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第２回 教育基盤連携本部セミ ナー 開催概要

１ 趣 旨

教学Ｉ Ｒ及び高大接続改革に関し，先進的な取り組みを実施している大学のリーダー，又

はこれらの活動をリードしていく 立場である文部科学省等から講師を招き，本学の役職員を

対象としたセミナーを開催し， 本学の取り組みの参考に資することとする。

昨今，学習成果の把握，教育の質保証，教学マネジメント など，大学教育の改善に向けた

取組が求められる中， Institutional Research（ IR） に対する関心と期待が高く なっている。

そこで，山形大学において学生が大学に入学し，在学，卒業するまでのフローを検査・ 調

査し， 管理する IR 活動と企画機能（ エンロールメント ・ マネジメント ） を推進されてきた

浅野 茂 山形大学教授，福島 真司 大正大学教授（ 平成２８年３月まで山形大学エンロ

ールメント ・ マネジメント 部教授） を講師に招き，入試改革からエンロールメント ・ マネジ

メント に至る課題等について講演していただく 。

２ 日 時： 平成２８年１２月７日（ 水）  １４時－１７時３０分

一 総長あいさつ

二 講師紹介（ 木俣副本部長）

三 講演および質疑応答（ ９０分）  

四 休憩（ １０分）

五 講演および質疑応答（ ９０分）  

六 教育基盤連携本部長あいさつ

      司会： 木俣副本部長

３ 場 所： 野依記念学術交流館 ２階 カンファレンスホール

４ 講 師：

浅野 茂 山形大学 学術研究院 教授 

（ 略歴） 神戸大学大学院経営学研究科にて博士（ 経営学） の学位を取得。

神戸大学にて， 助手・ 助教を経て 2011 年4 月より准教授に昇任し， 2013 年10 月

より独立行政法人大学評価・ 学位授与機構 准教授。

その後， 2015 年4 月より山形大学に教授として赴任， 現在に至る。

2009 年より大学評価コンソーシアム 副代表幹事を務める。

専攻分野は経営学。 また， 実践的な観点から大学における IR に関する研究と実

践に取り組む。

福島 真司 大正大学 地域創生学部 教授

（ 略歴） 広島大学学校教育研究科にて修士（ 教育学） ，桜美林大学国際学研究科で修士（ 大

学アドミニスト レーショ ン） ， ビジネス・ ブレークスルー大学大学院で経営管理修

士（ 専門職） の学位を取得。

山陽女子短期大学，宮崎国際大学，鳥取大学を経て，2007 年より山形大学エンロ

ールメント ・ マネジメント 部教授。 その後， 2016 年 4 月より大正大学に教授とし
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て赴任， 学長補佐， IR・ EM センター長を務める。

専攻分野は教育，社会，経済，経営。 IR やEM に関する大学，企業，大学団体等

での招待講演・ セミナー講師等は80 回を超える。

５ 講演題目および講演概要

「 大学における IR と質保証の現状と今後の展望」

浅野 茂 山形大学 学術研究院 教授

日本の大学関係者のInstitutional Research（ IR） への興味・ 関心は高く 、 急速に普及

し始めている。 一方、 日本の多く の大学では学内に散在する各種情報を収集できず、 IR

業務を効果的に進めることが難しい現状にある。

本報告では、 IR に関する調査や文献等を参照しながら、 日本の IR の現状と課題を整

理するとともに、IR 先進国である米国の状況と照らし合わせつつ、日本の大学における

IR 機能、さらには教育の質保証の強化に向けた対応等について、報告者の実践事例を交

えて話題提供を行い、 参加者との討議を通じて、 今後の展望を概観したい。

「 大学マネジメント における IR の実質化と組織文化の醸成」

福島 真司 大正大学 地域創生学部 教授

IR とエンロールメント ・ マネジメント （ EM） は， 極めて密接な関係にある。 EM の

要諦は， 科学的マーケティ ング手法によって大学マネジメント ・ サイクルを持続的に発

展させることであるが， この場合のマーケティ ングは， 顧客を含め， 関与する全ての関

係者の価値の創造やその最大化を， 組織一体となって実現するための活動をさす。 科学

的マーケティ ング手法には，調査分析が欠かせないが，この調査分析がIR と呼ばれるも

のである。 IR では，関連データを収集し，意味のある情報にまとめ，共有しながら，責

任と権限の持つ教職員が十分に議論し，合意形成を重視する組織文化を尊重しつつ，「 集

合知」 を創出することなしには，持続した成果は期待できない。 IR を実質化させるため

に， 組織文化の醸成は、 極めて重要な意味を持つ。 私たちの学生を知り抜く こと， 社会

の期待を知り抜く ことが， 学生価値の創造やその最大化を実現するのである。

６ 参加対象： 本学の教職員（ 役員， 部局長，部局の教務， 入試関係委員，教務担当事務職員

等） および他大学関係者

７ 参加人数： １７０名

８ 申込方法： Ｗｅ ｂ による事前申込み（ 定員に達し次第， 申込みを終了）
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お問合せ先名古屋･学教育推進部教育企画課
電話：052-788-6161
メール：k-tokatsu@adm.nagoya-u.ac.jp

対 象
申込･法

･学関係者
Ｗｅｂ（http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/）に
よる事前申込制。
Ｅメール・ＦＡＸにてお申し込みの場合は裏･を
参照してください。なお，定員（１７０名）に
達し次第締め切りとさせていただきます。

名古屋･学東･キャンパス
野依記念学術交流館２階
カンファレンスホール
（裏･地図参照）

･形･学学術研究院教授浅野茂

･学マネジメントにおける
IRの実質化と組織･化の醸成

･学におけるIRと質保証の
現状と今後の展望

･正･学地域創･学部教授福島真司

講演

休憩

講演

開会

閉会

会 場

プログラム

14：00

14：10

15：40

15：50

17：30

･場：無料

申込締切：
１２･１･(･)

教学IRと質保証

プログラムの内容等は諸般の事情により変更となる
ことがありますが，ご了承ください。

14：00〜17：30

平成28年
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Ｆ Ａ Ｘ 送信先：  ０ ５ ２ －７ ８ ９ －２ １ ６ ７  

名古屋大学 第 2 回教育基盤連携本部セミナー 参加申込書 

セミナーに参加をご希望の方はＷｅ ｂ （ http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/） により申込ください。  

Ｅ メールにて申し込みの方は， 以下の必要事項を k-tokatsu@ adm.nagoya-u.ac.jp へお送りください。 

FAX にて申し込みの方は， ご記入の上， 上記番号にＦ Ａ Ｘ にて送信ください。  

申込締め切り： １ ２ 月 １ 日（ 木）  

フ リ ガ ナ 

 お 名 前  

 ご 所 属  

 ご 役 職  

 ご 住 所  

〒 

 電 話 番 号  

 メールアドレス  

・ご記入いただいた個人情報は，本学の個人情報保護方針に基づき，適正に管理いたします。 

・定員（１７０名）に達し次第，締め切りとさせていただきますのでご了承ください。 

会 場 案 内 

名古屋大学東山キャンパス 

野依記念学術交流館２階 

カンファレンスホール 

（名古屋市千種区不老町） 

名古屋市営地下鉄名城線 

「名古屋大学」駅下車 

２番出口より徒歩 

お問い合わせ： 

名古屋大学教育推進部教育企画課 

電 話：052-788-6161 

メール：k-tokatsu@adm.nagoya-u.ac.jp 
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名古屋大学ＩＲ本部の設置について名古屋大学ＩＲ本部の設置について

平成28年11月平成28年11月
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本学ではＩＲを「教育、研究、財務等に関する大学の活動についてのデータを収集し、
及び分析し、大学の意思決定を支援するための調査研究を行うこと」と定義。

今後、学内外の情報を収集・整理・分析し、その結果を大学運営や将来計画に活用
していく体制の構築を目指す。

名古屋大学ＩＲ本部の設置(H28.4.1)

○ 近年、大学を取り巻く環境の変化に伴い、大学運営を支援する専門機能、専門組

織としてＩＲ（institutional research）体制の導入に関する議論が活発化。

○ 「国立大学経営力戦略」(H27.6.16文部科学省)においても、学長のリーダーシップ

やマネジメント力の発揮を強化するための方策として、ＩＲ体制の充実が挙げられている

など、大学運営の改善を図るためのＩＲ体制の構築は喫緊の課題。

ＩＲ本部設置の趣旨

2
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ＩＲ本部の概要

教育、研究、財務等に関する大学の活動についてのデータを収集・分析し、大学の
意思決定を支援。

37



当面の分析テーマ

教育・研究活動における教員の負担の度合いとパフォーマンスについて

《主な分析事項》教育研究組織の活性化のための評価指標

将来計画や施策を検討するためのベンチマーク手法の検討

《主な分析事項》ベンチマークの設定に向けた他大学等(海外含む)の情報

シェアドガバナンスの基盤となる制度改革の視点

《主な分析事項》財務基盤強化、人事制度

１

２

３

NU MIRAI 2020 の実現に向け、当面、以下のテーマについて、それぞれ学内の
研究者によるワーキンググループを設置し、情報の収集・整理・分析を進めていく。

4
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今後のスケジュール

３年目以降２年目１年目

【4月】
○ ＩＲ本部の設置

【5月】

【6月～】

（データ活用部門）※各部局のＩＲ連絡員と連携
○ 学内既存データの収集
○ 情報の収集・整理作業

（企画立案部門）
○ 収集した情報の分析、施策の企画立案

［総長補佐等が参加するＷＧを設置］
【11月～12月頃】

○ 収集した学内データについて、担当部局、調査期間、情報形態、学内公表の可否等
について整理し、インデックス化 ⇒学内共有

【年明け】

○ １年目の活動実績の検証
を踏まえつつ、情報の収集・
整理、分析・施策の企画立
案活動を本格的に実施。

※年間2、3回程度本部会議
を開催し、分析作業の結
果報告等を行う。

○ ２年目の活動
実績を検証しつ
つ、活動の拡充
を検討。《第１回本部会議開催》

・情報の収集、整理、分析に取り組むべき事項及び体制など当面の活動方針等

《第3回本部会議開催》 ・取組の進捗状況等について報告・議論

《第4回本部会議開催》 ・情報の整理・分析結果等について議論。

《第2回本部会議開催》 ・情報の収集、整理、分析に取り組むべき事項について

学内の各部局が保有する情報の把握に努め、収集した情報についてインデックス化
を図る。

併せて、ワーキンググループを設置し、情報の整理・分析にも着手。
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2016 年 11 月 30 日 

名古屋大学 記者会見 参考資料 

 

名古屋大学 

未来材料・システム研究所 

教授・宇治原徹 

 

オープンイノベーションによる学生のアイデアに基づく製品開発 

 

一般社団法人未来マトリクス（Web サイト http://www.miraimatrix.com/）は愛知県内の

教員、デザインファーム、企業経営者、ベンチャー支援者などが中心となり、学生のアイデ

アと中小企業の技術をマッチングさせるためのプラットフォームとして設立した。これま

でにのべ 15 校（大学、短大、高専、専門学校など）から 88 名の学生が参加している。ま

た、この活動をきっかけとして起業をする学生も出始めている。本日は、この活動を通じて

名古屋大学をはじめとした複数大学の学生と複数中小企業とがオープンイノベーションに

より試作した製品の例を、学生自ら報告してもらう。 

近年、起業家教育の重要性が高まりつつあり、多くの大学や団体において、アイデアマラ

ソン（アイデアソン）やハッキングマラソン（ハッカソン）などを通じたビジネスアイデア

や製品アイデアの創出を実施している。これらの活動に対して、未来マトリクスでは次の 2

点にこだわって進めている。一つは、アイデアの創出にとどまらず、実際に具現化すること、

IT 関係やサービスだけにとどまらず「モノ」を作っていくことである。我々は、従来のア

イデアソンに加えて具現化する手法までをワークショップ形式で行う「具現化ソン」という

プログラムを実施している。ここでは、デザイン思考や共感工学（YouTube 「共感と助け合

いのモノづくり」で検索）の手法に基づき、アイデアの構築を行い、モノづくり企業などへ

のインタビューなどを通じて、試作における技術的な課題をも明らかにしていく 

昨年は、名古屋市交通局とタイアップし、地下空間に新たな価値を与えることを目的とし

て、具現化ソンを実施し、その後、中小企業とのマッチングを行い、具体的に学生のアイデ

アに基づく試作品の製作を行った。（資料を参照。詳細は学生より報告） 

本年度は 10 月末に実施された企業展示会メッセナゴヤ（1400 社以上出展）において、未

来の家電をテーマとして活動を行い、いくつかのアイデアが生まれている。また、このアイ

デアについては、12 月 6 日の企業とのマッチングイベントで紹介され、試作品開発をとも

に行ってくれる企業を探すことになっている。 

ところで、本活動については、しばしば学生の教育のために実施しているのか、と質問を

うける。確かにその側面はあるが、それだけではなく、企業に対する提言でもある。大学で

は日々最先端の研究が実施され、新たな発見がある。その主体となっているのは、学生であ

る。つまり我が国の最先端研究においては、学生の存在は欠かせないものである。この能力

をもっと社会で活用すべきと考えている。 
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実験方法及び結果
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解析例
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考察
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まとめ

問題

複数人で行く飲食店が決めにくい

• 食べたいものが分からない

• 相手に気を遣う

解決策

ソムリエさんはグループが多人数であるほど有効である

ソムリエさんは我々の提案する課題を解決しうる
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解析②
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考察②
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解析②
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解析②
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考察②
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名古屋⼤学４年 ⾷料⽣産管理学研究

柘植 千佳
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自己紹介

名古屋⼤学農学部４年

F&M 所属
(⽣産者と消費者を結ぶサークル)

Lawin株式会社 12⽉設⽴

柘植千佳
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1. KBB学⽣起業家選⼿権
佳作受賞（出資対象者）

2. CVG中部⼤会
⽇刊⼯業新聞社賞受賞

3. ICTビジネスコンテスト
東海地区予選 優勝

4.ソーシャルビジネスコンテスト
最終審査会出場(11/30)

主な受賞歴
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⼀年間、休学して
巡りに巡った⾷の現場

2

76



⾼⽊幹夫（あいち在来種保存会）

取り組みには「無限の物語」があった

国産と呼ばれる野菜の
ほとんどは輸⼊種。

「種から国産」を意義を唱え、
伝統野菜を守り続けるよ

3
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桝家社⻑（有限会社 厨ぼうず）

取り組みには「無限の物語」があった

スーパーの廃棄⾒込み野菜を
障害者のカット施設で

加⼯したイタリア料理だよ

4
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⾊々な⽴場で頑張る⼈がいる

5

79



どちらを選びますか？

いちごタルトいちごタルト

• 販売価格 1,500円 • 販売価格 1,500円

いちごタルト 収穫過多のいちご
は捨てられてしまいます

これに気づいた
ホテルのパティシエが

丹精込めて作った
いちごタルト

共感を得たものを
購⼊したがる⼀⽅的で淡⽩
取り組みを
促進させる

I like it 
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共感する

共感がもたらす「幸福の連鎖」

購⼊する

促進させる・役に⽴つ

さらなる共感
が増える

さらなる購⼊
が増える

さらなる応援が⼒になる

取り組みが
ベースにある

33
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①企画掲載
（当社と相談）

②参加者
を募集

サービスの流れ

⾷の事業者 参加者

③企画の進捗過程を報告
＆特典付き商品の提供

④意⾒・アンケート・感想により
取り組みや商品を促進

15
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購⼊による効果をタイムリーに実感

消費者の意⾒・感想をヒアリング

募集期間内はお買い得価格で購⼊可

Kodawarinの特徴

1

2

3
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既存SNSとの連携も可能

これからこの
収穫過多のいちご

を使います

捨てられちゃうのは
もったいないですよね 

意⾒
感想

進捗報告

購⼊の効果をタイムリーに実感1

20
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データ解析
⼈⼯知能分析

（Microsoft Azure ）

収穫過多のいちご
は捨てられてしまい

ます

これに気づいた
ホテルのパティシエ

が

丹精込めて作った
いちごタルト

サイト内アンケート

商品の参考
消費者嗜好の把握

距離の縮まる
暖かさ

商品

消費者へのヒアリング（サイト内）2

22
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消費者は、期間限定の
お求めやすい価格or特典付き商品
での購⼊できる。

セット価格は数種類
（3,000円セット・5,000円セットなど）

募集期間内はお買い得！！

募集期間内はお買い得価格（サイト内）3

24
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企画を掲載するケイズワークスの声

皆さんに取り組みを
共感・応援してもらことで
素敵なB級野菜ピューレを

広めていきたいです！

25
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Kodawarinのオープンを待つお客様

素敵な取り組みが
購⼊によって促進されるのを
実感できるのはいいですね。

お買い得価格なのも嬉しいです

S.Y様（２０代半ば）
26
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１⽉に募集開始する企画(６件)
近藤ペコロス農園

(農業⼥⼦プロジェクト)
伝統野菜ペコロスの新品種を作るため、初の国内⽣産にてアメ
リカとフランスの地場⽟ねぎの⺟球を作ります。

ケイズワークス 農家の捨てられてしまう野菜を使ってみんなで「調理が楽にな
る」ピューレの商品開発をしよう！

株式会社
スパイスマインド

ネパール直輸⼊のヒマラヤ岩塩を楽しみながら、
ネパールの⼦供達に学校給⾷と⽇本の⾵景写真を届けよう！

株式会社ダイレックス スリランカ農園で働く⼈々の環境を⾒ながら
⽇本⼀摘み⽴て新鮮のフレーバーティーを頂こう！

Vegelink 福⼀ 苗から育てる⼦供達の⾷育現場を楽しみながら、
もぎたてトウモロコシととろけるコーンアイスをゲットしよう

⼭⽺さんの贈り物 ミルクは出産した⺟⼭⽺の贈り物。新しい⼭⽺⼩屋で出産現場
を配信し、⾚ちゃんの成⻑を楽しみながら濃厚ミルクをお届け
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「取り組み」への共感・応援が
⾷を楽しくさせるサービス

13

90



2017年 1⽉上旬オープン

https://kodawarin.shop

サービスリリース開始！

Mail: info@kodawarin.shop Tel: 090-3557-0773
Twitter: @kodawarisan117  Instagram: kodawari.san
Facebook: @kodawarikodawari
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平成 28 年度 名古屋大学石田賞受賞者一覧 

 

（人文・社会科学分野）1 名 

所属：名古屋大学 文学研究科 

氏名：松井 裕美（まつい ひろみ） 

領域：人文学 

研究名：20 世紀フランス美術におけるキュビズムの形成と発展―前

衛美術と科学の関係 

 

 

 

（自然科学分野）1 名 

所属：自然科学研究機構 分子科学研究所  

氏名：須田 理行（すだ まさゆき） 

領域：化学 

研究名：光対応性電気二重層を用いた光駆動型超電導トランジスタ

の開発 
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松井裕美（名古屋大学大学院文学研究科美学美術史学特任講師）

研究の要旨

わたしはこれまで、20世紀初頭に登場しその後の美術史の発展において重要な役割を果たした運動キ

ュビスムと科学との関係を考察することを研究課題としてきました。キュビスムは、これまで明らかに

されているように、画家セザンヌからの影響、非西洋圏の芸術や先史時代の彫刻からの影響のもとパブ

ロ・ピカソにより開始されたと考えられていました。他方で1988年のパリ・ピカソ美術館での企画「ア

ヴィニョンの娘たち」展では、ピカソがキュビスムの発見と並行して、人体比率の研究や古代彫刻の模

写といった、美術教育で学ばれるような所謂アカデミックな素描を行っていたことが明らかにされまし

た。ただしこうしたアカデミックな素描とキュビスム形成との関連性に関する先行研究の考察は憶測の

域を出ず、事例に基づき論証されることはありませんでした。

このことに着目し、わたしが研究の目的としたのは、芸術家たちが美術教育で学んでいた科学的な知

識である美術解剖学との関連から、キュビスム的身体表象を分析することで、20世紀美術史研究に新知

見を提示することでした。美術解剖学とは、人体や動物を描くための科学的知識であり、骨格や筋肉構

造を解説する一般的な解剖学だけでなく、人体比率や生理学・形態学・民俗学・人類学・古典古代の彫

刻の研究に関わる分野です。キュビスムと美術解剖学の関係が先行研究で看過されてきたのは、その歪

曲された身体表象が、解剖学的な正しさとは一見程遠いものであったからです。しかし実際に様々な芸

術家のキュビスム形成期の素描を見ると、解剖学的な知識に依拠しながら身体を図式化する試みを認め

ることができます。こうした点に着目し、博士論文では、ピカソを始めとするキュビスムの芸術家の作

品における美術解剖学の射程を考察の対象としました。

美術解剖学の知識が、どのようにキュビスムの身体像に反映されているのかを分析するために、本研

究ではまず仏西米の諸機関に所蔵されているキュビスムの画家の素描を調査しました。この結果、以下

のような美術史的新知見を得ました。まず、パブロ・ピカソの1907年から1911年の作品において、キ

ュビスム特有の非現実的な身体像が、人体比率の幾何学的なダイヤグラムや皮膚の下を顕在化させた解

剖学的図像に由来するものであることを論証しました。さらに、ピカソとは別の活動拠点を持っていた

ピュトー派のキュビスム作品においても、解剖学的イメージが新たな創造性の出発点として機能してい

たことを指摘しました。上記の成果をもとに、2015年3月にパリ西大学へ提出した博士論文では、キュ

ビスムの芸術家が、美術解剖学の知識を、同じ型を生み出す規範的なモデルではなく、多様な形態を生

み出す源として、いわば構造的なモデルとして作品に取り入れていたということ、そのうえで芸術家た

ちが自らの主観的な認識と融合させ、科学的客観性と完全な抽象のいずれにも還元されない新たな身体

像を生み出していたことを新知見として提示いたしました。

今後の研究においては、前衛芸術におけるこうした科学と芸術の特殊な結びつきに着目しつつ、そこ

にどのように思想・政治・社会の動きが関わってくるのかという複合的な文化運動の様態を、第一次世

界大戦や第二次世界大戦といった歴史的な出来事と芸術のかかわりに着目しながら行っていく予定です。

このことを通して、20世紀における文理の枠組みを超えた知と直観と感性の交流のあり方を浮き彫りに

していきたいと考えています。
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主な業績

【1. 学術論文・学術書】（掲載予定のものはのぞく）

(1)・Hiromi・Matsui, “ Entre constructi on et observati on : modèl e et modél i sati on de l a f i gure

humai ne・chez・Davi d・Ramsay・Hay・et・Carl ・Hei nri ch・Stratz” , ・dans・Cl aude・Bl anckaert, ・Jacquel i ne・Léon, ・

Didier・Samain・(ed.), Modél i sati ons et sci ences humai nes. Fi gurer, i nterpreter, si mul e, Paris,

Harmattan,・Collection・«・Histoire・des・scienceshumaines», 2016, pp. 165-180. 査読あり。

(2)・Hiromi・Matsui,“OrganizationofCubistAnatomy: PabloPicasso’sKnowledgeofArtisticAnatomy

and・his・Proto-cubistWorks”, Pi casso. Transf i gurati ons 1895-1972, cat. exp., MuseumofFineArts,

Hungarian・National・Gallery,・Budapest,・2016, pp. 36-45. 招待あり。展覧会図録論文（イタリア語版

が2016年10月に出版）。

(3)・松井裕美、「レイモン・デュシャン=ヴィヨンの素描におけるキュビスム形成の諸要因: 1907年か

ら1912年の身体像を中心として」、『鹿島美術財団年報32号』、2015年、120−132頁。

(4)・Hiromi・Matsui, DélphineMulard, KenDaimaru(éd.), AnnetteBecker, BernardAndrieu, Yamato

Saito,・Clémence・Awnavour,・Yumi・Murakami,・Shu・Hirata,・Séverine・Parail,・Nelly・Vi-tong, Claudine

Sadgert,・Hiromi・Matsui, Constructi on et déf i ni ti on du corps, Paris, Leséditionsdunet; Centre

d’études・multiculturelles・de・la・Maison・du・Japon, 2015, 128pp.（共編著）。査読あり。

(5)・Hiromi・Matsui, “L’établissementdel’historicitédel’anatomieartistiquedansladernière

moitié・du・XIXe・siècle”,・Cahi ers I nterdi sci pl i nai res de Recherche en Hi stoi re, Lettres, Langues

et・Arts,・n°・40,・septembre2014, pp. 255-277. 査読あり。

(6) 松井裕美、「素描教育から革新的身体表象の成立へ―美術解剖学の知識とパブロ・ピカソのプロト・

キュビスム作品」、『日仏美術学会会報』第33号、2013年、37−55頁。査読あり。

(7) 松井裕美、「図式と知覚の造形的実験―ピュトー・グループによるキュビスム的人体表象生成」、

『Résonances』第8号、36-46貢、2013年。査読あり。

(8)・Hiromi・Matsui, “Picasso’sCeramicsandFrenchCommunistPoliticsaftertheSecondWorld

War”,・Wi ndows・on・Comparati ve・Li terature, No. 8-9, April 2013, pp. 52-64.

(9)・松井裕美、｢1910年代の挿絵本における文学とキュビスム―ブラック、ピカソ、ジャコブ、ルヴェル

ディの試みをめぐって｣、『東京大学超域文化科学紀要』、135-154貢、2012年。査読あり。

そのほか商業誌における解説・総説など８件
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【2. 国際会議における発表】

(10)・Hiromi・Matsui, “Anatomizedlandscapesandwartimeexperiences”, International Colloquium

organized・by・CHT,・I mages of 20th Century Wars, f romCubi smto Surreal i sm, 12November2016.

(11)・Hiromi・Matsui, “RaymondDuchamp-Villonet l’expérienceducubismedanssesdessinsdes

années・1907-1912”, Broui l l ons, Essai s et Esqui sses d’ arti stes et d’ hi stori ens de l ’ art,

Poieirs,・Université・de・Poitiers,・Paris,・ÉcoleduLouvre, le28mai 282015. フランス語口頭発

表。

(12)・Hiromi・Matsui, “Del’apprentissagedudessinàlanaissanced’unenouvellereprésentation

du・corps・humain・:・la・connaissance・de・l’anatomieartistiqueetlesœuvresproto-cubistesdePablo

Picasso”,・colloque・intrnational・organisé・par・Musée・Picasso,・Revoi r Pi casso, Paris, Muséed’art

et・d’histoire・du・Judaïsme, le25mars2015. フランス語口頭発表、査読あり。

(13)Hiromi・Matsui, “L’aspectsocial desmultiplescéramiquesdePicassoetlecontextepolitique

de・l’après-guerre”, dansCol l oque i nternati onal , Pi casso cérami ste ?, Sèvres, Citédela

céramique,・le・24・mars・2014.・フランス語口頭発表。招待あり。

(14)・Hiromi・Matsui, “Déconstructionetreconstructiondel’imageducorps: Leconceptdela

régénération・dans・la・représentation・des・femmes・chez・les・artistes・cubistes», Journéed’étude

dans・le・cadre・du・CEM,・Constructi on et déf i ni ti on du corps, Paris, MaisonduJapon, le8fevrier

2014.・フランス語口頭発表、査読あり。

(15)・Hiromi・Matsui, “DavidRamsayHayetCarl HeinrichStratz: deuxconceptionsdumodèle

géométrique・de・la・figure・humaine”,・Colloque・SHESL-HTL2014, Modèl es et modél i sati ons en sci ences

du・l angage, ・de・l ’ homme・et・de・l a・soci été. ・Perspecti ves・hi stori ques・et・épi stémol ogi ques, Paris,

les・24・et・25・janvier・2014.・フランス語口頭発表、査読あり。

(16)・Hiromi・Matsui, “TheInfluenceof AnatomicIllustrationsonCubistSchemaandaMultiple

Viewpoint”,・4th・International・Illustration・symposium,・Sci ence, I magi nati on and the I l l ustrati on

of・Knowl edge, OxfordUniversityMuseumof Natural HistoryandPittRiversMuseum, Oxford, UK,

7-8・Nov.・2013.・英語ポスター発表、査読あり。

(17)・Hiromi・Matsui, “Révélerlastructure: laportéedesconnaissancesanatomiquesdanslesœuvres

cubistes・de・Pablo・Picasso”,・Colloque・international,・Catal ogue des connai ssances : recensi on et

réuti l i sati on・des・savoi rs et savoi r-fai re cul turel s, UniversitéCatholiquedel’Ouest, Angers,

les・30-31・mai,・2013.・フランス語口頭発表、査読あり。

(18)・Hiromi・Matsui,, “FemmesetCulturePhysiquedanslesartsplastiquesàl’aubedu

cubisme”,・Colloque・international, Fémi ni n-Mascul i n, UniversitédeLimoges, Limoges, les7-9mars

2013.・フランス語口頭発表、査読あり。

(19)・Hiromi・Matsui, “Picasso’sCeramicsandFrenchCommunistPoliticsaftertheSecondWorld

War”,・9th・Ohsawa・Colloquium,・Tokyo,・Universiry・of・Tokyo,・May・26,・2012.・英語口頭発表、査読あ

り。
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(20)・Hiromi・Matsui, “MeasurementandExcessintheWorksofPabloPicasso”, AAHSummerSymposium

2012, Art・and・Sci ence: ・Knowl edge, ・Creati on・and・Di scovery, ・TheRoyal Academy, London, June28th

2012.・英語口頭発表、査読あり。

(21)・Hiromi・Matsui, “MesureetDémesuredansl’œuvredePabloPicasso: Recherchesdeproportion

et・formation・d’une・nouvelle・anatomie・en・1907”,・Ecole・de・printemps,・Arts et Savoi rs, Paris, INHA,

le・16・mai・2012. フランス語口頭発表、査読あり。

(22)・Hiromi・Matsui, “CubismeetLittérature–“l’espritcubiste”etleslivresillustrésdans

les・années・1910”,・Atelier・de・doctorants,・Le processus créateur dans l ’ art et dans l a l i ttérature:

procédés, ・trai tement・arti sti que・et・conceptual i sati on, MarbachamNeckar, Deutsches

Literaturarchiv,・le・26・janvier・2012. フランス語口頭発表。招待あり。

そのほか国内学会、シンポジウムなどにおける発表４件

【3. 学位論文】

(23)・Hiromi・Matsui, «L'architectoniquecubisteducorps: LesschémasanatomiqueschezPicassoetRaymond
Duchamp-Villon,・1907-1918», パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校, 博士論文（美術史）, フランス, 942

頁,・2015年3月提出.

(24)・Hiromi・Matsui, «PabloPicasso, MaxJacobetl’espritcubiste: TexteetImagedanslecycledeSaint

Matorel・»,・パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校, 修士論文（美術史・Master2）, フランス, 316頁, 2011

年9月提出.

(25)・松井裕美, 「1947－1948年のピカソの陶器制作―アンティーブ美術館のコレクションを中心として」, 東

京大学大学院総合文化研究科, 修士論文（文学）, 146頁, 2009年度提出.
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2016 年11 月24 日版

2016年度名古屋大学「 法整備支援の研究」 全体会議

「 ASEANと地域内法協力への展望」

日時： 2016 年12 月18 日（ 日） 10： 00～17： 10

場所： 名古屋大学・ アジア法交流館（ 2 階） アジアコミ ュニティ フォーラム

主催： 名古屋大学大学院法学研究科

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（ CALE）

助成： 科学研究費補助金・ 基盤研究（ A）「 ASEAN 経済共同体構築による加盟国法へ

のインパクト 」

使用言語： 英語・ 日本語（ 同時通訳あり）

＜趣旨＞

ASEAN は、 1967 年のバンコク宣言で設立されたものであるが、 昨年2015 年末に、「 政

治安全保障共同体」、「 経済共同体」 および「 社会文化共同体」 の三共同体の設立を宣言し、

いわば統合を志向する組織であることを明確にした。しかし、そもそもバンコク宣言は法的

性格をもたない政治文書であり、事務局の自律性はほとんどなく 、さらに、すべての会議体

で今日に至るまで意思決定はコンセンサス制を原則としている。 組織としての性格に変化

が生じたことが確認できるのは、2007 年のASEAN 憲章（ 2008 年） によってである。つま

り、 ASEAN の半世紀に及ぶ歴史の最初の40 年間は、 基本的には、 国家間の友好関係を確

保するための緩やかな組織であった。そのため、政治学者の分析対象ではあっても、法学者・

法律家の関心を引く ことは稀であった。

法的性格を有する新たな基本文書である ASEAN 憲章では、 ASEAN の法人格が明文で

確認され（ 3 条）、事務局職員の加盟国政府からの独立性の保障が強化されるとともに、「 単

一の市場および生産拠点」 の創設（ 1 条5 号） や民主主義の強化・ グッドガバナンスと法の

支配の向上・ 人権の促進および保護（ 1 条7 号）などが、目的として謳われることになった。

こうして、ASEAN 自体の法化が加速されるとともに、ASEAN が、地域内法協力のための

プラット フォームとしてより効率的に機能する基盤が与えられたのである。これまでの、政

治的合意を積み重ねるというプロセスが、 ある程度省略できるようになったからである。

本会議では、 まず、 ASEAN 憲章に具体化された ASEAN という国際組織の性格上の発

展、 とりわけ法化の動向を明らかにする。

他方このように、 ASEAN が加盟国法のプラット フォームとなる条件が整備されたもの

の、実際には、各国の法改革は、ASEAN 自身がイニシアチヴをとるというよりは、各国が

ASEAN 地域の他国の動向をも参照しつつ進めているのが現状である（ タテの法変動よりも

ヨコの法変動）。 したがって、 もう一つの柱として、 ASEAN での共通項への探求の動きと

ASEAN を意識した各国法の動向についても、 端緒的に分析を行い、 議論したい。
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2016 年11 月24 日版

＜プログラム（ 案） ＞

09： 30 開場・ 受付開始

10： 00-10： 10 開会挨拶・ 趣旨説明

小畑郁（ 名古屋大学法政国際教育協力研究センター長）

10： 15-12： 15

第1セッショ ン： ASEAN法の展望

10： 15-10： 35 「 ASEAN における紛争解決制度の整備とその意義（ 仮）」

Walter Woon（ シンガポール国立大学教授）

10： 35-10： 55 「 国際組織法からみたASEAN の発展（ 仮）」

山形 英郎（ 名古屋大学大学院国際開発研究科教授）

10： 55-11： 15 「 ASEAN の拡大と性格変化（ 仮）」

Suthipand Chirathivat（ チュラロンコン大学ASEAN センター長）

11： 15-12： 15 質疑応答・ 全体討論

14： 00-15： 20

第2セッショ ン： ASEAN地域共通理念の模索

14： 00-14： 20 「 東南アジアにおける新たな「 国際人権」 観念の胎動」

小畑郁（ 名古屋大学法政国際教育協力研究センター長）

14： 20-14： 40 「 東南アジア環境協力の進展と ASEAN」

髙村ゆかり（ 名古屋大学大学院環境学研究科教授）

14： 40-15： 20 質疑応答・ 全体討論

15： 40-17： 00

第3セッショ ン： ASEAN地域各国法の動向

15： 40-16： 00 「 東南アジア地域における家族法をめぐる動向――なぜ今調査が求めら

れているか」

伊藤弘子（ 名古屋大学大学院法学研究科特任准教授）

16： 00-16： 20 「 アジア市場経済移行国における行政法の法典化と ASEAN」

市橋克哉（ 名古屋大学理事・ 副総長）

16： 20-17： 00 質疑応答・ 全体討論

17： 00-17： 10 閉会挨拶

國分典子（ 名古屋大学法政国際教育協力研究センター副センター長）
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

(11月)28日
(月)、
12日(月)

役員会

6日(火)、
20日(火)

部局長会

20日(火) 教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

7日(水)
教授会(法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

14日(水)
教授会(文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、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)

21日(水)

教授会(情報文化学部、医学系研究科、工学部・工学研究科、農学部・生命農学研
究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究科、情報科学
研究科、未来材料・システム研究所、宇宙地球環境研究所、総合保健体育科学セ
ンター)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(木) 教授会(創薬科学研究科)

26日(月)
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)

名古屋大学　平成28年12月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

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」
講演者阪本真由美(減災連携研究センター特任准教授)、隈本邦彦
(同客員教授)他
内容：防災基礎研修
定員：60名
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

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企画
展
「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：9：00～20：00(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
内容：毎月見ごろの植物を紹介する「今月の野外観察園」を一斉展
示し四季折々の植物を紹介する
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

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」

1月31日(火)～
2月25日(土)
(日・月曜日休
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Ⅱ期」

11月25日(金)
～
12月26日(月)

附属図書館医学部分館・大学文
書資料室企画展「戦争と大学 ふ
たたび－軍医と銃後－」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：附属図書館医学部分館と大学文書資料室の所蔵史料の中
から、軍医と銃後に関わる当時の図書・写真・医療器具等を展示公
開する
入場料：無料

大学文書資料室
052-789-2046

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1日(木)
環境安全衛生管理室
創立40周年記念講演会

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：00～16：30
講演題目：「フライブルク大学における産廃物処理の取り組み」
講演者：J rgen Steck氏(フライブルク大学環境保護部長)
講演題目：「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」
講演者：Peck Thian Guan氏(シンガポール国立大学環境安全衛生
管理室長)
講演題目：「名古屋大学の環境安全衛生のこれからの10年の展
望」
講演者：村田静昭(環境学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

施設管理部環境安全支援課
052-789-2116

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
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12月1日(木)
高等教育研究センター
第138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：「データに見る初年次学習の重要性－東京理科大学に
おける調査から－」
講演者：山本　誠氏(東京理科大学副学長・教育開発センター長)
内容：東京理科大学の調査の経緯・結果の詳細について説明する
とともに、初年次学生に対して実施している各種対策を紹介する
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

12月3日(土)
量子エネルギー工学教室
創立五十周年記念式典・記念祝
賀会

［記念式典］
場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：14：00～

［記念祝賀会］
場所：野依記念学術交流館1階レセプションホール
時間：16：30～
会費：7,000円

量子エネルギー工学教室名原会
kinen50@nucl.nagoya-u.ac.jp

12月3日(土) 大学教務実践研究会第4回大会

場所：中京大学名古屋キャンパスセンタービル(0号館)(名古屋市昭
和区)
時間：10：00～15：00
内容：「現場で活躍するために必要な資質の向上」を全体テーマと
して、「職員育成」「学生支援」「教職課程」をテーマとした3つの分科
会を設定し、実践的な知識を共有する
定員：200名
対象：大学関係者、一般
参加費：1,000円(本学および中京大学構成員は無料)

高等教育システム開発部門
助教　齋藤芳子
052-789-5384

12月5日(月) 第126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：「南海トラフ沿岸湖沼に記録された過去7300年間の巨大
津波堆積物」
講演者：岡村　眞氏(高知大学特任教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月6日(火)
第16回遺伝子実験施設公開セミ
ナー「身近な小動物から見えてく
る私たちの遺伝子とその進化」

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「メダカの系統と性決定機構の多様性」
講演者：酒泉　満氏(新潟大学教授)
講演題目：「染色体から読み解く脊椎動物の進化」
講演者：松田洋一(生命農学研究科教授)
講演題目：「Back to the Fish：マウスから魚まで俯瞰して発生遺伝
子のシス制御進化を考える」
講演者：城石俊彦氏(情報・システム研究機構国立遺伝学研究所教
授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

遺伝子実験施設
教授 　杉田　護
052-789-3080

12月6日(火)
名古屋大学協力会第3回次世代
ロボット講演会「社会実装期を迎
える自律移動ロボット」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：14：00～17：15
内容：パーソナル・モビリティを成果物としてわが国が総力を挙げて
構築すべきロボット技術は何か、AIや自動運転技術といかに融合
して行くべきか等について話題の提供を行い、議論を交わす
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

12月7日(水)、
8日(木)

平成28年度中部地区医療・バイ
オ系シーズ発表会

場所：名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)(名古屋市千種区)
時間：13：00～17：00(12/7)、10：00～16：00(12/8)
内容：中部地区の大学等研究機関から医療・バイオに関する最先
端の技術シーズを発表。平成28年度は33研究シーズ(うち本学から
は14シーズ)
対象：主に中部地区の企業および大学等の研究者
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
首席リサーチ・アドミニストレーター
髙野　純
052-747-6793
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12月8日(木)

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」第11回グローバル人材のため
の国際情勢講座

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：30～15：00
講演題目：「グローバル化の中での日本の大学と人材育成」
講演者：ジェイスン・ジェイムズ氏(大和日英基金事務局長)
内容：激動する国際情勢の中で日本はどのような役割を果たすべ
きか、英国と日本は地球的規模の課題の解決に向けてどのように
協力していくべきか、そのために大学には何ができるのか、大学に
おける人材育成はどうあるべきか、などについて講演する(使用言
語は英語で同時通訳あり)
対象：学生、一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
052-789-5717

12月9日(金)
医学系研究科と岐阜薬科大学と
の連携・協力に関する基本協定
書調印式

場所：中央診療棟7階特別会議室
時間：15：30～16：00(調印式)、16：00～16：30(記者会見)

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2774

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(本学前総長)
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9日(金)
野依良治博士アカデミーサロン第
23回「野依さんと語ろう！」

場所：野依記念物質科学研究館7階会議室
時間：17：00～18：00
テーマ：「欠乏という豊かさ」
対象：大学生、大学院生
参加費：無料

研究協力部研究支援課
052-788-6153

12月10日(土)
2016年度伊勢湾流域圏ORT報告
会「恵那市のミライ－名古屋大学
の学生・教員がアツく語る－」

場所：恵那市消防防災センター3階防災研修室(恵那市長島町)
時間：13：30～16：30
内容：2016年度に恵那市で実施した臨床環境学研修(ORT：On-
site Research Training)・持続可能な地域づくり実践セミナーを受講
した学生たちが成果を発表。学生からの報告を受け、恵那市の市
長(予定)、住民・NPO・行政の方々から意見をいただき議論する
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
附属持続的共発展教育研究センター
特任准教授　杉山範子
052-747-6547

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：13：00～16：40
講演題目：「本棟造としての馬場家住宅(仮題)」
講演者：吉澤政己氏(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

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：10：00～18：30(12/10)、10：00～15：00(12/17、2/4)
テーマ：「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－」、「開発コンサルタント業界を知ろ
う！－開発コンサルタント企業数社のニーズを聞き、現状を知ろう
－」(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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12月10日(土)、
12月17日(土)、
1月21日(土)、
1月28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

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

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：ケンダール・ハウク氏(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)、マリナ・クイモヴァ氏(インペリ
アル・カレッジ・ロンドン)、ランダール・パターソン氏(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)、ピーター・マッコート氏(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)、
スコット・J・ミラー氏(イェール大学)、ハガン・ベイレイ氏(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)
内容：世界で活躍する有機合成化学者、動植物生物学者、理論家
学者が最先端の研究成果を講演。世界で活躍する若手の有機化
学者および生物学者を表彰する第12回平田アワードおよび第2回
岡崎アワードも同時に開催
定員：300名
対象：有機化学、動植物科学およびその学際領域の研究者
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
時間：15：50～17：55
講演者：エミリー・バルスカス氏(ハーバード大学)
対象：有機化学、動植物科学およびその学際領域の研究者
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
時間：14：00～15：35
講演者：山下由紀子氏(ミシガン大学)
対象：有機化学、動植物科学およびその学際領域の研究者
参加費：無料

12月13日(火)
農学国際教育協力研究センター
2016年度第5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：「インドネシアの低生産地域における農業生産性の改善
に向けた取り組み」
講演者：ルジト・A・スウィグニョ(農学国際教育協力研究センター外
国人研究員)
内容：インドネシアの低生産性地域の土壌改良などに向けた取り組
みの現状と今後の課題について紹介する
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
教授　 江原　宏
052-789-4232

12月13日(火)
平成28年度第9回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
1月24日(火)、2月28日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4352

12月13日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第33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：「伊藤若冲『果蔬涅槃図』とその周辺」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
内容：伊藤若冲の作品から「果蔬涅槃図(かそうねはんず)」に焦点
をあてて若冲の人生観に迫る
定員：50名
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

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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12月14日(水)
第67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：「熊本地震での災害廃棄物対応」
講演者：平山修久(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

12月17日(土) 第15回坂田・早川記念レクチャー

場所：名古屋市科学館地下2階サイエンスホール(名古屋市中区)
時間：14：00～16：30
講演題目：「タウニュートリノの発見」
講演者：丹羽公雄(本学名誉教授)
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料(名古屋市科学館の観覧料が必要)

理学研究科
講師 　中野敏行
052-789-2559

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」［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－」
定員：30名
対象：学生、一般
参加費：無料

生命農学研究科
生物材料工学研究室
052-789-4147

12月17日(土)
多元数理科学研究科2017年度博
士課程(後期課程)入進学説明・相
談会第2回

場所：多元数理科学棟4階409講義室
時間：13：00～14：30
対象：多元数理科学研究科後期課程への入進学を希望している、
あるいは進路の一つとして考えている方
参加費：無料

多元数理科学研究科事務室
052-789-2429

12月17日(土)、
1月21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

12月19日(月)
愛知県農学系4機関による研究交
流会

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～17：30
講演題目：「重力屈性とプラントアーキテクチャ」
講演者：森田(寺尾)美代(生命農学研究科教授)
講演題目：「小麦品種『きぬあかり』の生育に応じた施肥法」
講演者：伴　佳典氏(愛知県農業総合試験場作物研究部主任)
講演題目：「アルカリ資材添加に伴う大麦根圏土壌の重金属形態と
微生物群集の生理的性質の変化」
講演者：墨　泰孝氏(中部大学助教)
講演題目：「附属農場における研究紹介」
講演者：礒井俊行氏(名城大学教授)
内容：愛知県農業総合試験場・中部大学応用生物学部・名城大学
農学部との研究交流会を行い、講演会・ポスター発表を行う
対象：学生、教職員
参加費：無料(懇親会は有料)

農学部・生命農学研究科事務部
052-789-5266

12月19日(月)
第69回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：青少年ひろば(7th CAFE)(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「オーロラから宇宙をさぐる」
講演者：塩川和夫(宇宙地球環境研究所教授)
内容：人工衛星や国際宇宙ステーションの運用に役立つオーロラ
の研究を紹介する
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：500円(ワンドリンク付き)

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

12月22日(木) Campus Concert

場所：豊田講堂
時間：18：00～
演奏曲目：「バラード第1番ト短調作品23」(フレデリック・ショパン)、
「くるみ割り人形 より」(ピョートル・チャイコフスキー)、「わが祖国 よ
り モルダウ」(ベドルジハ・スメタナ)
出演：高島美穂氏(ピアノ)、天野初菜氏(ピアノ)
対象：幼児以上、一般
参加費：無料

総務部広報渉外課
052-747-6558
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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5日(木)～
7日(土)

The 3rd KMI International
Symposium on "Quest for the
Origin of Particles and the
Universe" (KMI2017)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～21：00(1/5)、9：00～18：30(1/6)、9：00～13：25(1/7)

素粒子宇宙起源研究機構
KMI2017@kmi.nagoya-u.ac.jp

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

1月21日(土)
博物館企画展関連ワークショップ
「古代の道具を記録する：石器づ
くりとスケッチに挑戦しよう」

場所：博物館3階講義室(予定)
時間：13：30～15：00
講師：門脇誠二(博物館講師)

博物館事務室
052-789-5767

1月23日(月)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第24回名古屋ビジネスセミ
ナー

場所：ウインクあいち12階会議室(1201)(名古屋市中村区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「我が国航空宇宙産業の現状と展望」
講演者：貞井俊介氏(三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システ
ム製作所小牧南工場長)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

1月27日(金)
第22回名古屋メダルセミナー(The
22nd Nagoya Medal of Organic
Chemistry)

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：10：00～18：00
講演者：ステファン・L・バックワルド氏(マサチューセッツ工科大学教
授)、 澤村正也氏(北海道大学教授)
参加費：無料

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
052-789-4999

2月15日(水)、
22日(水)

博物館企画展関連ボタニカルア
－ト実演「植物を記録する」

場所：博物館2階展示室
時間：13：30～15：00
講師：東海林富子氏(植物画家)

博物館事務室
052-789-5767
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