
平成２９年３月２３日 

平成２８年度 第１１回 名古屋教育記者会懇談会テーマ 

 

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み  ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

１：名古屋大学御嶽山研究施設について               ･･･【資料１】 

２：レゴ・ランド 4 月開園！ 産学連携について           ･･･【資料なし】 

Ⅱ 輝け！ 名大生 

３：大学院創薬科学研究科博士課程後期課程、初の修了生  

長坂 理紗子さん（卒業式総代）                    ･･･【資料２】 

Ⅲ ハイライト   

４：ＥＵ・日本「国際都市間協力プロジェクト」について        ･･･【資料３】 

５：TONGAL I  PROJECT2017「ＤＥＭＯＤＡＹ ver .1 .0」開催について 
     ･･･【資料４】 

Ⅳ 行事・その他 

６：台湾からの高校生来校＋附属高校との交流について          ･･･【資料５】   

７：平成２９年度 名大研究室の扉 in 河合塾について              ･･･【資料６】 

８：情報学部・大学院情報学研究科設置記念 看板除幕式リリース     ･･･【資料７】 

９：行事予定他                                              ･･･【資料８】  

10：平成 29 年度開催日程                           ･･･【資料９】       
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1990.01  三重県名張市 出⽣
2008.03 三重県⽴津⾼等学校 出⾝

2008-2012 名古屋⼤学 ⼯学部 化学⽣物⼯学科
「医療をつくる技術の開発」に興味を持ち、⼊学
留学⽣の友達ができるなど、海外に興味を持ち始める

2012-2014 名古屋⼤学⼤学院 創薬科学研究科 博⼠課程前期課程（修⼠）
留学、インターンシップなどを経験
寝⾷を忘れる⽇もあるほど研究に夢中になる
世界で通⽤する研究者になりたい！ 博⼠取得を志す

⇒ 研究をこれからも続けるためには・・・？
学⽣の間に結婚、出産、⼦育てというライフイベントと研究の両⽴に挑戦することを決意
2013 結婚
2014-2017 名古屋⼤学⼤学院 創薬科学研究科 博⼠課程後期課程（博⼠）
2014 出産

2006年
iPS細胞作製発表
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GOOD BAD

治療には
約数⼗ 百億個
必要なものも！

1000枚 必要

Scale bar:200μm

8



本研究の特許技術が搭載

「細胞の⽣産」の産業化で
iPS細胞の産業化へ貢献

AMED 再生医療の産業化にむけた細胞製造・加工システムの開発 (H27‐H31)
プロジェクトリーダー 大阪大学 紀ノ岡正博

（引用） T‐Factory ：https://www.youtube.com/watch?v=ultxxibGho8 9



(1)名古屋大学（松尾清一総長）は、地域レベルでのエネルギー地産地消・CO2削減
策を強化する世界規模の仕組みである「世界気候エネルギー市長誓約」（Global 
Covenant of Mayors for Climate and Energy）を推進する欧州委員会（EC）のプロ
ジェクト（3年間で100万ユーロ）を獲得した。これまで地域の温暖化対策・エネル
ギー政策のあり方を研究・実装化してきた同大大学院環境学研究科の持続的共発展
研究教育センターが、2017年度から、このプロジェクトを全国的に展開する。

(2) 欧州連合（EU）域内においては、2008年から「市長誓約」（Covenant of 
Mayors）が開始され、現在、7,200を超す市長が大幅なCO2削減などを誓約し、取組が
進められてきている。なお、名古屋大学は、独自に、これをモデルにして、2015年
から「日本版市長誓約」を実施してきた（同年12月に豊田市長、岡崎市長など5市長
がそろって第1号として誓約、2016年8月に長野県高山村が第2号として誓約。）
(3)今回、欧州委員会は、「市長誓約」を「世界気候エネルギー市長誓約」として、
欧州とその周辺地域のみならず、北米、ラテンアメリカ・カリブ地域、インド、中
国・東南アジア、そして日本に広げることとしたわけである。
(4)このプロジェクトを実施する名古屋大学は、昨年発効した地球温暖化防止のため
の「パリ協定」の目標達成を地域から支えていく国際的な地域ネットワークの一翼
を担うことになる。

名古屋大学が「世界気候エネルギー市長誓約」を実施
－地域から「パリ協定」を支える世界的ネットワークの一翼を担う－

名古屋大学大学院環境学研究科
持続的共発展研究教育センター

竹内恒夫（052‐789‐5643）
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(5)「世界気候エネルギー市長誓約」は、市長が①エネルギーの地産地消、②国の目
標以上のCO2の削減、③気候変動への適応・レジリエンスの3つを誓約し、①～③が
具体的に位置づけられたアクションプランを作成したうえで、取り組みを行い、実
施状況・CO2排出量などをモリタリングしていくもの。欧州で先駆的に取り組まれて
きたエネルギーの地産地消などの方法を日本の自治体に橋渡しするのも本プロジェ
クトの役割。

(4) 日本においては、誓約自治体の合計人口が日本の総人口の7％を超え、アクショ
ンプランの策定自治体の合計人口が同じく4％を超えることが、3年間の本プロジェ
クトの目標。

北米

ラテンアメリカ
カリブ

日本

中国・
東南アジアインド

EU/EFTA
東欧・

南コーカ
サス南地中海

サブサハラ
アフリカ

既存地域

新たな地域世界に広がる「気候・エネルギー市長誓約」
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学⽣の
ステージ

どの段階から
でも参加可能

13組
の応募

5組が
優秀賞

６組が
参加

Tongaliプロジェクトとは、名古屋⼤学における起業家育成の拠点です。
学⽣に対する起業家（アントレプレナーシップ）教育および⼤学発ベンチャー、学⽣発ベン
    育成 ⽀援 ⾏                   発信地   活動    
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この一年に起業した学生発ベンチャー

Optimind LLC. （情報科学研究科）
2015年6⽉設⽴ アプリやWeb開発による新サービスの創造・実現を⽬指す

Kodawarin （農学部）
2017年1⽉設⽴ ⾷のクラウドファンディング

HDL （情報科学研究科）
2015年6⽉設⽴ データの解析に関する業務全般

マップフォー （情報科学研究科）
2016年9⽉設⽴ ⾃動運転⽤地図

2 2

Tryeting Inc. （⼯学研究科）
2016年6⽉設⽴ データ解析・コンサルティング事業

Prevent（医学系研究科）※全ページと重複
2016年7⽉設⽴ ⽣活習慣改善⽀援プログラム

Harmony For（情報⽂化学部）
2016年8⽉設⽴ 留学⽣           

センスフォー
2016年9⽉設⽴ 自動運転用センシング技術

学⽣発ベンチャーからの起業の機運もある
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　 2016年12月に開催したアイデアピッチコンテスト で優秀賞を獲得した

選抜チームを含む6チームが、 約3ヶ月間、 Lean Launch Pad（ リーンローンチ

パッド） 名古屋で、 仮説検証を行った成果を発表します。

チームには、 高校生・ 大学生・ 大学院生・ 社会人と多彩な顔ぶれが

そろっています。

　 発表するプランに興味ある方、 応援したい方、 投資したい方、 聴講大歓迎です。

ぜひ、 当日会場にお越しいただき、 学生たちの熱いプランに驚いてく ださい！

●スマート フォンを用いたアウト ドア用小型AEDの開発

●英語を学び直したい社会人に～新しい英語学習アプローチ"意味順"～

●みんなで食の物語まるごと味わうサイト -kodawarin こだわりん-

●アイドルコンサート に起因するホテル混雑予想サービス

●ZAZA マンツーマン言語学習マッチングプラット フォーム

●外国人留学生の就活支援と採用支援サービス“ Job Tree Japan“

3 金7 7
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2017.03 記者懇談会資料 教育学部附属中・高等学校 

台湾高校生との交流 

 主催）愛知県観光協会 名古屋市観光協会  

共催）名古屋大学教育推進部 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

 

背景） 

海外（特にアジア地域）の高等学校では、近年、教育旅行という名称で、少人数のグルー

プが海外の教育機関を訪問することが増加している。欧米社会では、昨今、「内向き」な傾

向があるか、日本を含めアジア地域ででは、「外向き思考」を若者に持ってもらうためにさ

まざまな試みを行っている。この取組みは対日理解を促進することにも繋がっている。 

 

スケジュール） 

4 月 9 日（日） 中部国際空港到着 

   10 日（月） 漁業体験 民宿体験 南知多日間賀島泊  

   11 日（火） 名古屋大学  

  12 日（水） 茶摘み体験 民宿体験 静岡泊 

   13 日（木） 東京観光 

  14 日（金） 帰国 

 

名古屋大学でのスケジュール（案） 

時 間 場所・内容 備       考 

10:30 大學に到着 バスは降車後、市内駐車場へ移動  

10:35～12:35 名古屋大學 名古屋大學 CAMPUS TOUR 

＊台湾留学生による案内予定 

 

NOBEL PRIZE 記念室（室内自由見

学） 

図書館、そのほか 

G30 説明 

12:35～12:45  附属高校＜会議室＞へ移動  

12:45～13:30 附属高校 昼食交流会 

＊附属高校２年生 10 名程参加で実施

 

13:30～13:45 会議室 両校代表者挨拶、記念品交換、記念撮

影 

 

13:45～14:00 会議室 ①台湾学生の衣装着替え 

＊着替えた終えた服を持って移動 

②全員で交流ホールへ移動 

台湾学生 14 名 
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2017.03 記者懇談会資料 教育学部附属中・高等学校 

14:00～14:10 交流ホール 交流会開始準備 

音楽準備＜NCVB 吉川氏＞ 

 

14:10～14:50 交流ホール 学生間交流 

＊附属中学 80 名程参加で実施 

 

①台湾学生の挨拶→名大附學生の挨拶

②台湾学生１４名による民族舞踏の披

露 

③両校学生でゲーム交流  

④台湾学生から御礼の挨拶、記念撮影

14:50～15:00 交流 ホー

ル 

台湾学生の衣装着替え 

15:00～15:30 附属高校 校内見学＜三小田先生の引率＞ 

15:30～15:40 名古屋大學 名古屋大學へ移動してバス乗車 

 

昨年度の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先） 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

三小田博昭（さんこだ ひろあき） 052-789-2680 
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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3月23日

名古屋教育記者会各社 殿

河合塾共催

「 名大研究室の扉ｉ ｎ 河合塾」

平成29年度 開催概要 決定
国立大学法人名古屋大学（ 名古屋市千種区不老町） は学校法人河合塾（ 名古屋市千種区今池2－1－

10） と覚書を交わし、平成26年度から共催イベント「 行きたい想いが加速する 名大研究室の扉ｉ ｎ

河合塾」 を開催しています。 中学、 高校生への研究情報発信を強化することで、 適切な大学、 学部へ

の進学支援を進めています。 本イベント 事前告知へのご協力と当日取材をお願いいたします。

行きたい想いが加速する

名大研究室の扉ｉ ｎ 河合塾
概要

開催期間： 平成29年5月～10月（ 平成29年度は6回開催予定）

イベント 内容： 講師による研究紹介、 大学院生による研究と大学生活の紹介、 講師との懇談会

        14時から 16時までを予定

開催場所： 河合塾 千種キャンパス 千種校（ 名古屋市千種区今池2－1－10）、

名駅キャンパス 名古屋校（ 名古屋市中村区椿町2－1）、

名駅校（ 名古屋市中村区椿町1-8）

共催： 国立大学法人名古屋大学、 学校法人河合塾

平成29年度 参加学部と講師：

第19回 情報学部 北 栄輔 大学院情報学研究科・ 教授

第20回 工学部 藤井 俊彰 大学院工学研究科・ 教授

吉橋 幸子 大学院工学研究科・ 准教授

第21回 法学部 田村 哲樹 大学院法学研究科・ 教授

第22回 医学部 山本 誠一 大学院医学系研究科・ 保健学科・ 教授

第23回 教育学部 中谷 素之 大学院教育発達科学研究科・ 教授

第24回 理学部 菱川 明栄 大学院理学研究科・ 教授

申込方法： 受付開始： 第19・ 20・ 21回は4月１日（ 土）、 第22・ 23・ 24回は6月1日（ 木）

河合塾のWeb、 電話、 窓口で受付、 Webは下記アドレスから、

www. kawai -j uku. ac. j p/entry/ 

名古屋大学 学術研究・ 産学官連携推進本部 地域連携・ 情報発信グループ
担当： 成 玖美（ そん く み）、 戸次 真一郎（ べっき しんいちろう）
TEL： 052-747-6791, 6527 FAX： 052-747-6002 
E-mai l : outreach@ai p. nagoya-u. ac. j p
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平成29 年3 月23 日(木) 

共催 名古屋大学×河合塾

行きたい想いが加速する

名大研究室の扉ｉ ｎ 河合塾

平成29年度 開催概要

学術研究・ 産学官連携推進本部

1． 本イベント の特徴

中学、高校生への研究情報発信を強化することで、適切な大学、学部への進学支援を進めていきます。

（ １） 名古屋大学の先端研究を担う研究者の講演をメインに、研究室で活躍する大学院生も講師とし

て加わることで学部、 そして大学院まで含めた研究生活を知ることが出来ます。

（ ２） 懇談会では大学教員と大学院生に直接質問することが出来ます。 大学進学をめざす上での様々

な疑問、 質問にお答えします。

2． イベント 構成（ イベント 全体で2時間程度）

（ １） 各学部に所属し活躍する研究者による講演（ 60分）

（ ２） 大学院生が研究や大学生活を講演（ 15分×2名）

（ ３） 参加講師3名と参加者の間での懇談会（ 30分程度）

3． 参加者の感想（ 平成28年度 お客様シート から感想を抜粋）

・ 宇宙・ 地球系が好きな自分にとって、 たまらない内容だった！最先端の研究成果を知ってワクワクし

た。 凄く 楽しそう。  (理）

・ 考えることって楽しいな、 というのが第一の感想です。 理論と現状が結びついているのが良いと思い

ました。 (経済）

・ 工学部は機械系のことばかりかと思っていましたが、 生物のような内容や医療にも生かされることが

よく わかりました。 (工）

・ 学校で習った内容を関連付けてせつめいしていただけたので、わかりやすかった。（ 農）

・ 臨床現場をふまえた上での研究者がやっていること、考えていること、どのように役立つのか、実際に活躍

されている方のお話を聞けてよかったです。（ 医）

・ 歴史的や考古学は現代とは切り離されたものだと思っていたけれど、 かつてのヘレニズム時代にもグ

ローバルな行いや人とのつながりがあったということを知り、 親近感がわきました。 (文)

平成28 年7 月 第15 回工学部

参加者の質問に答える鳴瀧先生

平成28 年8 月 第16 回農学部

懇談会で参加者と談話する大学院生
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平成29 年3 月23 日(木) 

4． 平成29年度の概要

5月28日(日） 会場 河合塾 千種校

第19回 情報学部 「 情報と他分野との境界領域において」

講師 情報学研究科

北 栄輔（ きた えいすけ） 教授

6月11日(日） 会場 河合塾 千種校

第20回 工学部 「 ３次元映像技術の最先端」

講師 工学研究科

藤井 俊彰(ふじい としあき)教授

「 放射線で診て治す！ －放射線治療の現状－」

講師 工学研究科

吉橋 幸子（ よしはし さちこ） 准教授

7月2日(日） 会場 河合塾 名古屋校

第21回 法学部 「「 政治＝選挙」 イメージの再検討

―政治はどこにあるのか？―」

講師 法学研究科

田村 哲樹（ たむら てつき） 教授

8月27日(日） 会場 河合塾 名駅校

第22回 医学部 「 先端医療機器研究開発の紹介」

講師 医学系研究科（ 保健学科）

山本 誠一（ やまもと せいいち） 教授

9月10日(日) 会場 河合塾 千種校

第23回 教育学部 「 やる気を科学する

－動機づけの心理学－」

講師 教育発達科学研究科

中谷 素之（ なかや もとゆき） 教授

10月15日(日） 会場 河合塾 名古屋校

第24回 理学部 「 化学反応する分子は「 見える」 か？」

講師 理学研究科

菱川 明栄（ ひしかわ あきよし） 教授
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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.jp/

平成 29 年３月 23 日 

 4 月１日に、「情報文化学部」と「大学院情報学研究科」を発展的に改組し、「情報学部・

大学院情報学研究科」を設置します。 

これを記念して、下記のとおり看板除幕式を行います。 

 

記 

 
■ 日 時： 平成 29 年 4 月 6 日（木）9：30～9：50 

■ 場 所： 情報学研究科棟 玄関前 

   ■ 次 第： １．開式の辞 

          ２．大学院情報学研究科長挨拶 

          ３．松尾総長挨拶 

          ４．看板除幕（記念撮影） 

          ５．閉式の辞 

    

「情報学部・大学院情報学研究科」は、これまでの成果に加え、ビッグデータ、人工知

能、IoT などを活用することで、人類の直面する課題を解決し、新しい価値を生み出すた

めの新しい情報学の創出を目指すための活動してまいります。 

名古屋大学情報学部・大学院情報学研究科設置記念 

看板除幕式開催のお知らせ 

名古屋大学広報渉外課 

 TEL：052-789-２６９９  

 FAX：052-788-6272 

 E-mail: kouho@adm.jimu.nagoya-u.ac.jp 

名古屋大学情報文化学部・情報科学研究科 

 事務長 合田、事務長補佐 山盛 

  TEL：052-789-4715、052-747-6393 

  FAX：052-789-4800 

  E-mail: goda.yumiko@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)

3日(月) 教授会(情報学部・情報学研究科(臨時開催)、情報科学研究科(臨時開催))

5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)

12日(水) 教授会(経済学部・経済学研究科)

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

20日(木) 教授会(創薬科学研究科)

21日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

25日(火) 教授会(未来材料・システム研究所)

26日(水) 教授会(多元数理科学研究科、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4月予定表

           (教育記者会用)
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27日(木) 教授会(農学部・生命農学研究科)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

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－官立
名古屋医科大学の八年－」

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：医学部附属病院基礎研究棟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

3月14日(火)～
7月8日(土)
(日・月曜日お
よび夏季休暇
期間休館(6月
11日臨時開
館))

第23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23日(木)
高等教育研究センター
第84回客員教授セミナー

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：「大学のガバナンス改革のめざすもの－日・英・蘭3カ国
比較－」
講演者：ドナルド・ウェスターハイデン氏（トゥエンテ⼤学上級研究
員)
内容：⽇本、イギリス、オランダの⾼等教育におけるガバナンスの
構造と改⾰の特徴を、⼤学執⾏部と⼀般教職員の⾃⼰統治の関
係に⾔及しつつ検討する
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

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

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
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3月25日(土)、
4月8日(土)、
4月22日(土)、
5月13日(土)、
5月27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3日(月)～
7月7日(金)
(土・日・祝日休
館(6月10日、11
日臨時開館))

博物館野外観察園セミナーハウ
ス サテライト展示「名大キャンパ
スの野鳥」

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

［関連企画］
「キャンパス探鳥会」(4/29)※雨天順延(予備日は5/6)
場所：博物館野外観察園セミナ－ハウス2階
時間：9：00～11：00
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

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
時間10：00～

教育学部附属中・高等学校
教諭　 三小田博昭
052-789-2680

4月8日(土)、
5月13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

4月10日(月)
第71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：「糸魚川大火の教訓と今後の市街地火災対策」
講演者：廣井　悠氏（東京大学准教授)
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

4月13日(木) 第129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：「中部地方整備局における南海トラフ巨大地震に対する
取組－東日本大震災を踏まえて－(仮題)」
講演者：岡村次郎氏(国土交通省中部地方整備局企画部長)
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

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や働きを学ぶ
定員：各回23名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料等)

博物館事務室
052-789-5767
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4月16日(日)
名大研究者といっしょに、お絵か
きでふしぎ科学実験をしよう！

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：11:00～16:00（1回30分計6回）
講演者：トランスフォーマティブ生命分子研究所、JST-ERATO伊丹
分子ナノカーボンプロジェクト、学術研究・産学官連携推進本部の
教職員
内容：油性ペン・水性ペン・蛍光ペンで絵を描き、オリジナルアート
（しおり）を制作しながら色の成分を観てみよう。
定員：各回18名
対象：小学校低学年以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6527

21日（金）
第140回招聘セミナー（第1回アド
ミッション担当教職員支援セミ
ナー）

場所：名古屋大学 東山キャンパス 文系総合館5階 アクティブラー
ニングスタジオ
時間：15:00～17:30
講演題目：「大学入学者選抜における共通試験の現状と課題」
講演者：大塚 雄作　氏（大学入試センター・教授）
　　　　　林 篤裕　氏（名古屋工業大学・教授）
講演概要：大学入試や高大接続の改革が、大きな政策課題として
取り上げられています。これに携わる教職員の中には、必要な知
識やスキルが十分に提供されないままに、職務遂行を余儀なくされ
ている方もいらっしゃるかと思われます。このような状況を多少とも
改善すべく、このほど「アドミッション担当教職員支援セミナー」を開
催することにしました。大学入試や高大接続業務に携わる教職員
はもちろん、この問題に関心をお持ちの方々のご参加をお待ちして
います。

高等教育研究センター
教授　夏目　達也
052-789-5696

4月22日(土)、
5月20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

6月23日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第25回名古屋ビジネスセミ
ナー

場所：日本経済新聞社名古屋支社3階日経栄カンファレンスルーム
(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「なぜ、企業不祥事は繰り返されるのか－組織行動論・
変革論の見地から－」
講演者：寺澤朝子氏(中部大学教授)
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

8月2日(水)、3
日(木)

第14回東アジア社会政策会議

場所：豊田講堂
テーマ：「変わりゆく環境のなかの東アジア社会政策－比較・構想・
未来」
講演者：サラ・クック氏（ユニセフ・イノチェンティ研究所長）、広井良
典氏（京都大学教授）、落合恵美子氏（京都大学教授）、施世駿氏
（国立台湾大学教授）
参加費：10,000円(大学院生5,000円）

環境学研究科准教授　上村泰裕
052-789-2218

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

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
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名古屋市教育委員会生涯学習推進課 大学連携キャンパス講座

主催： 名古屋大学博物館

5/27 (土) 10 時30 分より

大路 樹生 名古屋大学博物館教授・ 館長

生物界の農耕革命
―モンゴル調査から探る生命進化―

6/ 3 (土) 10 時30 分より

渡邉 彰 名古屋大学生命農学研究科教授

めぐる めぐる
循環と土壌と人類

6/17 (土) 10 時30 分より

佐々 木 重洋 名古屋大学文学研究科教授

鬼は神？！
―奥三河、 花祭りの世界観を読み解く ー

会 場 ： 名古屋大学博物館講義室

申し込み： 往復ハガキで「 〒、 住所、 氏名(ふりがな)、 電話番号、 達人と話そう

友の会の方は会員番号」 を明記の上、 下記まで

〆 切 ： 5 月18 日(木） 必着（ 抽選） 募集人数： 80 名 無 料

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館 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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名古屋･学･等教育研究センター第84回客員教授セミナー  

･学のガバナンス改･のめざすもの 

－･･英･蘭３カ国･較－ 

ドナルド・ウェスターハイデン･
（オランダ トゥエンテ･学･等教育政策研究所・上級研究員）

講演概要 本セミナーでは、･本、イギリス、オランダの･等教育におけるガバナンスの構造と

改･の特徴を、･学執･部と･般教職員の･･統治の関係に･及しつつ検討する。 

国レベルで展開されるガバナンス改･の結果は、各機関のガバナンスとの関係で評価

される。政府の改･は、管理が･き届き、かつ社会的ニーズに的確に反応できるように

･学を導いたか、改･が予期せぬ結果をもたらさなかったか等である。 

３国の･学ガバナンス改･は、NPM（新公共管理）やポストNPMというように、そ

れぞれ異なるパターンで展開されている。改･は、ある･では･学の･治は推進してい

るが、他･で制限している。･学の･治をめぐる変化によって、･学執･部と･般教職

員の間のシェア・ガバナンスにも影響を与えていることを･す。 

2017年3･23･（･） 16:00－18:00  

場  所：名古屋･学東･キャンパス ･系総合館5Fアクティブラーニングスタジオ

※このセミナーは英語で･います。･本語通訳はありません。 

参加申込：下記ウェブサイトよりセミナー参加申込をお願いいたします。 

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  

○いただいた個･情報は、本企画運営の･的にのみ使･いたします。 

○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利･くださいますようお願いいたします。 
構内駐･された場合の･務証明書発･はいたしかねますので、ご了承ください。 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-5696 
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楽しいものづくり・一日大学体験

名古屋大学工学研究科 創造工学センター

平成28年度第2期 高大連携・ものづくり公開講座

機械工作コース

あなたもメカニック！エンジン分解・組み立てに挑戦

○模型飛行機用グローエンジンを分解し、組み立てを行った後、実際に作動させて熱が動力に変わる
エネルギー変換の様子を体験します。さらに、それらを通じて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びます。最後は小型ジェットエンジン
のデモンストレーションを通じて大出力を直に体感してもらいます。

■募集定員： １０名

日 時 : 平成29年3月24日（金） 10: 00～16: 00（ 予定）
会 場 : 名古屋大学大学院工学研究科

創造工学センター（I B電子情報館北棟10階）
地下鉄名城線「名古屋大学」下車３番出口西側正面

対 象： 高校生
参加費 : １人４００円（傷害保険料） 参加当日、受付でお支払い下さい。

当日は作業しやすい長ズボン、運動靴をご用意ください。

■申込先： 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学研究科創造工学センター
「高大連携・ものづくり公開講座」係

■申込方法： 往復はがき（個人の場合は１人１枚、グループの場合は１グループ１枚）に①‐ ⑤を明記し
て郵送、またはＥ-ｍａｉｌにて申込先に送って下さい。①氏名（ふりがな） ②性別・生年月日 ③学校名、
学年、保護者氏名、印（Ｅ－ｍａｉｌの場合不要） ④郵便番号、住所 ⑤電話番号。

■申込締切： 3月10日（金）１２：００必着 （申込者多数の場合は先着順となります）

問い合せ先：名古屋大学創造工学センター Tel：052-789-3788, 4553 E-mail： frontdesk@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp

ホームページでも案内しています． http://www.cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp

【主 催】 名古屋大学工学研究科 創造工学センター・一宮高校SSH事業共同主催
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NUMCo 第 68 回名古屋大学博物館コンサート 

 

201７  ３/２５(土) 

           1４時 1５時 
 

≪曲目≫コンドルは飛んでいく､花まつり､他 
 

≪演奏≫ティエラブランカ 
 

             入場無料、全席自由 
お席は２００席ご用意しすが 
立ち見となる場合もございます 

 

       ≪場所≫ 

名古屋大学博物館展示室２階 
   地下鉄名城線名古屋大学駅２番出口徒歩すぐ 

 

 

 

≪問い合わせ先≫ 

名古屋大学博物館 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

TEL：052-789-5767  

FAX：052-789-5896 33



キャンパスの自然を野鳥の写真で紹介します

 ఉ���ᵩ ��ᅱ����� � ☥ ��� ☬�

中央図書館

ファミ リ ーマート

南部生協
山手通1丁目

博物館

至 本山

野外観察園

展示室

名古屋大学駅

①出口

名大南

至 八事

名
古
屋
大
学
博
物
館

 
 
 
 
 
展
示

入場
無料

4   3
土・ 日・ 祝日（ ただし 6月10・ 11日開館）休館日

名古屋大学博物館野外観察園セミ ナーハウス 2階場 所

名古屋大学博物館・ 名古屋大学生物研究会共 催

申し 込み方法

お問い合わせ

キャ ンパス探鳥会

関連企画

2017年 月日月 7   7月日金

4月29日土

10:00～16:00
～

往復ハガキにて下記ご記入の上お申し 込み下さ い

イ ベント 名、 〒、 住所、 電話番号、 参加者氏名・ 年齢

（ 全員分） 、 博物館友の会会員の方は会員番号、 双眼

鏡をお持ちの方はご持参下さ い。 （ 保険代5 0 円）

名古屋大学博物館

〒4 6 4 -8 6 0 1 名古屋市千種区不老町
TEL  0 5 2 -7 8 9 -5 7 6 7
FAX   0 5 2 -7 8 9 -5 8 9 6

〆切： 4 / 1 3（ 木） 応募多数の場合は抽選

9:00～11:00（ 雨天の場合： 　　土）5/6
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主催： 名古屋大学 減災連携研究センター
★お問い合わせ： TEL:（ 052） 789-3468

※講演の撮影・ 録音はご遠慮く ださい。

※駐車場はありません。必ず公共交通機関をご利用く ださい。

1800 -1930
名古屋･学減災館1階減災ホール

予約不要・･場無料

中
部
地
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局
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木

第129 回名古屋大学防災アカデミ ー

岡村 次郎
国･交通省中部地･整備局
企画部･

2017
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「･学･学者選抜における共通試験の 
現状と課題」 
･塚 雄作 ･（･学･試センター・教授） 

「アドミッションセンターの役割」 
林 篤裕 ･（名古屋･業･学・教授） 

講演概要 ･学･試や･･接続の改･が、･きな政策課題として取り上げられています。これに

携わる教職員の中には、必要な知識やスキルが･分に提供されないままに、職務遂･を

余儀なくされている･もいらっしゃるかと思われます。 

このような状況を多少とも改善すべく、このほど「アドミッション担当教職員･援セ

ミナー」を開催することにしました。 

･学･試や･･接続業務に携わる教職員はもちろん、この問題に関･をお持ちの･々

のご参加をお待ちしています。 

2017年4･21･（･） 15:00－17:30  

場 所：名古屋･学東･キャンパス ･系総合館5Fアクティブラーニングスタジオ 

参加申込：下記ウェブサイトよりセミナー参加申込をお願いいたします。 

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  

○いただいた個･情報は、本企画運営の･的にのみ使･いたします。 

○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利･くださいますようお願いいたします。 
構内駐･された場合の･務証明書発･はいたしかねますので、ご了承ください。 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-5696 

名古屋･学･等教育研究センター 第140回招聘セミナー  

第1回「アドミッション担当教職員･援セミナー」 
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時間

1 平成29年４月25日（火） １４：００～

2 平成29年５月24日（水） １６：００～

3 平成29年６月21日（水） １４：００～

4 平成29年７月26日（水） １４：００～

5 平成29年９月27日（水） １４：００～

6 平成29年10月26日（水） １４：００～

7 平成29年11月22日（水） １４：００～

8 平成29年12月21日（木） １４：００～

9 平成30年１月24日（水） １４：００～

10 平成30年２月21日（水） １４：００～

11 平成30年３月27日（火） １４：００～

※　５月２４日は，懇談会終了後，懇親会を開催する予定にしております。

平成29年度　教育記者会との定例懇談会開催予定日
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