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2017 年 2 月 24 日記者懇談会資料 

2016 年度文学研究科公開シンポジウムについて 

古尾谷知浩（文学研究科副研究科長） 

 

日時 ：2017 年３月４日 13:00-16:15 

題目 ：文学研究科のこれまでと、これからの人文学研究科 

テーマ：分野横断的教育研究について 

 

概要：名古屋大学では、平成 29 年（2017）３月に人文系部局（文学研究科・国際言語文化

研究科・国際開発研究科国際コミュニケーション専攻）を再編し、人文学研究科を設置し

ます。従って、文学研究科シンポジウムは今年度が最後です。そこで、今回は、文学研究

科の歩みを振り返り、新研究科の将来を展望するものにしたいと考えています。 

 新研究科の理念の一つに、所謂「タコツボ」を排し、分野横断的教育研究を推進すると

いう点があります。しかし、これまで何もしてこなかったわけではなく、同様のことはこ

れまでも継続的に取り組んできたところです。 

 ここ 20 年の文学研究科の歴史を振り返ると、平成 12 年（2000）４月の大学院重点化が

大きな節目となっています。この前後、平成 10 年には文学部共通講座として「比較文化学」

が設置され、平成 13 年４月には、これを改組して大学院専担講座の「比較人文学」が設置

されました。これは、個々の学問分野を俯瞰的につなぐことを目指したもので、分野を超

えた教育研究の取り組みと言うことができます。 

 こうした経緯を踏まえ、今回は、大学院重点化前後に文学部長・文学研究科長をつとめ

た、山田弘明名誉教授（平成９年 11 月～平成 11 年 10 月）、及び若尾祐司名誉教授（平成

11 年 11 月～平成 13 年 10 月）が、当時の課題と組織運営面からの取り組みについて、特

に分野横断的教育研究という論点について報告します。次いで、現役教員の佐々木重洋教

授（比較人文学講座、文化人類学）が、このような組織的な前提の上で、比較人文学講座

がこれまで行ってきた取り組みとその成果について報告します。これらの講演を通じて、

これからの人文学研究科の展望について考えてみたいと思います。 

 

○式次第 

13:00 開会挨拶 佐久間淳一研究科長 

13:05 趣旨説明 古尾谷知浩副研究科長 

13:20 報告１  山田弘明名誉教授「大学院重点化の基本構想」 

14:05 報告２  若尾祐司名誉教授「人文学の将来性と分野連携を考える」 

14:50 休憩 

15:00 報告３  佐々木重洋教授「分野横断的教育研究の可能性と課題 

―比較人文学講座 16 年間の実践から―」 

15:45 質疑応答 司会・古尾谷知浩 

16:15 閉会挨拶 古尾谷知浩副研究科長 
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○文学研究科のあゆみ（抄） 

昭和 23 年（1948）９月 文学部設置 

昭和 28 年（1953）４月 新制大学院文学研究科設置 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成 10 年（1998）４月 文学部共通講座「比較文化学」設置 

平成 12 年（2000）４月 大学院重点化 

平成 13 年（2001）４月 大学院専担講座「比較人文学」設置 

平成 16 年（2004）４月 独立行政法人化 

平成 29 年（2017）４月 人文学研究科設置 
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【公募要項】

2016 年 8 月 3 日

関係各位

名古屋大学理系 Principal Investigator (PI) 女性教員募集について

名古屋大学

名古屋大学は、男女共同参画を推進するために、研究を主導する優れた女性教員の公募を行います。今回の

公募では、下記の研究分野における女性教員を募集します。採用後は、研究の一層の発展を図るとともに、所属

する大学院・学部の教育及び管理運営にも取り組んでいただきます。

記

募集人員： 下記の 3 つの研究分野のうちから 1 名

研究分野及び職種：

農学： 教授又は准教授

数学・数理科学： 教授又は准教授

宇宙地球環境科学： 教授又は准教授

本公募では、下記の研究科等が共同して募集します。採用される教員は下記のいずれかの研究科又は研究所の所

属となります。

生命農学研究科：http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/（農学）

多元数理科学研究科：http://www.math.nagoya-u.ac.jp/（数学・数理科学）※

宇宙地球環境研究所：http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/（宇宙地球環境科学）

※日本語を母語としない方が多元数理科学研究科の所属になった場合、着任後 3 年程度を目処に、日本語によ

る授業を担当して頂きます。

採用予定日：2017 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期

勤務態様：常勤（任期無）

給与：年俸制

（名古屋大学に雇用される教授，准教授，講師，助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程による）

応募締切： 2016 年 9 月 30 日（金）17:00 必着（外国からの応募も日本時間で厳守願います。）

応募資格： 以下の条件を満たし、自立して研究を推進できる女性研究者

1. 博士の学位を有すること。

2. 学部・大学院教育に積極的に取り組む意欲があること。

必要提出書類：

1. 応募用紙（http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/activi ties/pi より様式をダウンロード）

2. 履歴書（連絡先（住所、電話、電子メールアドレス）を明記）

3. 研究業績リスト：� 学術論文（査読有り／無しで分類）、� 著書・総説、� 国際会議紀要（査読有り／無しで

分類）、� 特記すべき学会・講演会での発表（基調講演・招待講演には印を付与）、� 受賞歴、� その他

特筆すべきもの（特許等）

4. 主要論文 5 編

5. 教育実績リスト（担当授業、指導歴等）

6. これまでの研究内容（A4 用紙 3 枚以内）

7. 今後の研究計画（Ａ4 用紙 2 枚以内）

8. 教育に関する抱負（Ａ4 用紙 1 枚）

9. 学会及び社会における主な活動（学会・シンポジウムの組織委員等） 5



10. 外部研究資金獲得状況（金額や研究代表／分担を明記すること）

11. 応募者について意見を伺える方 2 名の氏名と連絡先（住所、電話番号、電子メールアドレス）

応募方法の詳細：

下記Ｗｅｂページを参照のこと。
http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/activities/pi  

応募方法と必要書類提出先：

必要書類一式の電子ファイルを下記電子メールアドレス宛に、締切日時までに送付してください。電子メールで

の送付の場合、応募書類を受領後、受領確認のメールを返信します。3 日経っても返信がない場合は、お問い合

わせください。電子メールで送付できない場合は、すべての必要提出書類のプリントおよび電子ファイル（DVD や

USB メモリに保存）を、下記郵送先宛に郵送してください。

電子メール： kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp 
注意事項： -電子メールの件名に「公募応募書類添付」と明記すること。

 -応募書類は１つのＰＤＦファイルにまとめる等の標準的な方法で添付すること

（ファイルの大きさが 10 MB を超える場合は、事前にご連絡願います）。

郵送先： 〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町

名古屋大学総務部職員課 男女共同参画担当

注意事項： 封筒に「公募応募書類在中」と朱書きの上、簡易書留にて郵送のこと。

本学の育児支援体制：

本学では、男女共同参画推進及び仕事と家庭の両立を支援するため、学内に保育所（0～6 歳児対象）及び学

童保育所（小学生全学年対象）を設置しています。

問い合わせ先：

男女共同参画室 （E-mail : kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp）

その他：

 選考過程で面接のため本学にお越しいただくことがあります。

 本公募に関連して提出された全ての個人情報は、選考の目的に限って利用し、選考終了後は、選考を通過

した方の情報を除き、責任をもって破棄いたします。
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文部科学省「女性研究者研究活動支援事業（連携型）」 

「女性研究者リーダーシップ・プログラム」 
 

趣旨 

 本取組は、平成 26 年度に採択された文部科学省「女性研究者研究活動支援事業（連携型）」の一

環として、同事業の連携機関（名古屋大学、名古屋市立大学、豊橋技術科学大学）における女性研究

者の上位職への積極的登用を図るために実施するものです。女性研究者が、大学の研究・教育・組織

運営に主体的に関わり、意思決定を行うため、大学の上位職を目指すにあたり必要な情報・資質・ス

キルについてのリーダーシップ研修を、連携機関で共同実施します。開催場所は、名古屋大学になり

ます。 

 

目的および実施方法 

 本プログラムは一年間のプログラムで、全 4 回の研修を行います。参加メンバーは、全４回の

研修にできるだけご参加頂きます。同じメンバーが一年間継続して研修を行うことにより、リ

ーダーシップを多面的に体得できるだけでなく、参加メンバー同士のネットワーク形成も目的

としています。 
 本プログラム内で実施する、連携機関のトップリーダーから行われるリーダーシップやキャリ

ア形成に関する講演の研修では、トップリーダーと参加メンバーとの意見交換も兼ねており、

トップリーダーへの女性の活躍推進に関する意識啓発の機能も含んでいます。 
 女性の上位職を積極的に登用するための方策や問題等について各自で課題を発見し、プログラ

ムの最後にレポートを提出頂きます。参加者のレポートをまとめて報告書とし、成果の共有を

図ります。 
 プログラム修了者には、本プログラム受講を証明する「修了証」を授与します。「修了証」は、

プログラム修了者が女性トップリーダー候補としてアピールするために活用ください。 
 昨年度、プログラムに参加された方にも、今年度に残りの研修を受けて頂き、レポートを提出

頂ければ修了証を授与します。 
 

対象：名古屋大学・名古屋市立大学・豊橋技術科学大学に所属する女性研究者（文系・理系の分野は

問わない、特任教員、研究員等を含み、学生は除く） 

 

参加人数：約 20 名（下記４回の研修すべて（またはほとんど）に出席できる方） 

 

平成 28 年度 研修内容： 

第１回 リーダーシップの自信を構築する 

日時：8 月 22日（火）8:30-17:00、使用言語：英語 

場所：名古屋大学（東山キャンパス）理農館 SA329 

講師：ルミナラーニング Elizabeth Handover 氏、ACE Leader Ginger Griggs 氏 

研修目的：リーダーシップ開発に優れた実績を持つ専門家によって行われるこの研修は、参加者が暗

黙のうちに設けている不安や限界を自覚し、自身の強みを活かした行動やコミュニケーションを行う

ことにより、自信を持った積極的なリーダーとしてさらにステップアップすることを目指します。 

 

第２回 大学における男女共同参画の促進および女性研究者によるリーダーシップの意義について 

日時：8 月 26日（金）13:30 15:30、使用言語：日本語 

場所：名古屋大学（東山キャンパス）理農館 SA329 

講師：名古屋大学副理事 束村博子氏、名古屋市立大学学長補佐 杉浦真弓氏 

研修目的：大学における男女共同参画の現状や課題を把握し、女性研究者がリーダーシップを取るこ

との重要性について議論します。 

 

第３回 パブリック・スピーキング 

日時：12月 20 日（火） 13:00 16:00、使用言語：英語 

場所：名古屋大学（東山キャンパス）理農館 SA329 
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講師：サイマル・インターナショナル 

研修目的：英語によるパブリック・スピーキングの方法について学びます。 

 

第４回 大学執行部によるリーダーシップ研修（第一部）および本プログラムの総括（第二部） 

日時：3 月 3 日（金）13:30 16:00、使用言語：日本語 

場所：名古屋大学（東山キャンパス） 本部１号館 5 階 第二会議室 

第一部（13:30 15:00）大学執行部によるリーダーシップ研修 

講師： 名古屋大学総長 松尾清一氏 

第二部（15:10 16:00）本プログラムの総括 

講師：名古屋大学男女共同参画室 三枝麻由美 

研修目的：第一部では、大学を発展させるために何が求められているかを把握し、また大学トップリ

ーダーへのキャリア形成について学ぶと同時に、女性研究者と大学トップリーダーとの意見交換を目

的とします。第二部では、本取組のまとめとして、各自に意見や感想を述べてもらい、本取組で何を

学んだかを議論します。 
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「紡錘体の極収束機構の解明」 

理学研究科 生命理学専攻 博士後期課程 3 年 伊藤 亜実 

 

【背景、研究動機】 

細胞が分裂し増殖する際に最も

重要なことは、分裂後の細胞でも

元の遺伝情報が正確に維持され

ることである。「紡錘体」は、複製し

た遺伝物質（染色体）を正確に分

配するために必要とされる巨大な

構造物であり、主に「微小管」と呼

ばれる極性を持った細胞骨格によ

って形成される。動物細胞では、

紡錘体は 2 つの極を持った菱形を

しており、微小管のプラス端側が

中央に並んだ染色体に結合し、マ

イナス端側が極で収束しているこ

とが知られている（図 1 上）。 

極には「中心体」と呼ばれる微

小管形成を行う構造体が存在する。そのため、長い間、中心体から伸長した微小管が紡錘体を

形成することで、極を持った紡錘体構造が形成されていると考えられていた（図 1 上）。ところが、

近年、中心体を欠損した細胞でも機能的な紡錘体が形成されることが報告され、従来の紡錘体

形成モデルが見直されるようになった。現在では、紡錘体内部にも様々な長さの微小管が存在

しており、それらのマイナス端が何らかの機構によって収束することで紡錘体の極を形成してい

ると考えられているが、その詳細は明らかになっていなかった（図 1 下）。 

ショウジョウバエ細胞では、極における微小管マイナス端の収束に 2 つの因子が関わることが

知られている。ひとつは有名なモータータンパク質であるキネシン 14 であり、極収束時に果たす

機能に関して多くの研究結果が報告されている。一方、もうひとつの因子は、ASPM と呼ばれる

機能が未知のタンパク質である。ASPM はショウジョウバエに限らず、様々な生物で存在が確認

されており、ヒトの小頭症の原因遺伝子であ

ることが知られている。ショウジョウバエにお

いても変異により脳サイズの減少が認めら

れ、細胞レベルでは、ASPM の機能を阻害

すると、紡錘体の極が異常に広がった表現

型を示す（図 2 右）。このような紡錘体の形態

異常は、染色体の分配異常とそれによる細
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胞死を引き起こし、脳の細胞数の減少が起こると考えられている。しかし、長年その重要性が認

識されているにもかかわらず、ASPM の極収束過程における具体的な作用機構はほとんど明ら

かになっていなかった。 

 

【研究の目的と結果】 

本研究では、ASPM が紡錘体の極形成時に果たす機能の解明を目標とし、ショウジョウバエの

培養細胞を用いた細胞生物学的解析と、精製タンパク質を用いた生化学実験を行った。その結

果、下に示すような結果を得た（図 3）。 

以上の結果から、「ASPM が紡錘体内部で生まれた微小管マイナス端に結合し、別の微小管

と架橋しながら極方向へ移動することで、全ての微小管を紡錘体内部に維持し、極付近で収束

させている」ことが示された。 

 

【研究成果】 

本研究により、長らく謎に包まれていた ASPM の分子機能が明らかになった。また、これまでの

紡錘体形成モデルには含まれていなかった、「紡錘体内部での微小管維持機構」を解明したこと

で、紡錘体形成モデルを大きく進展させることができた。現在はヒトの培養細胞を使った ASPM 研

究を行っており、これらの結果が、紡錘体構造の理解を深めるだけでなく、小頭症の研究を推進

する新たな知見となることが期待される。 
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日本学術振興会　育志賞受賞者

受賞者氏名（性別・年齢） 在学する大学院・研究科 研究課題

1 第1回 平成22年度 市川　彰（男・３０） 文学研究科　人文学専攻 メソアメリカ古典期社会の形成過程に関する考古学的研究

2 柳沢　周一（男・２７） 理学研究科　物質理学専攻 炭素ー水素結合の直接変換に基づく芳香環連結反応の開拓

3 第2回 平成23年度 小山　昌子（女・２７） 理学研究科　生命理学専攻 ＣＲＭ１による核外輸送機構の構造基盤

4 第3回 平成24年度 福田　真希（女・２６） 法学研究科　総合法政専攻 フランスにおける恩赦の法制史的研究

5 奥田　哲弘（男・２７） 理学研究科　生命理学専攻
花粉管誘引物質群LUREsおよびその受容体同定による花粉管ガイダン
ス機構の解明

6 第4回 平成25年度 古村　聖（女・２６） 経済学研究科　社会経済システム専攻 家族の経済学に基づく公共政策の経済理論分析

7 三宅　芙沙（女・２６） 理学研究科　素粒子宇宙物理学専攻 樹木年輪中放射性炭素１４濃度測定による過去の宇宙線強度の復元

8 第6回 平成27年度 竹川　宜宏（男・２６） 理学研究科　生命理学専攻
細菌べん毛モーター固定子ー回転子間相互作用と回転エネルギー変
換に関する研究

9 武藤　慶（男・２６） 理学研究科　物質理学専攻
炭素ー水素、炭素ー酸素、炭素ー炭素結合の活性化に基づく分子連結
反応の開拓

10 第7回 平成28年度 伊藤　亜実(女・２６） 理学研究科　生命理学専攻 紡錐体の極形成機構の解明

11 志甫谷　渉（男・２６） 創薬科学研究科　基盤創薬学専攻
治療薬および内在性リガントが結合した、エンドセリン受容体のＸ線結
晶構造解析
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人文社会系　1名

研究科・学年 法学研究科　・　D2

氏 名 加藤　紫帆 （かとう　しほ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研 究 テ ー マ 抵触法理論における私法的・公法的利益の再定位－法的多元主義の観点から

研 究 概 要

本研究は、経済・社会のグローバル化の下で人・家族や企業に関する法律関係から生じる問題の解
決について、21世紀型の現代社会モデルに基づく抵触法（conflict of laws）理論および方法の構築を
模索するものである。

理工系　4名

研究科・学年 理学研究科　・　D1

氏 名 柴山　拓也 （しばやま　たくや）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研 究 テ ー マ プラズマ爆発現象における高速エネルギー解放機構に関する研究

研 究 概 要

太陽・恒星フレア爆発に関して観測、応用、理論を含む包括的な研究を行い、フレア爆発のエネル
ギー解放メカニズムである磁気リコネクションに関する新たな高速化過程である動的ペチェックリコネク
ションを提唱した。

研究科・学年 工学研究科　・　D2

氏 名 村手　宏輔 （むらて　こうすけ）

研 究 テ ー マ 高ダイナミックレンジテラヘルツ波分光システムの開発

研 究 概 要

テラヘルツ波の産業応用を目指して、8桁以上のダイナミックレンジ、および超広帯域周波数可変性
（0.6-5 THz）を有する新型テラヘルツ分光システムを開発し、従来困難であった分厚い遮蔽物下の試
薬同定などを実現した。

研究科・学年 工学研究科　・　D3

氏 名 小林　泰介 （こばやし　たいすけ）

研 究 テ ー マ ヒューマノイドロボットにおける複数の制御手法の特徴を活用した歩行・走行制御の統一

研 究 概 要

本研究はヒューマノイドロボットの移動に関して，複数の移動手段を統一的に制御し，環境やロボットの
状態に応じて複数の運動の中から最適なものを選択することで，移動全体としての環境適応性能や効
率向上を達成するものである．

研究科・学年 多元数理科学研究科　・　D3

氏 名 藤野　弘基 （ふじの　ひろき）

研 究 テ ー マ 無限型リーマン面間の擬等角同値性について

研 究 概 要

無限個の穴が空いた平面に対して、擬等角変形と呼ばれる一定の制約の下での変形を行い、どのよう
な図形に変形することができるか。本研究の結果として、この問題に対していくつかの判定条件が得ら
れた。

生物系　3名

研究科・学年 理科学研究科　・　D3

氏 名 伊藤　亜実（いとう　あみ）　

研 究 テ ー マ 小頭症原因遺伝子ASPMによる紡錘体の極収束機構の解明

研 究 概 要

ASPMは紡錘体の極収束因子として知られていながら、これまで具体的な作用機構が不明であった。
本研究では、ショウジョウバエの培養細胞を用いた細胞生物学的な解析により、ASPMが極形成時に
果たす機能を解明するに至った。

研究科・学年 生命農学研究科　・　D3

氏 名 吉田　英樹 （よしだ　ひでき）

研 究 テ ー マ 植物ホルモンのシグナル伝達を制御する転写因子ネットワークの解析

研 究 概 要

植物の生理現象は様々な植物ホルモンによって緻密に制御されている。本研究ではそのシグナル伝
達を制御する転写因子を見出すと共に、それらを含む複数の転写因子が関わる転写因子ネットワーク
の一端を明らかにした。

研究科・学年 創薬科学研究科　・　D3

氏 名 志甫谷　渉 （しほや　わたる）

研 究 テ ー マ 治療薬および内在性リガンドが結合した、エンドセリン受容体のX線結晶構造解析

研 究 概 要

エンドセリン受容体B型(ETBR)は、体内の血圧制御に関わるGタンパク質共役型受容体であり、循環
器系疾患やがんに対する創薬標的である。本研究は、ヒト由来ETBRと内在性リガンドであるET-1およ
びリガンド非結合型、臨床薬であるボセンタンとの複合体の構造を決定し、リガンド認識機構を解明し
た。

平成28年度名古屋大学学術奨励賞受賞者　研究概要一覧
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〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL: 052（ 789） 5111（ 代表）
http: //www. nagoya-u. ac. j p/

平成29年2月24日

名古屋教育記者会各社 殿

「 名古屋大学オープンレクチャー2017」

を 3月20日（ 月・ 祝） に開催

名古屋大学（ 〒464-8601 名古屋市千種区不老町） は3月20日（ 月・ 祝） に「 名古屋大学オープン

レクチャー2017」 を開催いたします。 公開講義では名古屋大学の研究者が一般の方を対象に研究をわ

かりやすく お話しします。 本イベント 事前告知、 取材へのご協力をお願いいたします。

「 名古屋大学オープンレクチャー2017」

開催日： 平成29年3月20日（ 月・ 祝） 15時00分～17時00分

受付場所： 名古屋大学東山キャンパス 理学南館 坂田・ 平田ホール

受付開始： 14時30分～

名古屋大学概要説明（ 坂田・ 平田ホール） 15時00分～15時20分

公開講義（ 東山キャンパス内 講義室） 15時30分～17時00分
※公開講義の講義室は授業ごとに別れます 場所は当日ご案内します

お申し込み方法： ホームページからの事前申し込み
申込み先アドレス：

http: //www. ai p. nagoya-u. ac. j p/publ i c/openl ecture/i ndex. html

希望の講義を一つ選択し、 必要な情報をご登録下さい

先着順で受け付けます

名古屋大学 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（ べっき しんいちろう））

TEL： 052-747-6791, 6527 
FAX： 052-788-6002 
E-mai l : bekki . shi ni chi rou@ai p. nagoya-u. ac. j p 
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平成29 年2 月24 日(金) 

名古屋大学オープンレクチャー2017

学術研究・ 産学官連携推進本部

1． 本イベント の特徴

一般の方を対象に研究をわかりやすくお話しします。少人数の講義スタイルで、大学・研究者・最先端研を身

近に感じられるイベントです。

（ １） 大学で行っている先端研究を一般向けにわかりやすく お話しします。

（ ２） 少人数なので、 わかりにく い部分や興味のあるところを気軽に質問出来ます。

（ ３） 講義によっては、 研究内容がわかりやすく なるように研究室見学やデモなどを行います。

2． イベント 構成（ イベント 全体で2時間程度）

15： 00～15: 20 大学概要説明（ 坂田・ 平田ホール）

今年度の名古屋大学のト ピックスなどをご紹介します。

15： 30～17: 00 公開講義（ 各講義室）

3． 過去のオープンレクチャーのアンケート 結果

2016年 アンケート 結果（ 参加者数 208名、 アンケート 回収数 203件）

4． 公開講義

素粒子を調べる最強加速器実験のはなし

居波 賢二 理学研究科 准教授

ノーベル賞を受賞した小林益川理論やヒッグス理論は、世界最高強度・ もしく は最高エネル

ギーの加速器実験により証明されました。素粒子の世界をより深く 探究するための実験が現

在も進められています。 素粒子を調べる最新の実験を紹介します。

資源開発と技術革新の昔ばなし： 人類史から学ぶ生存戦略

門脇 誠二 名古屋大学博物館 講師

新たな資源の開発とそれを可能にする技術の革新は、近現代に限られず、数百万年におよぶ

人類の歴史上、常に重要な課題でした。人類進化と農業起源に関する研究を踏まえて、人類

の生存戦略の基本について考えます。
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平成29 年2 月24 日(金) 

植物の巧みな生き方のはなし

木下 俊則 ト ランスフォーマティ ブ生命分子研究所 教授

植物は芽生えた場所から移動できないが、周囲の環境変化に敏感に応答することで過酷な環

境を生き抜いています。この講義では最も重要な環境刺激の一つである、太陽光による植物

の光応答、 特に気孔の働きと開口反応について紹介します。（ 気孔観察の実演あり）

台風のはなし

坪木 和久 宇宙地球環境研究所 教授

大型化や予想外の動きをする台風が最近話題になっています。この講義では研究で明らかに

なった台風の仕組みを紹介しながら、未解明な台風の構造を解き明かし、台風予測の精度を

上げる、 最新の研究についてお話しします。

物質からのミ クロな記号を読み解く はなし

武藤 俊介 未来材料・ システム研究所 教授

様々 な工業製品の性能を発揮するには、物質を原子レベルで制御する事が重要です。原子が

美しく 並ぶミ クロの世界へ皆さんを誘い、物質の性質に関する暗号を解読する方法について

お話しします。（ 超高圧電子顕微鏡の施設見学あり）

世界で一番うすい物質のはなし

楠 美智子 未来材料・ システム研究所 教授

北浦 良 大学院理学研究科 准教授

伊藤 英人 教養教育院 講師

物質はどこまで薄く できるでしょうか。実は、原子一つ分の厚さまで可能です。2010年のノーベル物理学賞

に輝いたグラフェンは炭素一つ分の厚さを持ち、膜の中を電子が新幹線の一万倍以上の速さで動きます。こ

の世界一うすい膜の最先端をお話しします。（ 講義中に実演があります。 公開講義終了後、 希望者を対象に

実験施設の見学会もあります）

【 参考】

木下先生の講演では、気孔の顕微鏡観察

体験の実演もあります（ 写真は2016 年の名大祭）

今年も研究施設見学を実施する講座が複数あります。

（ 写真はオープンレクチャー2014）
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平成 2９年２⽉ 24 ⽇

最新式手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ Xi”寄贈目録受領式及び 

感謝状贈呈式について 

 このたび、株式会社パロマ（代表取締役社長 小林弘明、本社 名古屋市瑞穂区）様より、

「最新式手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ Xi”」（以下 ダ・ヴィンチ）を本院にご寄贈いた

だくこととなりました。  

今回のご寄贈は、株式会社パロマ様の、医学・医療の進歩のために活用願いたいとのご意向

により実現いたしました。今回ダ・ヴィンチとともにご寄贈いただいた可動式手術台

“ TruSystemR 7000dV ”は、ダ・ヴィンチシステムと連動する画期的な手術台であり、導入

している施設は現時点で本院を含め３施設のみです。 

本院では、泌尿器科において急増する前立腺癌や腎癌に対するロボット支援手術をはじめ、

消化器外科、胸部外科、婦人科、耳鼻科など幅広い診療科における先進的ロボット支援手術の

実施に、今回ご寄贈いただいたダ・ヴィンチを活用していく予定です。 

つきましては、下記のとおり、 ダ・ヴィンチ寄贈目録受領式及び感謝状贈呈式を執り行い

ますので、お知らせいたします。 

なお、式典終了後、記者会見及びダ・ヴィンチのデモンストレーションを予定しておりま

す。是非、最新式手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ Xi”の動きを間近でご覧ください。 

ご多用中とは存じますが、何卒取材くださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

日 時：３月６日（月）１３時００分～１４時３５分予定 

場 所：名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟３階講堂   ※地図別添 

出席者 

贈呈側：小林 弘明 株式会社パロマ代表取締役社長、 

丹羽 利行 同取締役執行役員 人事部長 

受領側：石黒 直樹 名古屋大学医学部附属病院長、後藤 百万 同泌尿器科教授 

      吉野 能 同泌尿器科講師 

プログラム： 

第一部 受領式及び感謝状贈呈式  １３：００～１３：１５予定 

第二部 記者会見及びデモンストレーション １３：２０～１４：３５予定 

※進行状況によって時間が前後することがあります。 

名古屋⼤学 医学部・医学系研究科／医学部附属病院 
総務課⻑ 仲井 精⼀（なかい せいいち） 
TEL:052-744-2772 
FAX:052-744-2785 
e-mail：iga-sous＠adm.nagoya-u.ac.jp 

名古屋教育記者会各社 殿 
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【会場案内図】                            別 添   

 

※お車で来られる場合は、駐車料金がかかりますのでご了承ください。 

なお、現在駐車場工事中のため、駐車場が不足しておりますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事中 

工事中 
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平成 29 年 2 月 24 日 

報道関係各社 殿 

ジェンダー研究の拠点が名古屋大学に誕生！ 

このたび、篤志家のご寄附により、本学に「名古屋大学ジェンダー・リサーチ・

ライブラリ（ＧＲＬ）」が創設される運びとなりました。 

ＧＲＬは、名古屋大学東山キャンパスの南側、山手グリーンロード（四谷通り）

沿いに建設され、床面積は８４０㎡、鉄骨造の２階建てで、最大４万冊を収蔵でき

る図書スペース、アーカイブのほか、閲覧室、展示コーナー、研究スペース、セミ

ナー室、カフェスペース等を備えた研究活動施設です。 

今回のＧＲＬ創設を機に、公益財団法人東海ジェンダー研究所からは、ジェンダ

ー関連の貴重書を含む図書・資料、及び今後２０年間にわたり運営費をご寄附いた

だく予定です。 

つきましては、ＧＲＬ創設にご尽力くださった公益財団法人東海ジェンダー研究

所の西山惠美代表理事、同研究所顧問で、ジェンダー関連の図書を寄贈くださる 

水田珠枝名古屋経済大学名誉教授とともに、図書等寄贈の合意書調印式を機会に、

以下のとおりＧＲＬ設置に関する発表会見を開催いたします。 

 

・日時／平成２９年３月３日（金） １６：３０～１７：００ 

・受付は１６：００より。 

・場所／会 見・名古屋大学 東山キャンパス 広報プラザ２階 会見場 

・出席者／公益財団法人東海ジェンダー研究所 西山惠美代表理事 

     名古屋経済大学名誉教授 水田珠枝 

     名古屋大学総長  松尾清一 

     名古屋大学理事  國枝秀世  

 

 ＜報道対応＞ 

名古屋大学広報渉外課 

TEL：052-789-2699  

FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

PRESS RELEASE 
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平成 29 年 2 月 24 日 

 
名古屋教育記者会各社 殿 

 
                        名古屋大学広報渉外課 

 
 
 
 

平成 28 年度名古屋大学顕彰事業「赤﨑賞」表彰式について 

 
 
 名古屋大学では、青色発光ダイオード等の発明により産業界に多大な影響を
与えた 赤﨑 勇 名古屋大学特別教授の偉大な功績を広く伝えることを目的と
して平成 22 年度から若手の研究者に対する顕彰制度として「赤﨑賞」を設けま
した。 
 今回、第 7 回目にあたる「赤﨑賞」では、学術・科学技術分野で将来的な発展
や可能性が期待でき、名古屋大学の科学技術水準を内外に知らしめることがで
きる研究を行っている者を選考しております。 
 つきましては、本件の表彰式及び記者発表を下記のとおり行いますので、お知
らせします。 
 
 
日  時：平成 29 年 3 月 2 日（木）16:00～17:00 
 
場  所：名古屋大学本部事務局 1 号館 5 階 第 2 会議室 
 
問合せ先：名古屋大学研究協力部社会連携課長   堂前 弘樹 

電話：052-788-6143  FAX：052-789-2041 
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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 29 年 3 月 3 日 授賞式終了後 

(新 聞)       ：平成 29 年 3 月 4 日 付朝刊 

 
 
 
  

平成２９年２月２４日

名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学「水田賞」受賞者が決まる 

水田賞では、水田洋名古屋大学名誉教授からのご寄附の意志に基づき、人
文・社会科学（思想史）の分野で将来の発展が期待できる優れた研究能力を有す
る若手研究者を顕彰し、その研究意欲を高め、研究の発展を支援しています。第
５回目となる本年度は６名の応募者の中から東京福祉大学国際交流センター特
任講師荒井智行氏（デュガルド・スチュアートの経済思想）が選ばれました。以下
のとおり、平成２９年３月３日（金）１０時３０分より名古屋大学において水田先生の
ご臨席のもと授賞式を行います。 

 

１．日 時：平成２９年３月３日（金） １０時３０分～ 

 

２．場 所：名古屋大学本部棟１号館５階 第２会議室 

 
 

※ 受賞者を事前にお知らせする関係で解禁日を設けております。何卒よろ

しくお願いいたします。 

名古屋大学研究協力部 

研究支援課長 荒木 正寛 

TEL：052-789-2038 

FAX：052-789-2041 

E-mail:kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(月)、
17日(金)

役員会

7日(火)、
21日(火)

部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(水)
教授会(法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、農学部・生命農学研究科、
環境学研究科、未来材料・システム研究所)
研究科委員会(医学系研究科)

6日(月) 教授会(農学部・生命農学研究科、国際開発研究科)

8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、情報文化学部、理学部・理学研究科、工学部・工学研究科、情報科学研
究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科、理学研究科)

9日(木) 教授会(多元数理科学研究科、創薬科学研究科)

15日(水)
教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、医学系研究科、国際言語文化
研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

23日(木) 教授会(創薬科学研究科)

24日(金) 教授会(環境医学研究所)

29日(水)
教授会(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)

名古屋大学　平成29年3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

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

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」

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

2月10日(金)～
3月24日(金)
(土・日・祝日休
館)

4月3日(月)～
7月7日(金)
(土・日・祝日休
館)

2月16日(木)～
5月31日(水)
(日・祝日、3月
25日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「帝国大学へ あと一歩」

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)(3/21～31は～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、官立名古屋医科大学時代(1931-1939)の教育、研究、
診療、そして名古屋帝国大学創設に関連する図書、写真などを展
示公開する
入場料：無料

［関連特別講演会］(5/18)
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：「医育統一・インチキ学校征伐・官立医大不振－医育の
1930年代－」
講演者：吉川卓治(教育発達科学研究科教授)
参加費：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

2月24日(金)

平成28年度名古屋COI拠点成果
発表会及び公開シンポジウム
「未来のクルマ×人×社会を創
る」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：10：00～16：00
内容：研究成果紹介講演・ポスターセッション(成果発表会)、パネル
ディスカッション(公開シンポジウム)
定員：250名
対象：一般、産学官連携事業に係る企業、行政、大学関係者
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
COI推進ユニット
052-788-6056

2月25日(土)～
27日(月)、
3月12日(日)

平成29年度
一般選抜個別学力検査

場所：東山キャンパス、他
前期日程：2月25日～27日(27日は医学部医学科のみ)
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

2月28日(火)
平成28年度第11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：「MOOCについて(仮題)」
講演者：戸田智基(情報基盤センター教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

情報推進部情報推進課
052-789-4352

3月1日(水)
平成28年度教育学部附属高等学
校卒業式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

テーマ：「博物館友の会写真サークル 写真展」(2/10～3/24)、
「名大キャンパスの野鳥」(4/3～7/7)

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

博物館野外観察園セミナーハウ
ス サテライト展示
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3月2日(木)
第6回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：00
内容：研究成果や光源加速器・ビームライン開発に関するトピック
を紹介し、放射光を利用した新たな研究の可能性や有効性につい
て議論する
対象：学生、一般
参加費：無料(意見交換会は2,000円)

シンクロトロン光研究センター
052-747-6562

3月3日(金)
野依良治博士アカデミーサロン第
25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：「女性の社会参画」
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

3月3日(金) 第5回名古屋大学水田賞授賞式
場所：本部1号館5階第2会議室
時間：10：30～11：00
内容：第5回名古屋大学水田賞を若手研究者に授与する

研究協力部研究支援課
052-789-2039

3月3日(金)
国際言語文化研究科
第46回応用言語学講座公開講演
会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：30～17：00
講演題目：「発話の非流暢性と権利から見た話し言葉の文法」
講演者：定延利之氏(神戸大学准教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　志波彩子
a-shiba@nagoya-u.jp

3月4日(土)
国際言語文化研究科
第47回応用言語学講座公開講演
会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：30～17：00
講演題目：「共同活動場面の言語使用：身体と協応することば」
講演者：傳　康晴氏(千葉大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp

3月4日(土)

文学研究科公開シンポジウム
「文学研究科のこれまでと、これ
からの人文学研究科－分野横断
的教育研究について」

場所：文学部2階237講義室
時間：13：00～16：15
講演題目：「大学院重点化の基本構想」
講演者：山田弘明(本学名誉教授・元文学部長)
講演題目：「人文学の将来性と分野連携を考える」
講演者：若尾祐司(同名誉教授・元文学部長)
講演題目：「分野横断的教育研究の可能性と課題－比較文学講座
16年間の実践から－」
講演者：佐々木重洋(文学研究科教授)
定員：180名
対象：一般
参加費：無料

文学研究科
教授　古尾谷知浩
052-789-2227

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

3月6日(月)
最新式手術支援ロボット「ダ・ヴィ
ンチ Xi」寄贈目録受領式及び
感謝状贈呈式

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：00～14：35
出席者：［贈呈側］小林弘明氏(株式会社パロマ代表取締役社長)、
丹羽利行氏(同取締役執行役員人事部長)、
［受領側］石黒直樹(医学部附属病院長)、後藤百万(同泌尿器科教
授)、吉野　能(同泌尿器科講師)
内容：受領式・感謝状贈呈式(第1部)、記者会見・デモンストレーショ
ン(第2部)

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040

3月7日(火)

平成28年度国際言語センター国
際シンポジウム「日本語教育実践
の過程と成果の可視化に向けた
記述枠組み－単位の互換性・比
較可能性を目指して－」

場所：アジア法交流館2階CALEフォーラム、国際棟1階ロビー
時間：13：30～17：00
講演題目：「日本語カリキュラム改訂の背景と手順 Can-doリストの
役割について－『香港大学日本語スタンダーズ』の例－」
講演者：萬　美保氏(香港大学)
内容：講演、ブース・セッション、パネル・ディスカッション
定員：70名
参加費：無料

国際言語センター
教授　衣川隆生
052-778-4700
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3月7日(火)
グローバルメディア研究センター
研究フォーラム「反グローバルリ
ズムとポピュリズムのナラティブ」

時間：13：00～17：30
講演者：前嶋和弘氏(上智大学教授)、児玉昌己氏(久留米大学教
授)、渡邊啓貴氏(東京外国語大学教授)

グローバルメディア研究センター
事務室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

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：「持続的農業のためのイネ育種におけるアフリカ野生イ
ネOryza longistaminata の持つ可能性」
講演者：エミリー・ギチュヒ氏(岡山大学博士課程後期課程)
内容：岡山大学資源植物科学研究所の無施肥水田において作出
したOryza longistaminataの染色体領域を導入したpLIA-1系統につ
いて紹介する
定員：60名
対象：学生、教職員、一般
参加費：無料

場所：農学部講義棟2階第5講義室
時間：15：30～17：00
講演題目：「海外農業経営調査の実際」
講演者：内山智裕氏(東京農業大学教授)
内容：イギリス・カナダ・アメリカなどの先進国、タイやインドネシアな
どの新興国における調査経験から、海外調査の手法から心構えま
で実例を挙げながら解説し、今後海外調査に取り組む際のヒントを
提供する
対象：学生、教職員、一般
参加費：無料

3月10日(金)
減災連携研究センター設立5周年
記念シンポジウム

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：00～17：30
講演題目：「南海トラフ地震の研究最前線」
講演者：平原和朗氏(京都大学教授)
定員：100名
対象：学内外のセンター関係者
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

3月11日(土)
北山陽子メモリアルシンポジウム
「光合成生物の概日時計機構」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～15：10
講演題目：「シアノバクテリアの時計細胞システムを巡って：北山陽
子さんが遺したもの」
講演者：岩崎秀雄氏(早稲田大学教授)
講演題目：「試験管内の概日時計：発振子の正体を追って」
講演者：寺内一姫氏(立命館大学准教授)
講演題目：「緑藻の概日時計」
講演者：松尾拓哉(遺伝子実験施設講師)
講演題目：「植物時計の進化」
講演者：山篠貴史(生命農学研究科准教授)
内容：2016年8月8日に若くして急逝した理学研究科生命理学専攻
の講師、北山陽子氏の功績を振り返る
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

理学研究科生命理学専攻
052-789-2963

3月11日(土)、
3月25日(土)、
4月8日(土)、
4月22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

3月11日(土)、
4月22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

3月13日(月)～
16日(木)

スーパーグローバル大学創生事
業FDセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：13：30～15：00
講演題目：「英語で教える：入門編－学生がよく学ぶ授業技法を取
り入れる－」
講演者：Kumiko Haas氏(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)
内容：大学で授業を担当する教員向けに授業で活用できる効果的
な教授法を紹介
定員：30名
対象：特に英語による授業に関心を持つ大学教員(専門分野は問
わず)
参加費：無料

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

3月9日(木)、
13日(月)

農学国際教育協力研究センター
2016年度第6回、第7回オープン
セミナー

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225
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3月14日(火)～
7月8日(土)
(日・月曜日休
館(6月11日臨
時開館))

第34回博物館特別展
「球状コンクリ－ションの謎－化石
永久保存のメカニズム」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
内容：日本や世界各地の球状コンクリ－ションとともにその研究の
最前線について紹介する
入場料：無料

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「球状コンクリ－ションの謎」(4/1)
講演者：吉田英一(博物館教授)
講演題目：「コンクリ－ションとコンクリ－ト」(4/15)
講演者：丸山一平(環境学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月17日(金)
第70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：「東日本大震災の記憶を伝える－教育学に何ができる
のか」
講演者：阪本真由美(減災連携研究センター特任准教授)
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

3月18日(土)、
4月8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

3月20日(月)
名古屋大学オープンレクチャー
2017

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、他
時間：15：00～17：00
講演題目：「素粒子を調べる最強加速器実験のはなし」
講演者：居波賢二(理学研究科准教授)
講演題目：「資源開発と技術革新の昔ばなし：人類史から学ぶ生存
戦略」
講演者：門脇誠二(博物館講師)
講演題目：「植物の巧みな生き方のはなし」
講演者：木下俊則(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
講演題目：「台風のはなし」
講演者：坪木和久(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「物質からのミクロな暗号を読み解くはなし」
講演者：武藤俊介(未来材料・システム研究所教授)
講演題目：「世界で一番うすい物質のはなし」
講演者：楠　美智子(未来材料・システム研究所教授)、北浦　良(理
学研究科准教授)、伊藤英人(教養教育院講師)
対象：一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-789-6791

3月21日(火)
第2回理学装置開発室公開講座
「3D工房－3D-CAD／3Dプリンタ」

場所：工学部7号館B棟2階716講義室、理学部E館E-B115室
時間：10：00～16：00
内容：3D-CADによるモデリング
定員：20名
対象：高校生以上でパソコンの使える方
参加費：500円(傷害保険料含む)

全学技術センター理学装置開発室
koukaikouza-
second@tech.sci.nagoya-u.ac.jp

3月21日(火)
環境学研究科附属地震火山研究
センター2016年度年次報告会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：30～17：00
内容：講演、ポスターセッション

環境学研究科
附属地震火山研究センター
052-789-3046

3月24日(金)

工学研究科創造工学センター平
成28度第2期高大連携・ものづくり
公開講座「あなたもメカニック！
エンジン分解・組み立てに挑戦」

場所：IB電子情報館北棟10階工学研究科創造工学センター
時間：10：00～16：00(予定)
内容：模型飛行機用グローエンジンを分解、組み立てし、実際に作
動させてエネルギー変換の様子を体験し、ものづくりの基盤技術で
ある作業工具の正しい使い方やエンジン作動時の安全で効率的な
作業方法を学ぶ。小型ジェットエンジンのデモンストレーションを通
じ大出力を直に体感する
定員：10名
対象：高校生
参加費：400円(傷害保険料)

創造工学センター
052-789-3788
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3月25日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2017

場所：金城学院大学(名古屋市守山区)
時間：12：00～17：30
講演題目：｢新しいリーダーシップ教育とディープ･アクティブラーニ
ング｣
講演者：日向野幹也氏(早稲田大学教授)
内容：講演、分科会、ポスター発表
参加費：2,000円

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

3月25日(土)
博物館コンサート NUMCo
「アンデス音楽への旅－白い大
地・風紡ぐ歌」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「コンドルは飛んでいく」、「花まつり」、他
出演：ティエラブランカ
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月27日(月) 平成28年度名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：9：30～11：10(大学院生)、11：50～13：00(学部学生)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

3月30日(木)
平成28年度退職者表彰式、
退職者懇談会

場所：豊田講堂3階第1会議室、2階ユニバーサルクラブ
時間：16：30～18：15

総務部職員課
052-789-5980

4月5日(水) 平成29年度名古屋大学入学式

場所：豊田講堂
時間：9：30～10：20(大学院生)、
11：00～11：50(文学部・法学部・経済学部・理学部・医学部)、
13：00～13：50(教育学部・情報学部・工学部・農学部)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

4月7日(金)
平成29年度教育学部附属中学
校・高等学校入学式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

4月15日(土)
生命農学研究科 博士課程(前期
課程および後期課程)入試説明会

場所：農学部講義棟・A館・B館、理農館、生物機能開発利用研究
センター
時間：13：00～16：30
内容：研究科長挨拶、入試概要説明、専攻別説明会、各専攻研究
室見学

農学部・生命農学研究科事務部
052-789-4299

4月15日(土)
ミクロの探検隊 
「ホニュウ類の組織を電子顕微鏡
で見よう」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～16：00
内容：生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用し、すい臓や気管な
どの組織を観察し形と働きの関係を学ぶ
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：500円(保険料等)

博物館事務室
052-789-5767
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帝国大学へ あと一歩
－ 官立名古屋医科大学の八年 －

ＴＨＵ - ５．３１ＷＥＤ

名古屋大学附属図書館医学部分館 ２階入口ホール

問合せ先： 名古屋大学附属図書館医学部分館

名古屋市昭和区鶴舞町６５

ＴＥＬ Ｏ５２－７４４－２５Ｏ５

２Ｏ１７年５月１８日（木）１４：ＯＯ－１５：３Ｏ（名古屋大学医学部基礎研究棟１階会議室２）

医育統一・インチキ学校征伐・官立医大不振

－医育の1930年代－

ミニ企画展

平日 ９：ＯＯ－２Ｏ：ＯＯ ３月２１日-３１日は９：ＯＯ－１７：ＯＯ

土 １３：ＯＯ－１７：ＯＯ

休館日： 日・祝日、３月２５日

特別講演会 吉 川 卓 治 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授）

入場無料
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10:00～16:00
2017 年3 月21 日（ 火）

※本形状は使用する装置の製作事例です

講座で製作する形状は鋭意検討中です

プリンタ3D—CAD 3D

～名大の研究活動体験～
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