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本日12月21日
昭和南海地震から
70年を迎えます

南海トラフ地震を前に
産学官協働で克服する

体制を整えます
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共同研究
共同利用

階層的強靭化共創社会構築（イメージ）
将来イメージ・東海圏強靭化共創センター（仮称）
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人材育成委員会
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教訓伝承

大学B
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名古屋大学減災連携研究センター

2



名古屋大学減災連携研究センター

H22.12減災連携研究センター仮設置

H24.1 減災連携研究センター正式発足

H24.4 ３つの寄付研究部門の設置 中電・東邦ガス・応用地質

H24.7 産官学民連携の「あいち防災・減災カレッジ」開講

H25.3 ６大学連携の「東海圏減災研究コンソーシアム」設立

H26.3 「減災館」の完成と一般公開 これまでに約4万人の来館者

教員・専任18人・客員9人・兼任27人＋研究員36人

協定・覚書
中部地整局、愛知県、静岡県、名古屋市、西三河市町

名古屋都市センター、防災科学技術研究所など

平成２９年度共通政策課題（全国共同利用・共同実施分）概算要求中

階層的強靭化共創社会を実現するための連携研究拠点形成事業

あいち・なごや強靭化共創センター（仮称）

本格的な産学官連携、産業防災・減災戦略、12月22日に協議会設立
名古屋大学減災連携研究センター

報道の解禁日（日本時間）
(ﾃﾚﾋﾞ,ﾗｼﾞｵ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)：平成28年12月22日 午後１時
(新 聞) ：平成28年12月22日 付夕刊
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愛知県議会 平成28年12月定例議会 代表質問知事答弁抜粋（平成28年12月5日（月））

＜自由民主党 石井芳樹議員 質問要旨＞
本県の産業を守るためには、行政だけでなく、産業界や大学と連携して事前の対
策を進めていく必要があると思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、知
事のご所見をお伺いいたします。

＜大村知事答弁＞

災害時の産業の早期復旧に向けた強靱化の取組についてであります。

本県は圧倒的な産業集積を誇る日本一の産業県であることから、南海トラフ地震
などの大規模災害により本県が被災し、産業の復旧が遅れることになれば、我が
国の経済や国民生活に多大な影響を及ぼすことになります。

それを防ぐためには、先ずは、企業自らがＢＣＰの策定等により防災力を高めるこ
とが必要であります。また、県としても、個々の中小企業のＢＣＰの策定を支援する
だけでなく、産業界や防災・減災に関する最新の知見を有する大学等の研究機関
とも連携し、平時から産学官が総力を挙げ災害時における産業の早期復旧を実現
するための取組を進める必要があります。

そのため、本県としましては、中部経済連合会や名古屋大学などと共に、産業の
早期復旧に必要な対策の立案や、それを担う人材の育成等の取組を戦略的に推
進する体制の構築に向けた協議を年内にも始めてまいります。そして、来年度に
は、産学官が連携し産業の早期復旧に取り組む体制を構築してまいりたいと考え
ております。

このように、産学官の連携をより一層深め、災害に負けない、強さとしなやかさを
備えた、いわゆるレジリエンスな愛知の構築に向け、しっかりと取り組んでまいりま
す。
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あいち・なごや強靱化共創センター（仮称）構想の概要

個別企業

連携

あいち・なごや強靱化共創センター

中部経済連合会中部経済連合会

名古屋商工会議所名古屋商工会議所

派遣
事務局運営

減災連携研究
センター（減災館）
内に設置

中部圏社会経済
研究所

中部圏社会経済
研究所

名古屋
都市センター

名古屋
都市センター

シンクタンク

連携

名古屋大学名古屋大学

負担金

産

派遣

愛知県
名古屋市・市町村

愛知県
名古屋市・市町村

中部経済産業局
中部地方整備局

＜中部圏＞ ＜愛知県＞

負担金連携

官

学
運営費負担

大規模災害発生時においても、愛知・名古屋を中核とした中部圏の社会経済活動を維持
するための研究開発や事業を、産学官が戦略的に推進。

＜開設時期＞ 平成２９年（２０１７年） ７月（予定）
＜運営経費＞ 年間５千万円～１億円（名古屋大学の運営予算、県、名古屋市、企業の拠出金等）

研究・開発部門

調査研究
・産業基盤のボトルネック解析
・インフラ優先復旧順位
・発災時情報共有
・新防災学習システム 等

事業部門

防災ワンストップ
・相談窓口の設置
・意見交換の場のコーディネート

産業人材育成
・ＢＣＰ講習会

民間人材育成
・減災館を活用した啓発活動

行政人材育成
・市町村等職員への専門研修
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Food Tasting and Product Development Workshop in Tokai
（案） 

  在⽇外国⼈による⾷品のティスティングおよび商品開発ワークショップ   
 
■ 背景 
 

昨年度、ジェトロ名古屋は Food Tasting（在日外国人による「愛知産品」ティスティング

プロジェクト）を計 3 回実施しました。名古屋大学は、留学生の募集や会場提供面で、これ

に協力致しました。 

このイベントは、海外で食品を販売するには現地での味覚や嗜好を知ることが必要不可欠

であり、それを愛知県内の在日外国人に協力してもらうことで、県内の食品事業者が、日本

に居ながらにして輸出関心地域における味覚や嗜好を知る機会を提供し、自社商品の開発や

味のチューニング等に活かしてもらう、ことを目的としていました。 

今年度は、上記プロジェクトの実績と反省を踏まえ、味覚や嗜好の違いという面だけでな

く、パッケージデザインやネーミング、販売価格帯等を含めた、商品開発を、企業と留学生

が共同で実施するワークショップを企画したいものです。 

 

■ 本ワークショップのメリット 
【参加留学生】 

・商品開発プロセスを実践的に学ぶ機会を得る 

・中部地区の地場産業について知見を広げることができる。  

【参加企業】 

  ・海外向け商品の開発を外国人のニーズ、嗜好を確認しながら進めることができる。 

・海外展開に必要な人材のリクルートに繋がる可能性がある。 

【大学】 

  ・留学生に対しキャリアディベロップメントに資する教育機会を提供できる。 

  ・地場企業の海外展開をサポートすることで地域社会に貢献できる。 

  

■主催：日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター 
 
■共催： 

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 
名古屋大学 国際機構 
中部経済産業局（予定） 

 
■後援・協力(予定)：東海農政局、名古屋国際センター、名古屋外国語大学、 

愛知県食品輸出研究会、岐阜県食品輸出研究会、三重県 

食品輸出研究会 

 
■日時(予定)：2017 年 1 月 21 日(土) 13:00～17:00 
 
■場所(予定)：名古屋大学 NIC 館 大会議室 他 
 
■対象として想定する在日外国人（留学生）の出身地と人数 
 ・出身地：①【中国（香港・台湾を含む）】,②【東南アジア】,③【北米】, ④【EU】 

 ・人数：合計２４人 （上記 4つの【地域】@ 6 人/【地域】） 
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■対象品目：加工食品全般（但し、酒類は除く） 
 
■募集対象者：東海地方（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）の食品製造・販 
       売事業者 ８社程度 
 
■内容・構成 
 （１）【ブリーフ・レクチャー】海外向け商品開発の基本（30 分） 
 （２）参加企業紹介（1 社 2 分程度） 
 （３）Food Tasting and Discussion (グループ別に実施) 15 分ｘ8   

愛知県内の在留外国人（留学生、研修生、駐在者等）に、東海地域の食品事業者が輸出

を計画する商品を、現地購買者（消費者）という立場で試食や吟味をしてもらう。 

次に、食品事業者が用意するアンケートに回答。 

最後に、グループ内の参加者に対象商品を現地で拡販するためにはどうすべきかを討論

する改善案をまとめる。 

 （４）まとめ （参加企業よりディスカッション内容のサマリーを発表） 
 

■実施スケジュール 

・10 月中旬：昨年度実施の Food Tasting の総括、 

今年度プロジェクトの方向性についての討議、意見交換 

・11 月中旬：今年度プロジェクトの実施可否に関する確認 

        可の場合⇒同プロジェクトの概要を決定 

       関係者との事前打ち合わせ 

・12 月上旬：東海地域食品事業者の募集を開始 

       在日外国人（留学生）への募集を開始 

・1 月上旬：参加外国人のスクリーニングとグループ分け、および事前説明 

・1 月 21 日：本プロジェクトの実施 

 

以上 
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Food Tasting and 
Product Development Workshop

2017  Jan. 21st ( Saturday)
13:00 – 17:00

At NIC ( National Innovation Complex) Building 
in Nagoya University, Higashiyama Campus

Arranger: “JETRO Nagoya Office “ 
Co-arranger: “Academic Research and Academia-Industry-Government 
Collaboration”, and “Institute of International Education & Exchange”, both 
at Nagoya University

Traditional Taiyaki in Japan

Why not join us to re- design Japanese traditional foods into international 
trendy brands ?  

Japanese food makers who are located in Aichi, Gifu, Mie & Shizuoka pref. are 
coming over our campus, and providing their foods for tasting.
They’ d be grateful if they could get some fresh, innovative ideas on how they 
could create new products from their original ones to be international trendy 
ones, like case example of New York -style Taiyaki as shown below.  They also 
expect novel argument for selling their food products into foreign markets.

*Taiyaki: fish‐shaped  pancakes with red soy‐bean  pasts

Any foreign students are welcome to join the event. You can enjoy 
Japanese traditional foods with some souvenirs ( equivalent to 3,000 yen) .  

Registration Pre-registration is requested. For registration, please email 
to nag.@jetro.go.jp, informing us of your name, sex, age 
and the country where you are from.  

More information Please contact Isao Nagata (JETRO) at 052-589-6210

Taiyaki NYC
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1 

H eForShe イベント 『Global I deathon（アイデアソン）』 実施報告

日時: 12 月 6 日（火）

場所： 理学南館 1F セミナー室

テーマ: 「サークルや部活動等での性暴力をどうやって撲滅するか」

“ How can we eradicate gender-based violence from social activities on campus?”

概要： UN Women による HeForShe を推進する世界の 10 大学は、共通コミットメントとして「安全なキャンパス

の構築」を掲げています。「女性に対する暴力撤廃の国際デー(11 月 25 日)」に合わせて、本学を含め

た 8 大学が参加し、キャンパスやキャンパス・ライフから性暴力を撲滅するための解決策についてのア

イデアソンを開催しました。アイデアソンとは、アイデアとマラソンを組み合わせた造語で、新しいアイ

デアを生み出すために行われるイベントを指します。各大学でのアイデアソンの開催の様子や解決策

は twitter の#GlobalIdeathon を通じて、グローバルに発信されました。

本学のイベントは、学生主体で行われ、国際開発研究科の院生 M CCALLUM  Derrace Garfield, 

STEWART Jennifer Leanne, CARDOSO MONIZ Elisabeth および G30 の学部生 Kumudra A ung が企

画運営を担当しました。当日は 20 名の学生が参加し、小グループに分かれて議論を行った後、それ

ぞれのグループでの解決策を発表し合い、どの解決策が最も有効か議論を行いました。白熱した議

論を経て、それぞれの解決策を統合した案を動画で発信することが合意されました。

これらの解決策の提案は、大学として実施することを目指して、今後具体的に検討される予定です。

写真：

岡田亜弥副理事・国際開発研究科教授による趣旨説明 グループごとに解決策のアイデアを議論

各グループで考えた解決策を発表 発表された多数のアイデア
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どのアイデアが有効か、白熱した議論 一つにまとめた解決案を全員でビデオ発表

ツイッターで発信されたイベントの様子
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平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇ 

  名古屋教育記者会 御中 

 

⽮野きよ実さんと語る 
『あすけあいプロジェクトフォーラム 2017』の開催について 

  
国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学では、⼀般財団法⼈トヨタ・モビリティ基⾦の研究助成を受け

て、豊⽥市⾜助地区において、中⼭間地域における⾼齢者をはじめ、そこに暮らす住⺠の
⽣活の質 (QOL)向上を実現するため、モビリティを活⽤した持続可能な社会システムの構
築を⽬指した共同研究を実施しています。 

この度、「あすけあいプロジェクト」の取組について、地域住⺠に広く周知するとともに、
⾜助地区と旭地区の地域住⺠の参加者を増進するため、「あすけあいプロジェクトフォーラ
ム 2017」を以下の要領で開催します。 

記 

１ 開催⽇時 
平成２９年１⽉２２⽇（⽇）午後２時 ４時（開場 午後１時 30 分） 

２ 開催場所 
⾜助交流館 飯盛座（豊⽥市⾜助町蔵ノ前 16） 申込不要・⼊場無料 

３ 内容 
（１）テーマ 
  「健やかで楽しい暮らしをいつまでも続けるためには」 
（２）プログラム 

○あすけあいプロジェクトの紹介 
○講演「地域のご縁 動けばつながる」（講演者：⽮野きよ実） 
○対談「健やかで楽しい暮らしをいつまでも続けるためには」 

登壇者：⽮野きよ実 
名古屋⼤学 教授/あすけあいプロジェクトリーダー 森川⾼⾏、 

⾜助病院 院⻑ 早川富博、豊⽥市⻑ 太⽥稔彦 
○あすけあいプロジェクトの参加の仕⽅について 

あすけあいカーなどの移動⽀援、健康⾒守りサービス 
４ 主催・共催 

主催：あすけあいプロジェクト実⾏委員会 
（名古屋⼤学、東京⼤学、⾜助病院、豊⽥市、トヨタ・モビリティ基⾦） 
共催：名古屋ＣＯＩ拠点 

以上 
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【アクセス】  
⾜助交流館〒444-2424 愛知県豊⽥市⾜助町蔵ノ前 16TEL：0565-62-1251 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

交通機関 ( バス ) 
豊⽥市駅からお越しの⽅ 
名鉄バス（⽮並線）「⾹嵐渓⼀の⾕⼝」から徒歩３分 
浄⽔駅からお越しの⽅ 
おいでんバス（さなげ・⾜助線）「⼀の⾕⼝」から徒歩３分

お⾞でお越しの場合 
⾜助⽀所駐⾞場 
宮町駐⾞場 

をご利⽤ください。

＜共同研究契約に関すること＞ 

名古屋大学未来社会創造機構 

担当：研究員 剱持 

TEL  ：052-789-3565 

FAX  ：052-789-5728 

E-mail：chiho@trans.civil.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 
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2016.12.21 

 

さくらサイエンス交流 

日時 平成 29 年 1 月 19 日（木） 

目的 科学技術は、これからのアジア地域の未来を切り拓くものであり、未来を担うアジ

ア地域と日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることは、これからのアジア

地域と日本の未来にとって、極めて重要なことです。 

  「日本・アジア青少年サイエンス交流事業」（以下、「さくらサイエンスプラン」という。）

は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジア地域の青少年が日本を短期に訪問し、

未来を担うアジア地域と日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指し

ます。そしてアジア地域の青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の

大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジ

ア地域と日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。 

（さくらサイエンス HP より） 

 

プログラム全体： 

訪日期間：1 月 15 日～21 日 

内容  ：日本科学未来館見学（東京） 

     東京理科大学訪問（東京）  秋山先生講演 

     東京都市大学訪問（東京）  白川実験教室参加 

     名古屋大学訪問 （名古屋） 天野浩先生との対談 

                   高校生との交流 

                   日本文化体験 

     筑波大学・電気通信大学訪問（東京） 

 

参加者（海外）：144 名 

内訳）高校生 120 名（中国 100 名、パキスタン 20 名） 

引率者 24 名（中国 20 名、パキスタン 4 名） 

参加者（附属学校）：130 名 ※1 月 19 日のみ 

       内訳）高校生 120 名 

          教員  10 名 

 

名古屋大学プログラム（1 月 19 日）： 

内容：ノーベル賞受賞者との対談  

ノーベル物理学賞受賞 天野 浩先生 

          日本人高校生との交流 

          日本文化体験 
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2016.12.21 

日程案（仮） 

 

10:00  訪日団新幹線にて名古屋駅到着→バス 4 台にて本学へ 

10:30  附属学校生徒坂田・平田ホールに到着 

11:00-12:30  

   ノーベル賞受賞者天野先生による講演会・高校生との対談＠坂田・平田ホール  

    講演、質疑応答、集合写真撮影 

    登壇した高校生との対談 30 分程度（ 中国・パキスタン・日本の高校生） 

12:30  日本の高校生との昼食交流 

15:00   日本文化体験（留学生のみ 170 名分）※内容は予定 

琴合奏体験【交流ホール】 

折り紙 T シャツ作り体験 【調理室】 

よさこい体験【体育館】 

弓道体験【弓道場】 

茶道体験【和室】 

16:15-16:35    名古屋大学 AO による大学概要説明、留学案内等（交流ホール） 

16:35    附属学校出発 

17:00    バスにて本学出発 

18:00    名古屋駅到着 

 

参考資料） 平成 28 年 7 月 6 日（水）に行った同様の企画の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

益川先生と高校生の対談の様子      益川先生へ質問をする高校生 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の高校生との昼食交流         日本文化体験の様子 
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単位チョコ　発売までの経過

■きっかけ　3年前の「単位パン」

　・関東の大学生協で発売され話題に

　・菓子パンの表面に「単位」と刻印

■名大メダルチョコの発売

　・今年のホームカミングデイから販売

　・約2ヶ月で・2,000枚の利用

■発売しようと思った1番の理由は・・・・・　

2016年12月名古屋大学生協今井
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単位チョコ　発売にむけて

■12月16日(金)　生協ウインターフェア

　・抽選会の景品として、全学で400枚を配布

　・この日が初登場　　反応は・・・

■1月4日(水)~5日(木)　新春福袋

　・福袋の景品として、配布予定（100枚程度）

■1月11日(水)　開講日から購買全店で販売

　・1枚100円(税込)　ミルクチョコ味

2016年12月名古屋大学生協今井

45



46



47



48



49



50



○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(金)、
16日(月)、
30日(月)

役員会

17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)

11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、環境学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

18日(水)

教授会(経済学部・経済学研究科、医学部・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、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)

19日(木) 教授会(創薬科学研究科)

20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)

25日(水)
教授会(文学研究科・文学部、教育学部・教育発達科学研究科、情報文化学部、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)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

名古屋大学　平成29年1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：隈本邦彦(減災連携研究センター客員教授)、他
内容：防災基礎研修
定員：60名
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

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

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(プレトニョフ編)」(ピョートル・チャイコフス
キー)、「わが祖国 より モルダウ(ピアノ連弾版)」(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

12月22日(木)

ILC大学連携タスクフォース講演
会
「宇宙創生の謎にせまる－国際リ
ニアコライダー計画」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：16：30～18：30
講演題目：「ILCの物理と加速器」
講演者：倉田正和氏(東京大学特任研究員)
講演題目：「LHCで探る素粒子の謎」
講演者：堀井泰之(理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター
助教)
内容：ILCで期待されるヒッグス粒子やトップクォークの研究と新粒
子発見の可能性、最先端の超伝導加速技術を用いた加速器設
計、およびILC計画を実現するための国内外の取り組みについて、
ILC計画に携わる若手研究者が分かりやすく解説
対象：高校生、大学生、教職員、一般
参加費：無料

現象解析研究センター
教授　飯嶋 徹
052-789-2902

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

12月27日(火)、
1月24日(火)

平成28年度第9回、第10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：「教育情報メディア技術を活用した授業設計に関する予
備的検討」(12/27)
講演者：戸田智基(情報基盤センター教授)
講演題目：「横浜国大におけるＩＴＩＬ導入の取り組み」(1/24)
講演者：田名部元成氏(横浜国立大学教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
2月28日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4352

1月5日(木)～
7日(土)

第3回素粒子宇宙起源研究機構
(KMI)国際シンポジウム
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)
講演者：中浜　優(現象解析研究センター准教授)、大村雄司(基礎
理論研究センター准教授)、他
内容：素粒子理論、素粒子実験、宇宙理論および宇宙観測の各分
野における最新の研究成果、今後の展望に関する第一線研究者
による講演
定員：100名
対象：素粒子理論および各分野における研究者、学生
参加費：5,000円(学生は無料)

素粒子宇宙起源研究機構事務室
052-747-6577

1月9日(月) 第9回「おもしろ科学教室」

場所：IB電子情報館中棟1階、東棟2階大講義室
時間：13：00～16：00
講演題目：「自動運転でクルマをもっと安心・安全なのりものに」
講演者：松ヶ谷和沖氏(デンソー株式会社ADAS推進部長)
内容：お話、展示・電子紙芝居見学、おもしろ科学工作教室
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

おもしろ科学教室
omoshiro-sci@outlook.jp

1月11日(水)
第68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：「大震法の見直しを考える」
講演者：鷺谷　威(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

1月16日(月)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「実世界データ循環学リー
ダー人材養成プログラム」
平成29年度入学者募の説明会

場所：IB電子情報館中棟1階011講義室
時間：18：00～19：00
内容：プログラムの紹介、出願方法、履修生紹介、施設紹介

リーディング大学院推進機構本部
052-789-3171

1月17日(火) 第127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：「災害時の環境衛生」
講演者：片山新太(未来材料・システム研究所教授)
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

1月18日(水)、
23日(月)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「フロンティア宇宙開拓リー
ダー養成プログラム」所属生募集
説明会

場所：理学南館1階セミナー室(1/18)、IB電子情報館中棟1階015講
義室(1/23)
時間：16：30～18：00
対象：本リーディングプログラムに興味のある学生、博士前期課程
の大学院生(専攻問わず)

理学・理学研究科
052-789-2930
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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
対象：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
時間：13：30～15：00
講師：門脇誠二(博物館講師)
定員：15名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

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

1月21日(土)、
2月18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

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10階会議室(1001)(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25日(水)
第70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
講演者：小俣達男(生命農学研究科教授)
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

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
講演題目：「Palladium-Catalyzed Carbon-Heteroatom Bond-
Forming Reactions」、「Copper-Catalyzed Asymmetric
Hydrofunctionalization Processes in Organic Synthesis」
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)
講演題目：「Ligand Design for Efficient Organic Synthesis」
講演者：澤村正也氏(北海道大学教授)
定員：250名
対象：有機合成化学やケミカルバイオロジーに興味のある方
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

1月30日(月)、
31日(火)

第29回宇宙地球環境研究所
年代測定研究シンポジウム

場所：研究所共同館Ⅱ3階ホール
時間：10：30～(1/30)、10：00～(1/31)
講演題目：「高圧・超高圧変成岩のフェンジャイトK-Ar年代学」
講演者：板谷徹丸氏(株式会社蒜山地質年代学研究所地質技術セ
ンター長)
講演題目：「鈴木和博先生を偲ぶ：微小領域微量分析からCHIME
へ」
講演者：榎並正樹(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「KIGAMにおける加速器質量分析装置の学術的利用」
講演者：Wan Hong氏(韓国地質資源研究院(KIGAM)地質分析セン
ター長)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
基盤研究部門年代測定研究部
052-789-2579

1月31日(火)
高等教育研究センター
第139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
講演者：ジャン・マリー・フィロック氏(西ブルターニュ大学副総長)
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
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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：10：00～15：00
テーマ：「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－」
対象：博士課程学生、ポスドク

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

2月11日(土)
博物館コンサート NUMCo
「ミュ－ジックベルの調べ」

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

博物館事務室
052-789-5767

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

2月18日(土)
［博物館友の会会員向け］
ミクロ倶楽部

場所：博物館2階実験室
時間：12：30～16：00

博物館事務室
052-789-5767

3月4日(土)
医学系研究科看護学・医療技術
学・リハビリテーション療法学専攻
大学院説明会

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

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518
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