Lobby, E & S Building 1F

Board Meeting of
the Japanese

Society of Human-
Environment

System (HES)
10:00-12:00

Meeting Room 1
(E & S Building 5F)

Human-
Environment

System Forum of
Young Researchers

 9:00-10:30
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

WS 2
 8:50-11:20
Lecture Hall

(Environmental
Studies 1F)

WS 2
Invited Lecture

(Open to the Public)

11:00

12:00

Thermal Comfort 1
 9:00-10:30

ES Hall
(E & S Building 1F)

Opening Ceremony 12:45-13:00
Lecture Hall (Integrated Building 2F)

 56



2016/10/19 ICHES 2016 The Fifth International Conference on Human–Environment System

http://iches2016nagoya.com/ 1/3

Home

Welcoming Remarks

Venue

Research Topics

Program

Registration

Abstract and Paper Submission

Important Dates

Accommodations

Excursion and Others

Contact Us

Committees

Links

February 15, 2016

End of March, 2016

June 30, 2016

Early September, 2016

End of September, 2016

October 29  November 2, 2016

Important Dates

Abstract deadline

Abstract acceptance notification

Fulllength paper deadline

Fulllength paper acceptance

notification

Early bird registration deadline

Conference

Keynote and Special Lectures

Keynote Lectures

Bjarne Wilkens Olesen (Technical University of Denmark, Denmark)

The history of international standardization for the ergonomics of the

thermal environment

Masaya Okumiya (Nagoya University, Japan)

Towards environmentally friendly buildings

Special Lecture

Satoru Kuno (Nagoya University, Japan)

Varying environmental and psychological states in human life

WS1: Adaptive thermal comfort

Invited lecture

Richard de Dear (University of Sydney, Australia)

Comfort is in the mind of the beholder: A review of progress in adaptive

thermal comfort research over the past decade

WS2: Vehicle environment

Invited lecture

Arsen K. Melikov (Technical University of Denmark, Denmark)

Air distribution in Rooms and Vehicle Compartments

WS3: IAQ

Invited lecture

Gabriel Bekö (Technical University of Denmark, Denmark)

Uptake of chemicals from indoor air: Pathways and health effects

Theme: The Global Environment and Human Life.
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Japan Society of

Sleep and

Environment

Japan Society of

Physiological

Anthropology

Japanese Society

of Biometeorology
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Living

Environment

System

Supporters

Nagoya

University

Graduate School of

Environmental

Studies, Nagoya

University

Education and

Research Center

for Sustainable

CoDevelopment,

Nagoya University

The

Anthropological

Society of Nippon

Architectural

Institute of Japan
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Chapter

The Biophysical

Society of Japan
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The Fifth International Conference 

on Human–Environment System
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Nagoya University, Nagoya, JAPAN
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Oct. 13, 2016

Oct. 7, 2016

Sep. 28, 2016

Sep. 11, 2016

Aug. 23, 2016

Aug. 11, 2016

Jul. 7, 2016

Jun. 24, 2016

Jun. 22, 2016

May. 27, 2016

Apr. 25, 2016

Mar. 18, 2016

Mar. 4, 2016

Feb. 9, 2016

Oct. 16, 2015

Oct. 05, 2015

Sep. 17, 2015

WS4: Sleep environment

Invited lecture

Zhiwei Lian (Shanghai Jiao Tong University, China)

Thermal environment and sleep quality

News

Guidelines for presentation have been revised.

Guidelines for presentation and abstracts of WS have

been uploaded.

Programs for oral and poster presentation have

been uploaded.

Program outline has been uploaded.

Fulllength paper acceptance notification and early

bird registration deadline are extended.

Abstracts of Keynote Lectures, Special Lecture and

Invited Lectures for Work Shop have been uploaded.

Supporters have been updated.

The deadline for Fulllength paper Submission has

been extended to June 24 June 30, 2016.

Online Registration and Reservation of

Accommodation have been opened.

Online Fulllength paper Submission has been

opened.

MSWord and PDF of templates for fulllength papers

have been uploaded.

Registration Fees have been revised.

Sponsors have been updated.

The deadline for Abstract Submission has been

extended to February 8 February 15, 2016.

Online Abstract Submission has been opened.

Call for papers and leaflet have been shown.

Some informations about Venue, Excursion and

Others, and Committees have been updated.

Sponsors

The Heat Transfer

Society of Japan

The Illuminating

Engineering

Institute of Japan

The Japan

Society of

Mechanical

Engineers

Japan Society for

Occupational

Health

The Physiological

Society of Japan

Society of

Automotive

Engineers of

Japan

The Society of

Fiber Science and

Technology,

Japan

The Society of

Heating, Air

Conditioning and

Sanitary

Engineers of

Japan

The Society of

Instrument and

Control Engineers

The Textile

Machinery Society

of Japan

The Architectural Association of

Japan

Healthcare Engineering

Association of Japan

The Institute of Electrical

Engineers of Japan

Japan Association on Odor

Environment

Japan Construction Material &

Housing Equipment Industries

Federation

Japan Ergonomics Society

The Japan Research Association

for Textile EndUses

Japan Safety Appliances

Association

The Japan Society of Home

Economics

Japan Society of Nutrition and

Food Science

Japan Society of Thermophysical

Properties

Japanese Association for Clothing

Studies
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Japanese Society for Medical and

Biological Engineering

The Japanese Society of

Thermology

Japanese Society of Medical

Instrumentation

© 2015 The Fifth International Conference on Human–Environment System
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資料７



平成 28 年 10 月 28 日 

 

 

国立大学法人 名古屋大学 

 

 

名古屋大学環境安全衛生管理室 創立 40 周年記念講演会の開催について 

 

 名古屋大学環境安全衛生管理室は、昭和 51 年に前身である廃液焼却処理施設が設置され

てから今年で 40 周年の節目を迎えました。この間の活動を総括するとともに、今後の活動

のさらなるレベルアップを図ることを目指し、下記のとおり創立 40周年記念講演会を開催

いたします。講師には、世界的な環境都市にあるフライブルク大学（独）と世界大学ラン

キングでアジアナンバーワンのシンガポール国立大学で環境安全衛生を指導監督している

先生方をお招きしました。世界の最先端の大学における環境安全衛生の活動や動向をお話

いただきます。講演会にはどなたでもご参加いただけます。 

 

記 

 

１．日時 平成 28年 12 月 1 日（木）13 時から 16 時半 

 

２．場所 野依記念学術交流館 2 階 カンファレンスホール 

 

３． 講師 

・Dr. Jürgen Steck, Head of Department of Environmental Protection, University of Freiburg 
     「フライブルク大学における廃棄物処理の取り組み」 

・Dr. Peck Thian Guan, Director of Office of Safety, Health and Environment, National  
      University of Singapore 

   「シンガポール国立大学が目指す環境安全衛生とその取り組み」 
 ・村田静昭教授 名古屋大学環境安全衛生管理室長 

「名古屋大学の環境安全衛生のこれからの 10 年の展望」 

 

以下の URL もご参照ください。 

http://www.esmc.nagoya-u.ac.jp/40th/index.html 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 国立大学法人名古屋大学 

 施設管理部 環境安全支援課 

  担当 岩佐・横井 

 電話:052-789-2116、052-788-6267 

 FAX：052-789-5865 

 

以上 
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平成２８年１０月２８日 

各  位 

国立大学法人 名古屋大学 

株式会社 大垣共立銀行 

 

名古屋大学「留学生のためのキャリア支援事業」へ 

大垣共立銀行がサポートを実施 

 

 名古屋大学（総長 松尾清一）は、国際機構国際教育交流センター アドバイジング部門 

キャリア支援室が実施する「留学生のためのキャリア支援事業」に大垣共立銀行（頭取 土

屋 嶢）によるサポートを受けることになりました。 

本件は、日本企業での就職やキャリア形成を希望する名古屋大学留学生を対象として、

東海地区と海外の架け橋となる企業人を育成するものです。サポート内容としては、業界・

企業説明会、企業訪問バスツアー、社会人との交流会等を実施し、留学生に対して、日本

企業で働くことを考える機会を提供するとともに、地元東海地区企業のＰＲの場とするも

のす。 

 その第一弾として、平成２８年１１月２日（水）に「ＯＫＢ バスツアー＆名古屋大学外

国人留学生・東海地区企業 交流会 ～名古屋大学外国人留学生と東海地区企業の海外戦略

の架け橋～」を開催します。  

また第二弾として、名古屋大学 国際教育交流センター アドバイジング部門 キャリア支

援室が実施する「留学生のための就職・キャリア支援プログラム」における業界説明会を

大垣共立銀行が３回に亘り実施いたします。 

ＯＫＢ大垣共立銀行と名古屋大学はこれからも、産学連携を推進していくとともに、留

学生と企業と有益な交流機会の創出により地域経済と教育の発展に寄与してまいります。 

 

 

以 上 

問合せ先： 

名古屋大学 国際機構 国際教育交流センター アドバイジング部門 キャリア支援室 

TEL：052-747-6768 

株式会社大垣共立銀行 人事部 人事企画課 

TEL：0584(74)2522 
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資料８



 

 

（ご参考） 

 

 

以 上 

 

第一弾 

企  画 

「ＯＫＢバスツアー＆名古屋大学外国人留学生・東海地区企業 交流会」

～名古屋大学外国人留学生と東海地区企業の海外戦略の架け橋～ 

内  容 

開催日時：平成 28年 11 月 2 日 13：00～19：00 

 13：00～13：30 バス移動（ドライブスルーながくて出張所）

13：30～15：30 ドライブスルーながくて出張所見学 

行員との座談会 

15：30～17：00 バス移動（本店） 休憩 

17：00～19：00 交流会（2時間） 

※交流会概要 

  企業発表 参加企業より自社の海外戦略等について 

学生発表  代表者より自身のキャリアビジョンについて 

  懇 親 会 ※軽食＆飲み物を準備します             

        各社の企業担当者と若手社員と留学生の交流会 

第二弾 

企  画 

「留学生のための就職・キャリア支援プログラム」における業界説明会 

※「留学生のための就職・キャリア支援プログラム」とは 

名古屋大学 国際教育交流センター アドバイジング部門 キャリア支援室

が実施する日本企業での就職やキャリア形成を希望する留学生を支援する

プログラム。内定者座談会、自己分析講座、業界企業分析講座等全 17 講座

のプログラム。 

※ＯＫＢ大垣共立銀行は、第 3～5回の業界説明会への協力企業を選定し、

当日の進行を国際教育交流センター アドバイジング部門 キャリア支援室

と共に行います。 

第 3～5 回 

の 内 容 

時  間 90 分 

第 1 部  個社説明 20 分×2社 

第 2 部  2 社の人事担当者によるパネルディスカッション 

第 3 部  個社別座談会（15 分間×2ターム） 

実施日 第 3 回 平成 28年 11 月 17日  生活総合（エネルギー・住宅等）

銀行 

    第 4 回 平成 28年 11 月 24日  食品 

物流 

  第 5回 平成 28年 12 月 1 日  自動車用品 

                輸送機器 

時間帯 16：30～18：00 

場 所 名古屋大学 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

(10月)31日
(月)、
14日(月)

役員会

15日(火) 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

2日(水)
教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

9日(水)
教授会(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)

16日(水)
教授会(文学研究科・文学部、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医
学系研究科、国際開発研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

17日(木) 教授会(創薬科学研究科)

18日(金)
教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

24日(木)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、未来材
料・システム研究所)

30日(水) 教授会(宇宙地球環境研究所、総合保健体育科学センター)

名古屋大学　平成28年11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：都築充雄(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)、
阪本真由美(同特任准教授)、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

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

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

附属図書館医学部分館ミニ展示
「看護の力－医学部史料室所蔵
資料に見る看護のあゆみ－」

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)
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
入場料：無料

［関連特別講演会］(12/16)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：14：00～15：30
講演題目：「結核のロマン化と病気の本質」
講演者：福田眞人(国際言語文化研究科教授)

附属図書館医学部分館
052-744-2505

10月28日(金) 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：「巨大地震への備えとしての免震構造」
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)(10/29)、
博物館3階講義室(11/5)
時間：13：30～15：00
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
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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)

農学国際教育協力研究センター
第16回オープンフォーラム
「農林水産学分野における国際
キャリアアップを目指して－学生
が自ら取り組むキャリアパスへの
アプローチ－」

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00
講演題目：「農学分野の国際フィールド：国際交渉・協力担当職員、
外交官、国際機関職員等の経験を通じて」
講演者：株田文博氏(政策研究大学院大学教授)
講演題目：「国際開発協力の戦略策定から成果実現まで担うには」
講演者：田中　理氏(国際協力機構農村開発部企画役)
講演題目：「国際稲研究所(IRRI)で働くということ」
講演者：加藤洋一郎氏(国際稲研究所作物環境科学部国際農業研
究員)
講演題目：「農業・農村開発コンサルタントになるためには」
講演者：北尾理恵氏(株式会社三祐コンサルタンツ副参事)
内容：講演、グループディスカッション
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
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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：学生、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

10月31日(月)
～
1月27日(金)
(土・日・祝日、
12月29日～1月
3日休館)

博物館野外観察園セミナーハウ
ス 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

10月31日(月) 第95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：「How to conduct systematic reviews and meta-analysis
in health care research?」
講演者：Prakash Shakya氏(東京大学博士課程)
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

11月7日(月) 第51回日本語教育学講座講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「知識と不安の道徳性－内部被ばく検査の結果報告を
語ること／聞くこと－」
講演者：西阪　仰氏(千葉大学教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　林　誠
hayashi＠lang.nagoya-u.ac.jp

11月8日(火)、
11月26日(土)、
12月10日(土)、
12月17日(土)、
2月4日(土)

ビジネス人材育成センター
平成28年度後期 B人セミナー

場所：ナショナル・イノベーション・コンプレックス2階小会議室
時間：18：00～19：30(11/8)、10：00～15：00(11/26、12/17、2/4)、
10：00～16：00(12/10)
テーマ：「アントレプレナーシップファイナンス」(11/8)
「伝わるプレゼン－ワンランク上の信頼を勝ち取れ－」、「考えたこ
ともなかった伝える技術－テレビが使うあの手とこの手－」(11/26)
「事業になるアイディアを発想するためのワークショップ」(12/10)
「弁理士って何だろう？－専門性を軸に多様な働き方をする－」、
「Job Hunting in English ＆ Communication Styles」(12/17)
「博士の就活スタート・リスタート－社会からの評価と自己評価・私
らしい未来を獲得するために－」(2/4)
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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11月9日(水)
第66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
講演者：長江拓也(減災連携研究センター准教授)
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

11月11日(金)
新設：大学院情報学研究科グ
ローバルメディア論講座進学説明
会

場所：全学教育棟北棟4階405室
時間：17：00～19：00
講演題目：「国際報道の現場」
講演者：五井憲子氏(共同通信社総務局人事担当グループ担当部
長)
内容：講演、講座説明会、個別相談
対象：学生、一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
附属グローバルメディア研究センター
准教授　小川明子
a-ogawa@nagoya-u.jp

11月11日(金)

第1回 先進自動車技術に関する5
大学連携国際シンポジウム
The First Five Universities
Cooperation International
Symposium on Advanced Vehicle
Technology

場所：日本大学津田沼キャンパス(千葉県習志野市)
時間：9：00～17：15
参加費：無料

未来社会創造機構
052-747-6868

11月11日(金)
高等教育研究センター
第137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：16：00～18：00
講演題目：「学⽣に質の⾼い学びを保障する⼤学教育のあり⽅」
講演者：三羽光彦氏(芦屋大学教授)
内容：大学のカリキュラムと授業を改善することにより構造的課題
にどう挑戦するのか。アクティブ・ラーニングや質保障の論議に落と
し穴はないのか。それらを考察する
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

11月12日(土)
高大接続改革シンポジウム
「高校･大学･企業がともに考える
教育改革と入試改革」

場所：メルパルク名古屋2階瑞雲の間(名古屋市東区)
時間：13：00～16：00
定員：300名
対象：高等学校の進路担当教諭、大学関係者、企業関係者
参加費：無料

教育推進部教育企画課
052-789-2158

11月12日(土)
名大病院世界糖尿病デー
公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：9：30～12：00
内容：講演、実技、体験コーナー、他
対象：糖尿病患者とその家族
参加費：無料

医学部・医学系研究科
医療業務支援課
052-744-2852

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12日(土)
環境学研究科地球環境科学専攻
大学院説明会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～
内容：全体説明、パネルによる研究内容の紹介、研究室見学
定員：30名
参加費：無料

環境学研究科
教授　日高　洋
052-789-3829

11月12日(土)、
11月26日(土)、
12月10日(土)、
12月17日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

11月12日(土)、
12月10日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767
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11月15日(火)
～
1月28日(土)
(日・月曜日、12
月29日～1月3
日、14日休館)

第34回博物館企画展
「誇張なきアート－科学記録にみ
る美－第Ⅰ期」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
内容：動物や植物、人体などの教育・研究を通して名古屋大学に残
された貴重な記録を紹介－精密な描写技術がアートを感じさせま
す
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月17日(木) 永年勤続者表彰式
場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～11：00

総務部職員課
052-788-2024

11月19日(土)
名古屋大学レクチャー2016
公開講演会

場所：豊田講堂
時間：13：00～15：40
講演題目：「持続可能な社会への道－戦後公害の歴史的教訓から
－」
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)
対象：一般
参加費：無料

高等研究院事務室
052-788-6153

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：建築学で取り扱う「人・建築・都市スケール」の諸問題に対し
て将来にわたり持続可能な社会を目指し、どのように「しなやか」に
向き合い対応していく必要があるのか。計画・意匠、環境・設備、構
造・材料の各分野の教員が論じ「しなやか」というテーマから横断的
に考える
定員：200名
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19日(土)
平成28年度鶴舞公開講座「『が
ん』最新スタンダード－予防・治
療・暮らしの観点から－」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「がんを防ぐ、がんを早くみつける」
講演者：内藤真理子(医学系研究科准教授)
講演題目：「知って納得、がん治療」
講演者：満間綾子(医学系研究科特任講師)
講演題目：「がん相談と暮らしのサポート」
講演者：黒柳佳代(医学部附属病院地域連携・患者相談センター看
護師)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040

11月19日(土)、
12月17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

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22日(火)
平成28年度第8回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
講演題目：「サイバー攻撃への備えと対応体制の必要性(仮題)」
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
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
052-789-4352
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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
内容：講演、グループワーク・プレゼンテーション、他
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)
博物館ワークショップ「海藻標本を
記録する海藻絵はがきを作ろう」

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00、14：00～15：30
講師：北山太樹氏(国立科学博物館研究主幹)
内容：海藻標本作りを学びながら絵はがきなどを作る
定員：各20名
対象：小学生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

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－情報意見交換会」

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」
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

11月30日(水)
人文学研究科
平成29年度第2回大学院入試説
明会

場所：文学研究科本館2階237講義室
時間：18：00～19：30
内容：研究科長挨拶、研究科の概要について、出願手続き・書類に
ついて、質疑応答・個別相談会

文系事務部教務課(文学)、(国際言
語)
hum@adm.nagoya-u.ac.jp

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10日(土)

重要文化財馬場家住宅研究セン
ター平成28年度研究交流会
「専門家が語る馬場家住宅の魅
力－重要文化財指定20周年を記
念して－」

場所：松本市立博物館分館重要文化財馬場家住宅(長野県松本
市)
時間：13：00～17：00
講演題目：「本棟造としての馬場家住宅(仮題)」
講演者：吉澤政巳氏(信州伝統的建造物保存技術研究会副理事
長)
講演題目：「『再考』馬場家住宅(仮題)」
講演者： 堀田典裕(重要文化財馬場家住宅研究センター助教)
内容：講演、囲炉裏端談義、他
定員：30名
対象：一般
参加費：無料

重要文化財馬場家住宅研究センター
052-789-3748

12月10日(土)、
2月11日(土)

博物館コンサート NUMCo

「フルート・トリオが贈るクリスマコンサート」(12/10)
演奏曲目：「くるみ割り人形メドレー」、「クリスマス・メドレー」、他
出演：辺見亜矢氏、日置智美氏、朝倉ゆき氏

「ミュ－ジックベルの調べ」(2/11)
出演：ソネット

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

博物館事務室
052-789-5767
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12月12日(月)、
13日(火)

トランスフォーマティブ生命分子研
究所(WPI-ITbM)
第4回国際シンポジウム
The 4th International Symposium
on Transformative Bio-
Molecules(ISTbM-4)

場所：野依記念学術交流館
時間：9：30～17：40(12/12)、9：30～17：30(12/13)
講演者：Ken Houk氏(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)、上川内
あづさ(理学研究科教授)、Marina Kuimova氏(インペリアル・カレッ
ジ・ロンドン)、Randall Peterson氏(ハーバード大学医学大学院)、
ジェフリー・W・ボーディ(トランスフォーマティブ生命分子研究所主任
研究者)、土屋雄一朗(同特任准教授)、山東信介氏(東京大学教
授)、Peter McCourt氏(トロント大学)、キャサリン・M・クラッデン(トラ
ンスフォーマティブ生命分子研究所主任研究者)、Scott J. Miller氏
(イェール大学)、Hagen Bayley氏(オックスフォード大学)、鳥居啓子
(トランスフォーマティブ生命分子研究所主任研究者)
対象：学生、研究員、教員、企業関係者、他
参加費：無料(懇親会は有料)

12月12日(月)
第12回平田アワード
The 12th Hirata Award

場所：野依記念学術交流館
講演者：Emily Balskus氏(ハーバード大学)
対象：学生、研究員、教員、企業関係者、他
参加費：無料

12月12日(月)
第2回岡崎アワード
The 2nd Tsuneko & Reiji Okazaki
Award

場所：野依記念学術交流館
講演者：山下由紀子氏(ミシガン大学)
対象：学生、研究員、教員、企業関係者、他
参加費：無料

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

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

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
特任准教授　佐藤 綾人
052-747-6856
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平成28 年度名大秋祭（ 秋革祭） 企画概要

開 催 日：  平成28 年11 月5 日（ 土） 午後～ 6 日（ 日）

主  催：  名大祭一・ 二年生実行委員会

開催主旨：  秋祭を開催することで学生に活動の場を提供し、名古屋大学全体を活性化すること、地

域の方に来場していただき、学生と交流を深め楽しんでもらうことで日頃の感謝を示す

こと、 秋祭を通してより多く の方に名大祭を知ってもらうことを開催の主旨とする。

企  画：  縁日企画

       開催日時：  11/5 12:00～17:00、 11/6 10:00～16:30 

       開催場所：  経済学部棟前路上

       内  容：  実行委員会が運営。射的、缶落とし、フリスビーシュート 、ミ サンガ作

り、 ヨーヨー釣りの5 店舗を出店。

スタンプラリー企画

       開催日時：  11/5 12:00～17:00、 11/6 10:00～16:30 

       開催場所：  第3 グリーンベルト （ 企画本部設置場所） 等

       内  容：  実行委員会が運営。複数のチェックポイント を回った客に最終ポイント

（ 第3 グリーンベルト ） で景品を渡す。

      ステージライブ企画

       開催日時：  11/5 13:00～17:00、 11/6 10:00～15:00 

       開催場所：  第2 グリーンベルト ステージ

       内  容：  実行委員会が運営。仮装コンテスト 、ミ ニゲーム、ライブ等を開催（ ラ

イブ自体は各日1～1.5 時間程度を予定）。

      フリーマーケット 企画

       開催日時：  11/5 12:00～16:00、 11/6 10:00～16:00 

       開催場所：  第2 グリーンベルト （ 図書館前池付近）

       内  容：  フリーマーケット ： 一般から募集した店舗（ 最大27 店舗）、

             チャリティ ーバザー： 実行委員会が運営する 1 店舗、

             企画店舗： 実行委員会が運営。 ドリンク販売、 駄菓子の掴み取り。

              ※刃物、 火器等危険物、 1 万円以上の高額品等は出品不可。

      模擬店企画

       開催日時：  11/5 12:00～17:00、 11/6 10:00～17:00 

開催場所：  第2 グリーンベルト

       内  容：  実行委員会が運営する 4 店舗（ たません、からあげ、たこやき、ドーナ

ツ） を出店。 ※食品衛生管理方法は千種保健所の指導を受ける。

      スポーツフェスティ バル企画

       開 催 日：  3on3（ バスケット ボール） 決勝 11/6 

             バレーボール決勝  11/5 

フット サル決勝        11/6   ※各競技予選は事前に開催

       開催場所：  3on3、 バレーボール： 山の上新体育館、 フット サル： 多目的コート
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 平成 28 年度 第 40 回 名大秋祭（秋 革 祭
しゅうかくさい

）の開催  

 

秋革祭の開催主旨 

  ・秋革祭を開催することで学生に活動の場を提供し、名古屋大学全体を活性化する 

・地域の方々に来場していただき、楽しんでいただくことで日頃の感謝を示す 

・秋革祭を通して、より多くの方々に名大祭を知っていただく 

 

 

開 催 日  平成 28 年 11 月 5 日（土）12：00 ～ 17：00 

 6 日（日）10：00 ～ 17：00 

 

   今年のテーマ  『実り多き大秋革祭』 

テーマ主旨  第４０回という節目を迎えるにあたり、来場者と実行委員の双方にとって

価値のある大学祭となるように、という願いが込められています 

 

開催企画 
 
  縁        日  射的、缶落とし、フリスビーシュート、ミサンガ作り、ヨーヨー釣り 
 

         スタンプラリー  キャンパス内のチェックポイントを回り、ゴールを目指す（景品あり） 
 
     ステージライブ  仮装コンテスト、ミニゲーム、音楽ライブ 
 
    フリーマーケット フリーマーケット：一般募集した店舗（最大 27 店舗） 

             チャリティーバザー：実行委員会が運営（1 店舗） 

                ※ドリンク販売、駄菓子の掴み取りもあります 
 
     模   擬   店  たません、からあげ、たこやき、ドーナツの 4 店舗 
 
    スポーツフェスティバル 学内者向け企画。各競技予選は事前に開催 

          3on3（バスケットボール）決勝 11/6 、バレーボール決勝 11/5、 

フットサル決勝 11/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主   催  名大祭一・二年生実行委員会   電話 052-789-5322 

Mail  meidai_12jikkou@yahoo.co.jp 
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名古屋大学全学同窓会講演会

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長
名古屋大学全学同窓会 顧問

学士会 代議員
前名古屋大学総長

1 8 :0 0 ～2 0 :0 0

グリ ーンサロン東山 花の木

5 ,0 0 0 円

平成2 8 年1 2 月9 日（ 金）

1 6 :0 0 ～1 7 :3 0
（ 開場1 5 :3 0 ～）

名古屋大学理学南館1 階
坂田・ 平田ホール

お 申込み

申込期限 11月25日（ 金） 　17： 00まで
定 員 ［ 講演会］ 250名様 ［ 夕食会］ 50名様

＊申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。
詳細は全学同窓会Webページ等にてご確認ください。

http://www.nual.nagoya-u.ac.jp/
（ 全学同窓会Webページ）

https://www.facebook.com/nualface
（ 全学同窓会facebook）

お問い合わせ

終了後、夕食会を開催します終了後、夕食会を開催します

名古屋大学

nua l-j imu@ a dm .na g oya -u .a c .jp

（ 0 5 2）7 8 3 -1 9 2 0 受付時間 9 :0 0 ～1 7 :0 0

濵口 道成 氏

申し 訳ございませんが、 夕食会は同窓会会員、
学士会会員ご本人様のみと さ せて頂きます。

名古屋大学全学同窓会 一般社団法人 学士会

日

時

場

所

時

間

場

所

会

費

上記のQ Rコード からも
ご 確認頂けます。

主

催

後

援

略 歴
1 9 8 0 年 3  月

1 9 8 0 年 4  月

1 9 8 4 年 7  月

1 9 8 5 年 9  月

1 9 9 3 年1 2 月

2 0 0 5 年 4  月

2 0 0 9 年 4  月

2 0 1 5 年1 0 月

名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了

名古屋大学医学部附属癌研究施設助手

名古屋大学医学部附属病態制御研究施設助教授

米国ロッ ク フ ェ ラ ー大学分子腫瘍学講座研究員

名古屋大学医学部附属病態制御研究施設教授

名古屋大学大学院医学系研究科長

（ 2 0 0 9 年3 月まで）

名古屋大学総長（ 第1 3 代）（ 2 0 1 5 年3 月まで）

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長

環境総合館

ITb M

理学南館理学南館

ES総合館

ナショ ナル
イノ ベーショ ン
コンプレックス

２

３

豊田講堂

フォレスト
グリ ーンサロン
東山
グリ ーンサロン
東山

館

参加費無料
どなたでも

お申込み頂けます
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文部科学省科学技術人材育成費補助金 ポストドクター・ キャリア開発事業

18:00 ～19:30 （Ⅱ．ビジネススキル）

■申込方法　 　 ホームページからお申込みく ださい。 　

■対　  象　   大学院生、 ポスドク（ 産業界でも、 学術研究でも、 実社会で活躍できる能力を

　 　 　 　 　 　 　   伸ばしたい若手研究者） 名古屋大学以外の方もOKです。

18: 00～19: 30
名古屋大学内　 NI C２階小会議室

研
究
者
の
地
頭
を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
鍛
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
研
修

博士課程＆ポスドク対象

　 『 アント レプレナーシップファイナンス』

（http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/）

セミナー
11/8

（ 火）

平成２８年度後期　

《 Tongal i  School Ⅱ》第１回

U

名古屋大学　 社会貢献人材育成本部　 ビジネス人材育成センター
名古 市 種 老 ベ プ ク （ ）

※定員　 ２０名　 　 ご希望の方は、 早めにお申込みく ださい！！

深井　 昌克（ ふかい　 まさかつ）　 講師

【略歴】
名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部
国際産学連携・人材育成グループ
主任リサーチ・アドミニストレーター

　長いこと、日本の銀行とメーカーに勤めていました。海外勤務歴が
長く、ロンドンに8年、シンガポールに10年滞在しておりました。その間
、欧州、中近東、南アジア、東南アジア、中央アジア、等で、新たな子
会社や、組織を作ったり、新たな商売を立ち上げたりしてきました。
2013年10月に名古屋大学に来ましたが、ほぼ、会社務めの時と同じ
ように、色々新しいことに手を染めています。「TONGALI」も、その一
つです。要は、単なる「アタラシモノズキ」です。

超革新的なアイディアに基づき、完璧なビジネスモデルを作り上げたとしても、それで
ビジネスの成功が保証される訳ではありません。先立つものは、お金。お金がないと、
何事も始まらないのがビジネスです。
　「どうやってお金を集めたらいいのか、どんな集め方があるのか」について基本的な説
明を致します。ベンチャーキャピタルとか、エンジェルとか、色々情報は入ってくるが、そ
もそも、「資本」と「融資」とか、「資産」と「経費」とか、言葉の意味が良く判らない、という
方に、ビジネスの「お金」に関する基本的なところから、話をはじめたいと思います。
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