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テーマ 議 題 担当 

Ⅰ ハイライト １． 名古屋大学 周年事業 

『プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ』 

２．女性研究者を応援！ 

文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現イニシア

ティブ（特色型）」採択 

３． 松尾総長の UNWomen「ジェンダー平等報告

書」発表イベントへの出席（ニューヨーク国連） 

４．Youth for Gender Equality 

～ジェネレーション Zからのイニシアチブ～ 

磯谷事務局長 

三枝准教授 

岡田副理事 

岡田副理事 

Ⅱ 輝け！名大生 ５．Tongaliビジネスプランコンテスト 

最優秀 Tongali賞から 

『スマートフォンを用いた小型 AEDの開発と普及』 

医学部 3年生 

井上 拓海 

Ⅲ 世界屈指の大学を

目指す取組 

『NU MIRAI 2020』 

６． 日本の GaN研究プロジェクト最前線 

『産学官共創によるGaN（窒化ガリウム）研究 

開発推進状況について』 

天野教授 

Ⅳ その他 ７．10月の行事予定 

８．次回のご案内（10/26（木）） 

松尾総長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                         



名古屋大学 周年事業

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」
－2019年（創立80周年）・2020年（豊田講堂60周年・
名大祭60周年）・2021年（創基150周年）記念事業－

名古屋大学

資料１
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名古屋大学の「創基」「創立」

創基

創立

2019年創立80周年

2021年創基150周年

1908年（明治41年）

第八高等学校 1920年（大正9年）

名古屋高等商業学校

1945年（昭和20年）

岡崎高等師範学校

1949年（昭和24年） 名古屋大学 （ 新制 ）

2004年（平成16年） 国立大学法人名古屋大学

1871年（明治4年）

仮病院・仮医学校

1881年（明治14年）

愛知医学校

1920年（大正9年）

愛知医科大学

1931年（昭和6年）

名古屋医科大学

1939年（昭和14年）

名古屋帝国大学

1947年（昭和22年）

名古屋大学（旧制）
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2019年 創立80周年

2020年 豊田講堂60周年・名大祭60周年

2021年 創基150周年

各周年を一連の期間として捉え、
これに向けた行事・事業を

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」
として実施

周年事業の展開
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事業のロゴマーク ・ キャッチフレーズ（案）

※キャッチフレーズは１０月２１日（土）ホームカミングデイ公表
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「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の目的

名古屋大学は、世界有数の産業集積地（東海地区）にある

基幹総合大学として、次世代をリードする高度人材の育成と

世界最先端の研究による真理の探究及びイノベーション創出

を推進し、人類の平和と持続的な発展に貢献する。

これを実現するため、「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」は、

１． 名古屋大学ブランドの確立

２． 卒業生・在学生、教職員の名古屋大学への

帰属意識の強化

３． 財政基盤の強化

を目的とする。                                                                              5



① 「世界水準」の研究成果と人材育成を目指す事業

②多様な文化の理解、女性の活躍推進、

自由闊達な学風の継承等、

「ダイバーシティ」の尊重をめざす事業

③ 人類が直面する課題に「アジア」とともに挑む

国際的な事業

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の事業
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 工学部７号館地区の再開発構想

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の事業構想（案）

「未来に活かす」をコンセプトとして、展示内容と方法を一新する。名古屋
大学の世界水準のアクティビティを基盤とし、未来を担う若手や、社会人・
シニア層等に対し、部局の研究成果をShow Case的に展示する機能、教
員・学生が講義・実習等で使える機能、博物館ならではの資料やフィール
ドに根差した研究の展開を展示する機能を持たせ、名古屋大学全学の
機関としての役割を果たす。

工学部７号館地区において、新たなイノベーションの創出と世界で活躍
する人材の育成を目指し、寄附金等も活用して、工学系・情報系研究組
織の改組および大学の機能強化等への対応、共同研究スペース・オー
プンラボ等の産学官連携施設の整備、食堂・売店等の福利厚生施設の
整備を行うとともに、カフェ・書店等の民間収益施設を誘致する。

◆寄附等の外部資金を活用し実施する施設の新改築等

※その他、オープンリサーチフォーラムや国際会議を検討中

 「未来に活かす博物館」構想
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「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の事業構想（案）
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◆ その他の実施行事

（「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」として実施する行事・事業）

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の事業構想（案）

2017

ホームカミングデイ ②

企画展「ムシの世界」 ②

苦戦する青年を育てる地域づくり
‐大学をプラットフォームとして産官学地域をつなぐ‐（仮題）

②

2018

ヤングリーダーズプログラム（YLP）15周年記念事業 ③

ホームカミングデイ ②

プラズマナノ工学研究センター設立10周年記念特別講演会 ①

名古屋大学レクチャー ①

国際開発研究科改組一周年記念事業（仮称） ③

HeForShe IMPACT Scholarship ②

附属学校プレミアム・ホームカミングデー ②

（2017年9月現在）

① 「世界水準」の研究成果と人材育成を目指す事業

② 多様な文化の理解、女性の活躍推進、自由闊達な学風の継承等、「ダイバーシティ」の尊重をめざす事業

③ 人類が直面する課題に「アジア」とともに挑む国際的な事業
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「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の事業構想（案）

2019

数理科学同窓会第３回総会 ②

ホームカミングデイ ②

名古屋大学レクチャー ①

附属学校教諭による公開講座 ②

2020

ホームカミングデイ ②

名古屋大学レクチャー ①

第２０回名古屋国際数学コンファレンス ③

名大建築2020から2050を語る―名古屋大学豊田講堂竣工60周年記念― ②

法学部創立70周年記念事業 ②

名古屋高等商業学校 名古屋大学経済学部・経済学研究科100周年記念事業 ②

2021

名古屋大学環境学研究科設立20周年記念事業 ②

ホームカミングデイ ②

名古屋大学レクチャー ①

80周年記念誌 ②

高木家文書特別展 ②

情報基盤センター50周年記念式典 ②

農学部創立70周年事業 ②

国際開発研究科設立30周年記念事業（仮称） ③

                                                                              10



アジアサテライトキャンパス奨学金

G30学部留学生奨学金海外派遣日本人学生給付金

支援学生 105人（2016年）

◇ 名古屋大学基金
 2007年3月創設
 運用益を学生の奨学支援に活用

⇒グローバルリーダーの育成、グローバルキャンパスの形成が着実に進展

下駄の鼻緒奨学金

名古屋大学基金

支援学生 4人（2016年）

支援学生 74人（2016年）

支援学生 16人（2016年）

支援学生 5人（2016年）
→22人（2018年予定）

ホシザキ奨学金

グローバル社会で活躍するリーダー
育成のため、日本人学生の海外派遣
を推進

世界から優秀な人材を受け入れるため、
特に優れた留学生に奨学金を支給

アジアサテライトキャンパス学院で
学ぶ各国の行政官などの学生に対し、
本邦キャンパスでのスクーリング費
用を支給

「お礼は次の困っている人に」下駄
の鼻緒が切れた際、替えの鼻緒をく
れた女性の言葉を胸に、本学卒業生
が設立した奨学金

ホシザキ株式会社の会長ご夫妻が設立した
坂本ドネイション・ファウンデイション株式会社の株式を
寄附いただき設立。給付型奨学金として、経済的に困窮し
た学生に対して給付                                                                              11



名古屋大学基金

◆2021年 創基１５０周年

基金目標額 １００億円

「プロジェクトＮＵ ＭＩＲＡＩ」の推進により

名古屋大学の節目を飛躍の契機に

◆2039年 開学１００周年

基金目標額 ２００億円
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第 13回ホームカミングデイの開催について 

 

Ⅰ メインテーマ 「尖った情報技術、やわらかな人間社会」 

Ⅱ 開催日時  平成 29年 10月 21日（土）10時～17時 

Ⅲ 中心部局 

  ホームカミングデイ実行委員会において審議した結果、中心部局を「情報学部・情報学研究科」

と決定し、同科に依頼し了承を得た。シンポジオンホールにて、国立研究開発法人理化学研究所 

脳科学総合研究センター 特別顧問の甘利俊一先生と、国立研究開発法人 情報通信研究機構 監事

の土井美和子先生の 2名による学術講演会を実施する。講演後、本学理事の郷通子先生、情報学研

究科の戸田山和久先生を加えた 4名でパネルディスカッションを実施する。 

Ⅳ 行事概要 

１ 名古屋大学の集い【豊田講堂ホール】※申込終了 

  ・総長、豊田全学同窓会会長 ご挨拶 

  ・国際交流貢献顕彰授賞式 

  ・名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート 

        指揮者：ラルフ・ワイケルト（オーストリア生まれ。名門チューリッヒ・オペラの 

音楽監督を務めた。世界各地の主要オーケストラに客演、主要音楽祭に定期的に招

聘 

されている。） 

        フルート：上野 星矢（パリ国立高等音楽院第 1課程を審査員満場一致の最優秀賞 

並びに審査員特別賞を受賞し卒業。現在はヨーロッパ各国や日本、台湾、上海、ソウ 

ルでのリサイタル出演など世界を舞台に活躍。） 

２ 学術講演会（情報学研究科）【シンポジオンール】 

講師：甘利 俊一 先生 

（国立研究開発法人理化学研究所 脳科学総合研究センター 特別顧問） 

   土井 美和子 先生（国立研究開発法人情報通信研究機構 監事） 

演題：「人工知能を大局的にとらえ、未来を考える」 

３ 今回新規の施設一般公開、展示（ジェンダー・リサーチ・ライブラリ見学、HeForShe展示） 

４ 施設見学・展示等 

     減災館、赤﨑記念研究館、野依記念物質科学研究館、2008ノーベル賞展示室（ES総合館 2

階）、 

超高圧電子顕微鏡施設、ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）、トランスフォーマ 

ティブ生命分子研究所（ITbM）、劣化橋梁施設 N2U-BRIDGE、メディアスタジオ、スーパーコン 

ピュータ、中央図書館及び博物館企画展示、大学文書資料室（名古屋大学創立 80周年記念史

（仮 

称）の編さんに向けて、名古屋大学の歴史に関わる様々な時代や種類の資料を展示することによっ

て、 

名大関係者や地域の方々に資料の提供を呼びかける） 

５ 名古屋大学理系女子コミュニティあかりんご隊による科学実験【野依記念学術交流館 1階】 

６ 市民公開講座等 

・（医学系研究科）【ESホール】 

講師：医学部附属病院化学療養部 安藤 雄一 教授 

演題：「がん薬物治療の最前線：どれくらい効くようになったのか？」 

・（未来材料・システム研究所）【ESホール】 
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講師：天野 浩 教授 

演題：「特別講演『省エネルギー社会の実現を目指して！』」※申込終了 

 

 

・（理学研究科）【2008ノーベル賞展示室】 

対談者：益川 敏英 特別教授、 杉山 直 理学研究科長 

演題：「2008ノーベル賞展示室特別対談」 

・（HeForShe）【野依学術記念交流館１階】 

演題：「HeForSheセミナー『名古屋大学のジェンダー平等に向けたコミットメントと

役割』」 

       ・（環境医学研究所）【野依記念学術交流館 2階】 

         講師：環境医学研究所 山中 宏二 教授ほか 

内容：研究・臨床現場の最前線で活躍されている学外の先生方をお招きし、神経難

病の克服に向けての研究の現状等について一般向けに分かりやすく紹介 

・（未来材料・システム研究所）【IB015講義室】 

講師：未来材料・システム研究所 舟橋 俊久 客員教授、 

  ：総合地球環境学研究所 王 智弘 プロジェクト研究員 

演題：「地産地消のエネルギー（屋久島・瀬戸内海）」 

・（法学研究科）【アジア法交流館 2階アジアコミュニティーフォーラム】 

          演題：「市民のための学生法律相談-過去・現在・未来-」 

・（医学部保健学科）【大幸キャンパス東館大講義室】 

講師：医学系研究科看護学専攻 林 登志雄 教授、渕田 英津子 准教授 

演題：「中高年の生活習慣病対策と認知症予防」 

         ※他多数 

７ 名古屋グランパスエイト・スクールコーチによる親子サッカー教室【陸上競技場】 

８ 農産物の販売、生協名大グッズ等の販売【豊田講堂ピロティ】 

中央図書館による本のリユース市【中央図書館】※昨年度の豊田講堂ピロティより場所を変更 

９ 部局行事（同窓会行事、保護者等向け行事） 

10 2年後から連続して迎える周年（2019年：創立 80周年、2020年：豊田講堂 60周年・名大祭 60周 

年、2021年：創基 150周年）に向けた第一歩として、今年度は「テクノ・フェア」、「名大秋祭（秋

革 

祭）」と同日開催。関連イベントとして、「イングリッシュキャンプ」も同日開催。 

Ⅴ 周年同窓生 

   周年同窓生には招待状を個別に発送し、優先的にホームカミングデイのイベントに参加して頂

く。今回は、10周年（2007年）、20周年(1997年)、30周年（1987年）、40周年（1977年）、50周年

（1967年）の卒業（修了）した同窓生（約 7600名）が対象。 

Ⅵ 運営協力の依頼について 

   開催当日の行事運営及び会場整理等については、事務局職員に協力依頼を行っている。 
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資料２ 
 

平成 29年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業 

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」に選定されました 
 

2017年 9月 1日 

 

 名古屋大学は、平成 29 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究

環境実現イニシアティブ（特色型）」に応募し、この度採択されました。 

 本事業は、研究環境のダイバーシティを高め、優れた研究成果の創出につなげるため、各機

関・地域の特色を踏まえた、女性研究者の活躍推進に向けた機関としての目標・行動計画を設

定・公表することを要件とし、女性研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した

研究環境の整備や女性研究者の研究力向上のための取組、女性研究者の積極採用や研究中

断、あるいは離職した女性研究者の復帰・復職支援及び女性研究者の上位職への積極登用に

向けた取組を支援するものです。「特色型」は、大学や研究機関における単一の機関内での部局

横断的な取組支援を目的としています。 

  

【本事業における名古屋大学の目的】 

 女性教員比率および女性教職員の上位職比率の増大、ライフイベント中の女性研究者への両

立支援、女性研究者の研究力向上、ジェンダー平等推進のための拠点設立および学内の意識

改革を目指す。とりわけ、女性教員比率に係る数値目標を確実に達成するとともに、役員、部局

長への女性教員の登用を積極的に推進することが期待されている。 

 

【本事業における名古屋大学の取組概要】 

1．女性教員比率・女性教員上位職比率の増大 

  ・女性教員採用加速インセンティブ 

  ・女性教員上位職登用インセンティブ 

  ・女性研究者トップリーダー顕彰 

  ・女性研究者リーダーシップ・プログラム 

2．ワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善 

  ・研究支援員制度 

  ・介護相談会 

  ・ワーク・ライフ・バランス向上のためのアンケート調査の実施 

  ・センター試験時の学内保育所利用および学童保育所利用支援制度 

3．女性研究者の研究向上 

  ・英語プレゼンテーション研修 

  ・英語論文執筆セミナー 

  ・英語論文校閲助成 

4．ジェンダー平等推進のための拠点設立および学内の意識改革 

  ・国内外のジェンダー平等推進拠点を目指した男女共同参画センターの設置 

  ・ジェンダー平等ベスト・プラクティス賞 
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「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」 
 

名古屋大学の取組概要 

 

実施体制 

 本事業は、総長の強いリーダーシップの下、男女共同参画担当理事、男女共同参画推進専門委員

会、男女共同参画センター、各部局の男女共同参画委員会及び総務部職員課が連携して推進する。

とりわけ男女共同参画センターが中心的に活動する。男女共同参画センターは、これまで本学の男

女共同参画推進の中心となっていた男女共同参画室を、平成 29年 7月 1日に改組したものであり、

１）男女共同参画の推進、2）ジェンダー研究教育、3）男女共同参画を通じた社会貢献を 3つの主

要な柱とする。 

 

体制図 

男女共同参画推進体制 組織図

総 長
男女共同参画担当理事

男女共同参画推進専門委員会
委員長： 理事・ 副総長

女性研究者

増員検討W G

育児支援策

検討W G

女子学生支援

策検討W G

学部学生向け

ジェ ン ー関
連授業検討
W G

病児保育検討

W G

メ ン ー検討

W G

こすもす保育園

あすなろ保育園

学童保育所

総務部職員課

各部局の男女共同参画推進委員会等

こすもす保育園

規程

運営協議会

あすなろ保育園

規程

運営協議会

学童保育所規程

検討委員会

男女共同参画セン ー
セン ー長： 副理事

施
策
の
提
案

施策の提案

施策の提案

施策の提案

意思決定

施策の提案

 
 

取組概要 

 本事業では、下図に示すように、4つの目標を設定し、さまざまな取組を行う。とりわけ、「目標

1」の女性教員比率並びに女性教員上位職比率の増大は重要であり、その目標達成のために、本事

業で支出不可能な部局への奨励金等のインセンティブ施策実施のための経費は、新たに立ち上げた

「ジェンダー平等支援基金」による自己資金から支出する。 

                                                                              16



目標1： 女性教員比率・女性教職員上位職比率の増大

目標2： ワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善

目標3： 女性研究者の研究力向上

目標4： ジェンダー平等推進のための拠点設立および
学内の意識改革

部局へのインセンティブ施策
（ジェンダー平等支援基金）

女性研究者
研究活動支援

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）

 
 

取組実績 

 本学はこれまでに「女性研究者支援モデル育成」（平成 19年～21年）、「女性研究者養成システム

改革加速」（平成 22年～26年）、「女性研究者研究活動支援事業（連携型）」（平成 26年〜28年）に

採択され、様々な取組を実施、展開してきた。下にその主な取組を紹介する。 

 

「女性研究者支援モデル育成」（平成 19年～21年） 

 常設型の学内学童保育所の設置、育児中の短時間勤務制度の導入など、ワーク・ライフ・バラ

ンス推進支援のためのソフト・ハード面の環境整備 

 若手女性研究者の新規採用を促進する発展型ポジティブ・アクション・プロジェクトの導入 

 

「女性研究者養成システム改革加速」（平成 22年～26年） 

 女性 PI枠（自然科学系分野で研究を主導する教授・准教授の女性限定公募）の導入 

 メンタープログラムの導入 

 

「女性研究者研究活動支援事業（連携型）」（平成 26年～28年） 

 AICHI女性研究者コンソーシアムの設立（連携機関：名古屋市立大学、豊橋技術科学大学、連

携企業：愛知県、名古屋市、愛知県経営者協会、愛知中小企業家同友会、トヨタ自動車株式会

社） 

 女性研究者リーダーシップ・プログラムの導入 

 トヨタ女性研究者インターンシップ・プログラムの導入 

 広域メンターシップ制度の導入 

 

本事業での特色のある取組事例 

 女性教員採用加速インセンティブ：女性教員比率目標を達成及び新規女性教員を採用した部局

に奨励金（自己資金）を付与する。 

 女性教員上位職登用インセンティブ：女性教員を役員や管理職に登用したり、教授に昇進させ

た部局に奨励金（自己資金）を付与する。 

 女性研究者トップリーダー顕彰：毎年 5名程度を「特に優秀な女性研究者」として顕彰し、研

究費の付与及びトップリーダー養成を目的としたセミナー等への参加費を支援する。 

 女性研究者リーダーシップ・プログラム：上記の連携型事業で行った同プログラムを、本事業

でも継続して行う。同プログラムは、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、大学の上位職に必要な情報・資質・スキルについての研修を通

年で開催するものである。研修内容としては、外部講師によるリーダーシップ研修、本学のト

ップリーダーによる研修などを併せて年に 3～4回の研修を開催する。プログラムの最後に参

加者のレポートを報告書とし、成果の共有を図る。また、プログラム修了者には修了証を授与

する。  
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HeForShe IMPACT  
10 x 10 x 10 DINNER
/ PROGRAMME

　　　　　資料３
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ProgrammeHeForShe  
IMPACT  
10 x 10 x 10 
DINNER

8:00 — 8:05PM

8:10 — 8:20PM

8:05 — 8:10PM

9:00 — 9:28PM

8:20 — 9:00PM

9:30PM

Host Welcoming RemaRks
AccorHotels

official RemaRks
Phumzile mlambo-ngcuka, Under-Secretary-General & Executive Director, UN Women 

imPact lab sPecial announcement
Phumzile mlambo-ngcuka, Under-Secretary-General & Executive Director, UN Women 
IMPACT Lab Co-Chairs

DinneR & infoRmal conveRsations

DinneR
September 19th, 2017 

8:00 PM — 9:30 PM EST

Sofitel New York Hotel  
45 West 44th Street, New York

Intimate dinner convening all 30 HeForShe 
IMPACT Champions (Heads of State, Cor-
porates & University Presidents) for a first 
glimpse of emerging proven practices ahead 
of the report launch on September 20th. 
Special occasion to formally announce the 
launch of the Heforshe imPact lab and its 
inaugural co-chairs: 1 Head of Government; 
1 Global CEO and 1 University President. 
Unique opportunity for IMPACT Champi-
ons to meet HeForShe inaugural Thematic 

H.e. bjarni benediktsson, Prime Minister of Iceland

closing RemaRks
Phumzile mlambo-ngcuka, Under-Secretary-General & Executive Director, UN Women

evening concluDes & imPact cHamPions DePaRt

bob moritz, Chairman, PricewaterhouseCoopers

vittorio colao, CEO, Vodafone

andrew Wilson, CEO, Electronic Arts

9:28 — 9:30PM

frédéric mion, President, Sciences Po

bruce cleaver, CEO, De Beers Group
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IMPACT
10x10x10 
Gender Parity Report Launch 2017

/ PROGRAMME
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Event ProgrammeHeForShe  
IMPACT  
10 x 10 x 10   
PARITY REPORT 
LAUNCH 

10:00 — 10:05AM

10:10 — 10:20AM

Opening remarks
phumzile mlambo-ngcuka, Executive Director, UN Women

September 20th, 2017

10:00 AM — 12:00 PM EST

New York City

10:20 — 10:30AM

spOtlight | hOW tO end child marriage
h.e. arthur peter mutharika, President of Malawi

the malawi story: In Malawi, 46% of girls are married before the age of 18 and 9% before the age of 15. 
In 2016, the President of Malawi passed legislation to outlaw child marriage as part of his HeForShe com-
mitment. 1,455 customary marriage have been annulled as of August 2016, sending 1,312 girls and 143 
boys back to school. how is h.e. arthur peter mutharika, president of malawi, tackling the challenges, 
obstacles and opportunities to ending child marriage in his country?

spOtlight | hOW tO eliminate gender-Based ViOlence
h.e. paul kagame, President of Rwanda

To date, 44 Isange One Stop Centres have been establised in Rwanda, bringing new levels of support to 
survivors of gender-based violence. What has changed in rwanda as a result of these?

interstitial: VideO cOntent

hOW tO transFOrm WOmen’s ecOnOmic empOWerment
In order to bring about real, lasting change, we must take many targeted actions over a sustained period. Investing in women’s  
economic empowerment sets a direct path towards gender equality, poverty eradication and inclusive economic growth.  
According to the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2016 economic parity between the sexes could take 170 years 
after a dramatic slowdown in progress. how is heForshe and the engagement of its male impact champions being leveraged to 
accelerate progress?

10:30 — 10:50AM

sébastien Bazin | Chairman & CEO, AccorHotels | Jes staley, CEO, Barclays 
Feridun hamdullahpur,  President & Vice-Chancellor, University of Waterloo

susanna schrobsdorff, Chief Strategic Partnerships Editor & Columnist, TIME Magazine

As more women make it into C-suites and boardrooms, these gains are often viewed as a zero-sum game 
— a gain in position, power and influence for women means a commensurate loss for men. Not surprising-
ly, these perceptions foster resentment of and resistance to advancing women in leadership. What have 
heForshe impact champions done to change this?

panel | What innOVatiVe interVentiOns Will prOVe sUccessFUl

Moderator:

Panelists:
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10:55 — 11:00AM

10:50 — 10:55AMHeForShe  
IMPACT  
10 x 10 x 10   
PARITY REPORT 
LAUNCH 

spOtlight | hOW tO achieVe gender-Balanced leadership
Bob moritz, Chairman, PwC

the pwc story: PwC’s Inclusion Index has revolutionized the way the company approaches diversity  
by ensuring that data, rather than assumptions or stereotypes are driving interventions. Female represen-
tation on PwC’s Global Leadership Team rose from 18% to 47% in 2016. how did they do it?

interstitial: VideO cOntent

spOtlight | hOW tO inFlUence BehaViOr patterns
h.e. sauli niinistö, President of Finland

the Finland story: Almost 80 per cent of Finland’s male population goes through military service,      
providing a crucial opportunity to engage young men on the prevention of violence against women and 
girls. What impact has been created?

spOtlight | hOW tO emBed change Within the cOmmUnitY
h.e. klaus Werner iohannis, President of Romania

The formalization of the Gender Equality Expert role in Romania supports the elimination of gender-based 
violence throughout its communities. What impact has this created and what has changed as a result?

11:00 — 11:05AM

hOW tO end gender Based ViOlence
1 in 3 women worldwide face violence at least once in their lifetime. Violence against women and girls is a sickness that society has 
tolerated for too long. It’s up to all of us to reject it – and heal our communities. What changes are impact champions are making at 
a policy level to address this? In 2016, on the sidelines of the 71st United Nations General Assembly, HeForShe University IMPACT 
Champions made a ground-breaking collective commitment to end gender-based violence on their campus. a year later, what has 
changed?

interstitial: VideO cOntent

11:10 — 11:20AM heForshe keY mOment
h.e. shinzo abe, Prime Minister of Japan
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11:55 — 12:00PM

11:40 — 11:50AM

HeForShe  
IMPACT  
10 x 10 x 10   
PARITY REPORT 
LAUNCH 

11:50 — 11:55AM

heForshe keY mOment
Vittorio colao, CEO, Vodafone  |  John J. degioia, President, Georgetown University

susanna schrobsdorff, Chief Strategic Partnerships Editor & Columnist, TIME Magazine

HeForShe IMPACT Champions understand that we are all part of a community and that no one is equal  
until we are all equal. With commitments spanning from powering-up and bringing technology-driven 
education to refugee camps; to establishing research centers on Peace and Security – HeForShe IMPACT 
Champions are at the forefront of the gender equality movement. Why do they believe that their work will 
and is making a difference?

spOtlight | emerging VirtUal cOmmUnities
andrew Wilson, CEO of Electronic Arts

special annOUcement & clOsing remarks
phumzile mlambo-ngcuka, Under-Secretary-General & Executive Director, UN Women 

interstitial: VideO cOntent

hOW tO catalYZe the neXt generatiOn
The world we inherit is an accumulation of traditions, habits, technologies, opinions – and knowledge. HeForShe IMPACT  
Champions understand that we are all part of a community and that no one is equal until we are all equal. With commitments  
spanning from powering-up and bringing technology-driven education to refugee camps; to establishing research centers 
 on Peace and Security – HeForShe IMPACT Champions are at the forefront of the gender equality movement. Why do they  
believe that their work will and is making a difference?

Moderator:

Panelists:

Moderator:

11:20 — 11:40AM

Panelists:

prOgress Update | stOries FrOm 4 cOntinents
asia: seiichi matsuo, President, Nagoya University  |  eUrOpe: Frédéric mion, President,                             
Sciences Po  |  the americas: marco Zago, President, University of São Paulo, samuel stanley,               
President, Stony Brook University  |  aFrica: adam habib, Principal & Vice-Chancellor, Univer-
sity of the Witwatersrand

paul Boyle, President & Vice Chancellor, University of Leicester

HeForShe University IMPACT Champions recognize that practical solutions to gender based violence  
on campus are strengthened by collaboration with their students. how have student-led heForshe  
initiatives, including Ideathons, flipped the paradigm on a traditional top-down policy?
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HeForShe | Joint IMPACT Steering Committee Meeting 

September 20th 2017 | 2:00 p.m. – 5:00 p.m.  

CREATING CONTINUOUS SYNERGY 

TIME AGENDA OBJECTIVE EXPECTED OUTCOME LEAD 

Wednesday 20th September 

1.45 – 

2.00 

Arrival; lunch, tea 

and coffee 

2.00 – 

2.15 

Welcome, 

introductions and 

agenda setting 

Welcome Steering 

Committee members, 

introductions and review 

meeting agenda 

Steering Committee is 

welcomed, introduced and 

aligned on agenda  

All 

2.15 – 

2.45 

IMPACT 10x10x10 

Updates 

▪ Debrief on launch event;

▪ HeForShe IMPACT Lab

update;

▪ Discuss report

dissemination

Steering committee: 

▪ Debriefed on launch

event;

▪ Updated on IMPACT

Lab and

▪ Aligned on report

dissemination

All 

2.45 – 

3.30 

2018 Planning | 

Breakout Sessions 

(30 mins)  

Steering committee splits by 

Corporate & University 

IMPACT Champions to 

discuss: 

▪ 2018 planning;

▪ Key focus areas;

▪ Legacy of inaugural

cohort

(15 mins) 

Steering committee presents 

back to one another and 

identifies areas of continued 

collaboration 

Steering committee: 

▪ Aligns on 2018

priorities;

▪ Identifies areas for

continued

collaboration

All 

3.30 – 

3.45 

Break 

3.45 – 

4.45 

Continuous 

Knowledge Sharing | 

Deep Dives 

Present Steering Committee 

with short deep dives from: 

▪ Electronic Arts

▪ Nagoya University

▪ TBC

Steering Committee is 

presented with short deep 

dives from: 

▪ Electronic Arts

▪ Nagoya University

▪ TBC

EA / 

Nagoya 

/ TBC 

4.45 – 

5.00 

Video from 

University of São 

Paulo; Wrap up and 

close 
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HeForShe | Joint IMPACT Steering Committee Meeting 

Attendees 

Corporate IMPACT Champions 

1. Anne-Sophie Beraud, VP Diversity & Inclusion, AccorHotels

2. Mark McLane, Global Head of Diversity, Barclays

3. Tanya Hopkins, Director, Diversity & Inclusion, Barclays

4. David Kim, Head of Global Diversity, Inclusion & CSR, Electronic Arts

5. Oya Ünlü Kızıl, Communications and External Affairs Director, Koç Holding

6. Ayça Aksoy, Sustainability and Stakeholder Relations Manager, Koç Holding

7. Chris Crace, HeForShe Network Leader, PwC

8. Jennifer Allyn, US Diversity Strategy Leader, PwC

9. Sheekha Rajani, Global Diversity & Inclusion, PwC

10. Anne Freer, Global Diversity & Inclusion, PwC

11. Aoife Flood, Senior Manager - Global Diversity & Inclusion, PwC

12. Sonali Satpathy, VP, Diversity &Inclusion, Schneider Electric

13. Dina Yorke, Director, Diversity & Inclusion, Schneider Electric

14. Elinor Steele, VP, Global Communications & Women’s Initiatives, Tupperware Brands

15. Yolanda Londoño, VP, Global Social Responsibility, Tupperware Brands

16. Veronika Kollros, Manager, Global Communications & Marketing, Tupperware Brands

17. Aida Haile, Senior Director, Community Engagement, Tupperware Brands

18. Mark Kaplan, Global VP of Sustainable Solutions, Unilever

19. Karina Govindji, Head of Diversity & Inclusion, Vodafone

University IMPACT Champions 

20. Rosemary Kilkenny, VP for Institutional Diversity and Equity, Georgetown University

21. Ambassador Melanne Verveer, Executive Director of the Georgetown Institute for

Women, Peace and Security

22. Dr. Steve Cannon, Executive Vice-Chancellor, University of Hong Kong

23. Dr. Kate Williams, Deputy Pro-Vice Chancellor for Equality and Diversity. University of

Leicester

24. Seiichi Matsuo, President, Nagoya University

25. Aya Okada, Vice Trustee, Nagoya University

26. Mayumi Saegusa, Associate Professor, Nagoya University

27. Yukitsugu Ono, Director, Nagoya University

28. Marco Antonio Zago, President, University of São Paulo

29. Eva Alterman Blay, Professor, University of São Paulo

30. Nathalia Sadocco, School of Engineering, University of São Paulo

31. Regine Serra, Gender Equality Officer, Sciences Po

32. Judith Greiman, Chief Deputy to the President, Stony Brook University

33. Charles Robbins, Vice Provost for Undergraduate Education and Dean of the

Undergraduate Colleges, Stony Brook University

34. Lee Bitsoi, Chief Diversity Officer, Stony Brook University
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35. Diana Parry, Associate Vice-President Human Rights, Equity and Inclusion, University of

Waterloo

36. Carleen Carroll, Associate Vice-President, Communications, University of Waterloo

37. Crystal Dicks, Gender Equity Director, Wits University

38. Nooshin Erfani-Ghadimi, US Representative, Wits University

Thematic Champions 

39. Katie Fergusson, Head of Social Impact, De Beers Group

40. David Prager. EVP, Corporate Affairs, De Beers Group

41. Giles York QPM, Chief Constable, Sussex Police

42. Colleen Farrell, Chief of Staff, Exelon

43. Lisa Jerome, Diversity & Inclusion Manager, Exelon

44. Steve Solomon, VP, Corporate Relations, Exelon
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名古屋大学など１０大学が UN Womenの HeForShe 運動の一環としてジェンダー平等実現のた

めの画期的な解決策を発表 

ニューヨーク（2017年 9月 20日）‐本日、名古屋大学は UN Womenの HeForShe運動の一環と

して、ジェンダー平等に向けた画期的な解決策を発表しました。女性教員および女性管理職の

登用の遅れ、女性のキャリア継続の困難さなどの問題への対応として、これらの方策は実効性

が高く、我々の世代のうちにジェンダー平等を実現できるように導くものです。 

各国首脳 10名、世界的企業の CEO10名および大学の学長 10名は、彼らがジェンダー平等を推

進するうえで直面した課題だけでなく、世界の他の国々を力づけることができるような革新的

で実効性の高い方策を世界と共有するために集結しました。名古屋大学は、女性教員を増やす

ため学内に様々な組織的な体制を構築し、ジェンダー平等、特に、学内及び社会におけるリー

ダー的地位への女性登用促進に対する関心を高めるため、様々なセミナー及びイベントを開催

しています。 

昨晩、アコー・ホテルズ主催の内輪の夕食会において、インパクト・チャンピオンは、ジェン

ダー平等を推進するために 30名のインパクト・チャンピオンが取り組んできた実効性の高い方

策を広く発信し、実践するためのプラットフォームとして、HeForShe IMPACT Lab の構想を発

表しました。また、IMPACT Lab の初代共同議長として、ビャルニ・ベネディクッツォン氏

（アイスランド首相）、ボブ・モリッツ氏（プライスウォーターハウスクーパース・インター

ナショナル会長）、フェリダン・ハムダラプール氏（ウォータールー大学学長）の名前も発表

されました。IMPACT Labは、官民の上級幹部向けに毎年開催される IMPACT Summit を通じて、

革新的なアイデアを試行し、実施した経験から学んだ教訓をまとめ、実効性がある方策を世界

へ周知できる環境を作ります。また、2018年 9月 20日に第 1回 IMPACT Summit が開催される

ことも発表されました。 
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プムズィレ・ムランボ＝ヌクカ UN Women事務局長は以下のように述べました。「本日発表さ

れた IMPACT 10x10x10 ジェンダー平等報告書において報告されている進捗状況は、非常に勇気

づけられるものでした。2015年、私は 30名のインパクト・チャンピオンに、大きい視野で考

え、ジェンダー平等の達成を妨げている最大の障壁に創造的なアプローチで挑むようお願いし

ました。一歩一歩ゆっくり進めていては、すぐに結果を出せないことを私たちは知っています。

各分野におけるリーダーであるインパクト・チャンピオンは、従来の規範を打破し、男性も女

性も共に革新的な進歩を遂げるための鍵を握っていると考えています。報告書では、皆さんの

参考となるような、各インパクト・チャンピオンの戦略、障害そして成功事例がまとめられて

います。 

名古屋大学総長 松尾清一からのメッセージ。「私は、より多くの女性がリーダー的地位に就

けるよう努力していくことをお約束します。このコミットメントは、伝統的な日本文化におい

て、女性は良いリーダーにはなれないという固定観念が一部の人々の間に存在することから、

大変難しいことでもあります。しかしながら、我々は、近い将来、女性がもっとリーダー的役

割を担えるよう、引き続き、女性教職員・学生達に専門的知識や経験を積み重ねていける機会

を提供してまいります。」 

UN Womenについて 

UN Womenはジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関です。女性と女子の

ためのグローバルな支援者として、UN Women は、世界全域で女性と女子のニーズに応じた変

化をさらに加速させるために設立されました。詳細については、以下をご覧ください。

www.unwomen.org. UN Women, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, New York. Tel: +1 646 

781-4400. Fax: +1 646 781-4496. 

HeForSheについて 

HeForSheは、UN Women による、ジェンダー平等のための連帯運動です。世界中のすべての人

がジェンダー平等の実現のために参加し、変革の主体となれるよう、体系的なアプローチとそ

のためのプラットフォームを提供しています。HeForSheは、女性運動の成果を踏まえつつ、男

性および男子にも、平等なパートナーとしてこの運動への参画を求め、ジェンダー平等が人類
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全体に恩恵をもたらすものであるという共通のビジョンを掲げ、実践していきます。詳細につ

いては、以下をご覧ください。http://www.heforshe.org/en 

HeForShe IMPACT CHAMPIONについて 

IMPACT 10x10x10は、世界各国の政府、企業、大学のトップに働きかけ、トップからジェンダ

ー平等に向けて変革を促すことを目指して立ち上げられたプログラムです。インパクト・チャ

ンピオンは、HeForShe IMPACT の構想を実現するべく、国政・企業・大学レベルにおいて、ジ

ェンダー平等を各組織の優先課題とし、大胆かつ革新的な３つのコミットメントを策定し、組

織の内外で真の変革に取り組んでいます。これらコミットメント達成には、進捗状況の透明性

と成果評価がとても重要であり、ジェンダー平等報告書は、成功した取り組みをお手本として

世界の政界、産業界、学界と共有し、広めていくことを目的としています。詳細については、

以下をご覧ください。http://www.heforshe.org/impact 

名古屋大学の３つのコミットメント 

1)男女共同参画推進のためのセンター(拠点)を創設します。

2)2020年までに女性リーダー（管理職）20%への増加を目指します。

3)男女共同参画推進のための産学官連携を推進します。

【問い合わせ先】 

＜内容に関すること＞ 

名古屋大学副理事（国際貢献担当）岡田亜弥 

    E-mail：aokada@gsid.nagoya-u.ac.jp 

＜報道対応＞ 

名古屋大学総務部総務課広報室 

  TEL：052-789-2699 

  E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 
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Nagoya University shares ground-breaking solutions on how to achieve gender equality as part of UN 

Women’s HeForShe movement 

New York, NY (September 20, 2017) –Nagoya University unveiled their ground-breaking solutions for 

gender equality today as part of UN Women’s HeForShe movement. Addressing the under-representation 

of women in faculty and in leadership positions, and a leaky pipeline issue, these proven practices have 

the potential to see gender equality achieved within our lifetime.  

10 Heads of State, 10 global CEOs and 10 University Presidents came together to share with the world 

not only the key obstacles they have faced on their journey, but the innovative proven practices that they 

can now empower the rest of the world with. Nagoya University have created various internal 

organizational mechanisms to increase women faculty and organized a series of seminars and public 

events to raise awareness for promoting gender equality and in particular women in leadership positions 

on campus and in society at large.  

Last night at an intimate dinner hosted by AccorHotels, the IMPACT Champions announced the 

HeForShe IMPACT Lab concept: a platform for action and communication of the proven practices 

emerging from the group. The three inaugural IMPACT Lab Co-Chairs were announced as: H.E. Bjarni 

Benediktsson, Prime Minister of Iceland, Bob Moritz, Chairman of PricewaterhouseCoopers International 

Limited and Feridun Hamdullahpur, President and Vice-Chancellor at the University of Waterloo. The 

IMPACT Lab creates an enabling environment to pilot test innovative ideas, document lessons learned 

and disseminate proven practices to a global audience through an annual IMPACT Summit aimed at 

public and private senior executives. The group announced the inaugural IMPACT Summit to take place 

on September 20, 2018.  

“The results announced in today’s IMPACT 10x10x10 Parity Report are inspirational. In 2015, I 

challenged the Champions to ‘think big’ and commit to creative approaches that tackled the greatest 

barriers. We know that incremental steps do not bring us the benefits that we so urgently need,” said 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women. “As leaders in their fields the Champions 
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hold the key to breaking norms and making game-changing progress for both women and men. The report 

shares strategies, roadblocks and successes so others can follow suit.”   

 

Seiichi Matsuo, President of Nagoya University said, I am committed to striving for more women in 

leadership positions. This commitment remains the most challenging because of the stereotypical belief 

among some people that women do not make good leaders in traditional Japanese culture. But we 

continue to provide our female colleagues with better opportunities to build up expertise so they can take 

on more leadership roles in the near future. 

 

ABOUT UN WOMEN 

 

UN Women is the UN entity dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global 

champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their needs 

worldwide. For more information, visit www.unwomen.org. UN Women, 220 East 42nd Street, New 

York, NY 10017, New York. Tel: +1 646 781-4400. Fax: +1 646 781-4496. 

 

ABOUT HeForShe 

 

Created by UN Women, the HeForShe solidarity movement for gender equality provides a systematic 

approach and targeted platform on which men and boys can engage and become change agents towards 

the achievement of gender equality. HeForShe invites men and boys to build on the work of the women’s 

movement as equal partners, crafting and implementing a shared vision of gender equality that will 

benefit all of humanity. For more information, visit http://www.heforshe.org/en 

 

ABOUT HeForShe IMPACT CHAMPIONS 

 

IMPACT 10x10x10 engages key decision makers at governments, corporations and universities around 

the world to drive change from the top. IMPACT Champions make gender equality an institutional 

priority, committing to real change within and beyond each of their organizations. Each IMPACT 

Champion implements the HeForShe IMPACT framework and develops three bold, game-changing 

commitments to advance and ultimately achieve gender equality for all. Measurement and transparency 

will be at the heart of these commitments, so successful initiatives can serve as models for the political, 

corporate and academic world. For more information, visit http://www.heforshe.org/impact  
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OurCommitments 

1)Build a`Center for Gender Equality' to serve as the home for the gender equality movement.

2)Drive parity from the top, increasing the representation of women in leadership positions to 20% by

2020.

3)Work with the government and private sector to champion gender equality across Japan.
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Home News and events

Press release: 30 global leaders convene to share 
ground-breaking solutions on how to achieve gender 
equality as part of UN Women’s HeForShe movement 
Date: Wednesday, September 20, 2017 

UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka with the HeForShe IMPACT 10x10x10 Champions. Photo: Celeste Salome

(New York, September 20, 2017) – Thirty global leaders unveiled their ground-breaking solutions for 
gender equality today as part of UN Women’s HeForShe movement. Addressing critical policy issues, 
changing the course of business leadership and the futures of our next generation, these proven practices 
have the potential to see gender equality achieved within our lifetime.

30 global leaders share ground-breaking solutions on how to 
achieve gender equality as part of HeForShe# : 
unwo.men/DTqB30fiHFw UNGA#
1:31 AM - Sep 21, 2017 

4 96 130

UN Women
UN_Women@

 Follow
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UN Women HeForShe Parity Report 
Launch Event, September 20, 2017 
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HeForShe Nagoya Unviersity – Shiseido - UN Women Joint Workshop 

Youth for  
Gender Equality 

～ジェネレーションZ からのイニシアチブ～

使用言語：日本語・英語 
Languages: Japanese & English 

●対象
名古屋大学の学部生・院生 

および附属高校の生徒 

●Who can Attend
Students at Nagoya University 
and Affiliated High School 

申込方法 参加をご希望の方は、メールに氏名、所属、 
学年を記載の上、件名「10/6 ワークショップ」
とし、heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp まで送信
してください。 

すべての人が輝く社会をつくるために、若者が集い、話し合い、アクション
につなげるイベントです。関心のあるテーマについて、討論し意見を共有 
した後、問題解決のための提言を発表します。課題分析や解決策提示などに
おいて、最も優れたプレゼンテーションをしたグループは、名古屋大学代表
として、10/14(土)に東京で開催されるイベントで発表します。 

Young people gather, talk, and take actions to create a society where 
all people reach their full potentials. Participants will discuss issues 
on suggested topics and present solutions to the fellow participants 
and judges. Groups that excel in problem-setting and proposal will be 
given a chance to speak at the HeForShe Shiseido-UN Women joint 
event held in Tokyo on October 14. 

10.6 金 Fri 16:00-18:00 
名古屋大学アジア法交流館 ＡＣフォーラム
Nagoya University Center for Asian Legal Exchange, AC Forum 

主催 名古屋大学・株式会社資生堂・UN Women 

 

●テーマ
① 政治への女性参画
② LGBT
③ 地方の女性活躍推進
④ 女性のリーダーシップ
⑤ 若者のイニシアチブ
⑥ 男性による男女共同参画

●Suggested Topics
① Women and Political Participation
② LGBT
③ Women’s Empowerment in

Regional Communities
④ Women and Leadership
⑤ Youth Initiatives
⑥ Men and Gender EqualityHeForShe ～すべての人が輝く社会を目指して～ 

HeForShe Shiseido - UN Women Joint Event 

名大ワークショップ Nagoya University Workshop 
 

●10/14 イベントの参加校
・名古屋大学 
・お茶の水女子大学 
・中央大学 
・名古屋大学教育学部附属中・高等学校 
・愛知県立旭丘高等学校 
・郁文館グローバル高等学校 
・群馬県立中央中等教育学校 
・立教女学院中学校・高等学校 

For registration, please email to: 
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp with your 
name, affiliation, year/grade and a subject 
line “10/6 Workshop.” 

名古屋大学 HeForShe 推進専門委員会 

10.14 土 Sat 13:00-17:00 
国連大学（東京青山） ウ・タントホール 
United Nations University (Tokyo, Aoyama) 
U Thant International Conference Hall

主催 株式会社資生堂・UN Women  

後援 名古屋大学・お茶の水女子大学・中央大学 

資料４
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スマートフォンを用いた
小型AEDの開発と普及
名古屋大学医学部医学科3年 井上 拓海

資料５
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製品概観 (コンセプトモデル)
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製品特長

•スマートフォンを製品の一部として使用するAED

•常時携帯も可能なサイズ(500g程度、スマートフォンよりも一回
り大きいサイズ)を実現

•ハードウェアのシンプルな設計により、一般市民も購入できる
ように安価に

•使いなれたスマートフォンがAEDとなることで、誰もが使いや
すい、わかりやすいAEDに
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想定する市場

•従来ではAEDを持ち運べなかったハイリスク環境（山岳地帯、
アウトドアアクティビティ等）

•駅や空港等の公共施設において、従来よりも高密度の配置また
は職員の常時携帯により、リスクの低減を行う

•ハイリスクな個人への導入のハードルを下げる

                                                                              50



技術的特長

•スマートフォンの演算素子を使用することで従来のAEDに搭載
されてきた心電図解析回路、ノイズ除去回路などを省くことが
可能に→小型化を実現

•ミニマルな部品のみを使用し、安価で信頼性の高い製品とでき
る

•解析ソフトウェアや制御ソフトウェアは常に最新のものを利用
可能に→救命率の上昇につなげる

•スマートフォンの持つ通信機能を活用し、119番への自動通報
や周囲の人に助けを求める機能を実装可能に

                                                                              51



技術概観

• 赤枠部のみを製品に組み込む
• 他の部品はスマートフォンで

代替可能に
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メディア掲載情報

• NHK東海 リポート（7月18日放送）

• CBCラジオ（7月8日放送）
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連絡先

• 井上 拓海（名古屋大学医学部医学科3年）

『スマートフォンを用いた小型AEDの開発と普及』
プロジェクト代表

mailto: inotaku320533@.outlook.jp

※本プロジェクトは、
名古屋大学産学官連携推進本部「起業家育成プロジェクト“Tongali
Project”」の支援を受けています。
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資料７

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

2日(月)、
16日(月)

役員会

17日(火) 教育研究評議会、部局長会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(水) 教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

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、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)

18日(水)
教授会(人文学研究科・文学部、情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、医学
系研究科、工学部・工学研究科、国際開発研究科)
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(環境医学研究所)

25日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、未来材料・システム研究
所、宇宙地球環境研究所、総合保健体育科学センター)

27日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

名古屋大学　平成29年10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

7月3日(月)～
12月27日(水)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「漢方の世界」

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)(8月から9月は9：00～17：00)、13：00～
17：00(土曜日)
内容：西洋医学の本格的な導入以前のわが国の伝統的な医療につ
いて、漢方医学の原典の一つと言われている「傷寒論」をはじめ、関
連する図書、医療器具などを展示公開する
入場料：無料

[関連特別講演会](10/16)
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：「我が国の伝統医学『漢方』の底力」
講演者：佐藤寿一(医学系研究科講師)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

7月18日(火)～
11月10日(金)
(土・日・祝日休
館(10月21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「野外観察園のボタ
ニカルア－ト I 夏と秋の植物」

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

7月25日(火)～
10月21日(土)
(日・月曜日休
館)

第35回博物館企画展
「ムシの世界」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］(9/30)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「昆虫に学ぶ生きる智恵」
講演者：山下興亜(本学名誉教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

9月12日(火)～
1月30日(火)

教職員向け運動プログラム

場所：新体育館トレーニングルーム、第5体育館、東山キャンパス
時間：12：15～12：45(10/13は17：30～18：15)
テーマ：教職員の健康増進
講演題目：学内ウォーキング、スロトレ＆ストレッチ(10月)
講演者：秋間　広(総合保健体育科学センター教授)、田中憲子(同准
教授)
講演題目：「スロトレ＆ストレッチ、バランスボールトレーニング」(11
月)
講演者：田中憲子(総合保健体育科学センター准教授)
内容：教職員の健康増進を目的とした運動プログラムの提供
定員：各20名
対象：本学教職員
参加費：無料

総合保健体育科学センター
准教授　田中憲子
tanaka-n@htc.nagoya-u.ac.jp

9月21日(木)～
10月31日(火)
(期間内の火・
木曜日)

平成29年度名古屋大学公開講座

場所：ES総合館1階ESホール
時間：18：00～19：30
テーマ：「格差の様相－多様性と成長」
定員：200名
対象：一般(満18歳以上)
参加費：8,430円(全10回)

研究協力部社会連携課
052-747-6584

9月24日(日)～
28日(木)

残留性有害物質に関する国際会
議2017 (International Symposium
on Persistent Toxic Substances
2017, ISPTS2017)

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：30～15：30
内容：2004年に発効したストックホルム条約で対象とされる残留性
有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants, POPs)に加え、石綿、
重金属、新規ナノマテリアルなどの様々な環境負荷物質に関する最
新の研究成果を発信し、研究討論・情報交換を行って、化学物質を
利用する人類の安全性を高めるための共通認識を得ることを目的と
する
定員：200名
参加費：70,000円(一般)、40,000円(学生)(9/26バンケット、9/28
フィールドトリップを含む)

未来材料・システム研究所
教授　片山新太
052-789-5856
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9月28日(木)

高等教育研究センター
第87回客員教授セミナー／第3回
アドミッション担当教職員支援セミ
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：「総合的且つ多目的な評価に基づく入学者選抜とその学
修成果の可視化－九州大学21世紀プログラムを事例に－」
講演者：木村拓也氏(九州大学准教授)
内容：九州大学で行っている特定の学部に所属せず全学の講義か
ら自由に選択しオリジナルのカリキュラムを作成する21世紀プログラ
ム課程の総合的且つ多目的な入試方法や学修成果の可視化につ
いて紹介する
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

9月29日(金)～
10月1日(日)

持続性社会のための材料とシステ
ムに関する国際会議
2017(ICMaSS2017)

場所：野依記念学術交流館、ES総合館、IB電子情報館
講演題目：「持続可能なスマート社会を実現する青色LEDとトランス
フォーマティブエレクト ロニクス」
講演者：天野　浩(未来材料・システム研究所教授)
講演題目：「CU TIP(チュラロンコン大学テクノプラナー・イノベーショ
ンマネージメントプログラム)のイノベーション：社会実装およびビジネ
スアプリケーションを目指すイノベーターおよび研究開発のための教
育プログラム」
講演者：シャヴァリット ラタナタムスクル氏(チュラロンコン大学准教
授)
内容：分科会、ジョイントシンポジウム、他
参加費：40,000円(一般)、10,000円(学生)

未来材料・システム研究所
教授　片山新太
052-789-5856

9月30日(土)
電気工学に関する国際ワーク
ショップ2017

場所：IB電子情報館1階IB013講義室
時間：13：00～16：00
テーマ：「小規模電力系統のためのスマートオペレーションと制御」
講演題目：「直流配電系統の開発」
講演者：C.H. Kim氏(成均館大学教授)
講演題目：「仮想同期発電機による小規模電力系統の安定化制御」
講演者：北條昌秀氏(徳島大学教授)
講演題目：「オフグリッド型スマートハウスの安定化制御」
講演者：與那篤史氏(琉球大学助教)
講演題目：「リアルタイムシミュレータを用いた小規模電力系統制御
システムの開発」
講演者：青木　睦氏(名古屋工業大学准教授)
講演題目：「小規模電力系統向けスマートインバータ制御」
講演者：N. D. Tuyen氏(国立研究開発法人産業技術総合研究所研
究員)
参加費：事前にICMaSSへの参加登録が必要

未来材料・システム研究所
寄附研究部門教員　舟橋俊久
mmatsuda@nuee.nagoya-u.ac.jp

9月30日(土)、
10月14日(土)、
10月28日(土)

Tongaliスクール2017「SchoolⅠ－
ビジネスをデザインする」

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：10：00～17：00
テーマ：「ビジネスモデルジェネレーション①」(9/30)、「ビジネスモデ
ルジェネレーション②」(10/14)、「ビジネスモデルジェネレーション③」
(10/28)
定員：70名
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

10月3日(火)、
10月10日(火)、
10月17日(火)、
10月24日(火)、
10月31日(火)、
11月7日(火)、
11月14日(火)、
11月21日(火)、
11月27日(月)

Tongaliスクール2017「SchoolⅡ－
テクニカルスキル」

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、3階大
会議室(10/24)
時間：18：00～19：30
テーマ：「知的財産と起業①」(10/3)、「知的財産と起業②」(10/10)、
「シリコンバレーのベンチャーエコシステムと成功者たち(共通するも
のは何か)」(10/17)、「国際標準化戦略－グローバル市場を目指せ
－①」(10/24)、国際標準化戦略－グローバル市場を目指せ－②」
(10/31)、「社会起業を学ぶ－起業のポイントと継続性－」(11/7)、
「出口戦略としてのIPO実現ガイド」(11/14)、「アントレプレナーシップ
ファイナンス」(11/21)、「世界の事業創造の最前線－日本で新しい
事業を起こすために必要なこと－」(11/27)
定員：70名
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

9月30日(土)、
10月7日(土)、
10月14日(土)

総合保健体育科学センター
平成29年度スポーツ公開講座
「柔道寝技教室」

場所：第4体育館(柔道場)
時間：14：00～16：00
内容：高専柔道で培われた高度な寝技テクニックについての講習
定員：30名
対象：小学生以上、一般(柔道経験者)、中学校・高校の柔道指導者
参加費：無料

工学研究科
教授　瓜谷　章
052-789-3797

学術研究・産学官連携推進本部
Tongaliプロジェクト事務局
052-747-6490

                                                                              57



あいちサイエンスフェスティバル
2017

場所：愛知県全域および岐阜・三重県の一部の大学・科学館・博物
館、他
内容：サイエンスとものづくりを楽しむ地域科学祭
対象：小学生以上、一般

工藤光子「植物細胞壁のミクロの
世界」コンセプトイラスト展

場所：松坂屋名古屋店南館1階北入口(名古屋市中区)
時間：10：00～22：00
作成者：工藤光子氏(立教大学理学部特任准教授・本学理学研究科
出身)
内容：植物のミクロの世界を研究している研究者たちがどのような切
り口で研究しているのか、わかりやすく「見える世界」に描き出したイ
ラストの数々を展示する
対象：小学生以上、一般
入場料：無料

10月6日(金)～
11月17日(金)
(期間中15回開
催)

ASFサイエンストーク

場所：鶴舞中央図書館(名古屋市昭和区)、三井住友銀行SMBCパー
ク栄(名古屋市中区)、名古屋市栄地区の飲食店
時間：18：00～20：00(一部変更あり)
内容：市民とサイエンスの専門家との対話イベント。カジュアルな雰
囲気でサイエンスを楽しむ
定員：30名
対象：高校生以上、一般
参加費：会場により異なる(無料会場有り)

サイエンスデモンストレーション
「触媒のちから－光る分子合成実
験」

場所：理学南館1階セミナー室
時間：13：00～13：50
講演者：伊藤英人(教養教育院講師)
内容：2010年のノーベル化学賞にもなった触媒反応をつかって光る
分子の合成を目の前で実験
定員：50名
対象：中学生、高校生
参加費：無料

講演会「分子をつなぐキューピッ
ト！？触媒が広げた化学の世界」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～16：30
講演者：山本　尚(本学名誉教授・中部大学教授)、石原一彰(工学研
究科教授)、中　寛史(物質科学国際研究センター助教)、辻　篤子(国
際企画部門特任教授)
内容：触媒が広げた化学の世界をわかりやすく解説しその可能性を
実感する
定員：200名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

9月30日(土)

地域貢献事業「都市近郊の農業
教育公園」
農業ふれあい教室 「親子農業体
験－サツマイモとラッカセイの収
穫」

場所：東郷フィールド(附属農場)(愛知郡東郷町)
時間：10：00～12：00
内容：東郷フィールドの紹介、サツマイモ・ラッカセイ掘りとでき方の
観察、サツマイモの試食
対象：小学生とその保護者
定員：15家族
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

10月1日(日)

日本法教育研究センター・コン
ソーシアム設立記念シンポジウム
「今日本で求められる国際司法人
材とは－司法外交を基軸として」

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
時間：15：00～18：00
内容：自由民主党政務調査会司法制度調査会による「司法外交の
新基軸　5つの方針と8つの戦略－拡大する国際司法空間で、ひとき
わ輝きを放つ日本型司法制度へ－」最終提言をどう受け止めるかに
ついて政府関係者、国際司法人材の育成に関わる法曹界、これら
のテーマに詳しい有識者の報告を聞いたうえで全体で討論する
対象：一般
参加費：無料

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

9月30日(土)～
11月19日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
主任リサーチ・アドミニストレーター
成　玖美
052-747-6527

10月9日(月)
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10月6日(金)

名古屋大学・株式会社資生堂・UN
Women主催HeForSheワークショッ
プ「Youth for Fender Equality－
ジェネレーションＺからのイニシア
チブ－」

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
時間：16：00～18：00
内容：①政治への女性参画、②LGBT、③地方の女性活躍推進、④
女性のリーダーシップ、⑤若者のイニシアチブ、⑥男性による男女
共同参画、の中から選択したテーマをグループディスカッションし最
優秀グループを決定する(最優秀グループは10/14の国連大学での
イベントで発表する)
定員：なし
対象：本学学生、教育学部附属高等学校生
参加費：なし

HeForShe推進専門委員会
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp

10月6日(金) 第134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：「日本の災害文化」
講演者：川島秀一氏(東北大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

10月6日(金)
名古屋大学協力会
あいち産業科学技術総合センター
「産業技術センター」見学会

場所：あいち産業科学技術総合センター産業技術センター(刈谷市
恩田町)
時間：14：00～17：00
内容：概要説明、試験・評価機器および施設の見学、質疑応答、他
対象：一般
参加費：無料

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

10月7日(土)、
10月21日(土)、
11月4日(土)

連携博物館講座「大学博物館が
語る、地球と人類のヒストリー」

場所：博物館3階講義室(10/21)、南山大学B棟2階B21教室(名古屋
市昭和区)(10/7、11/4)
時間：13：30～15：00
講演題目：「人が変えた植物・人を変えた植物」(10/7)
講演者：西田佐知子(博物館准教授)
講演題目：「古代アンデスにおける農耕と社会変化」(10/21)
講演者：渡部森哉氏(南山大学教授)
講演題目：「遺跡出土資料から見た動物とのつきあい」(11/4)
講演者：新美倫子(博物館准教授)
内容：地球の多様な環境に適応した人類が各地の動植物をどのよう
に利用して社会や文化を形成したのかについて本学と南山大学の
研究者が自然と人類の両側面から話す
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月7日(土)
第19回まちとすまいの集い
「健やかに築く まちとすまい」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：20～16：30
講演題目：「すまいと社会の健康について」
講演者：丸山一平(環境学研究科教授)
講演題目：「健康的なライフスタイル そのための『まち』と『すまい』」
講演者：太幡英亮(工学研究科准教授)
講演題目：「健康と快適－『すまい』の冷暖房と暮らし方」
講演者：齋藤輝幸(環境学研究科准教授)
内容：建築学教室に所属する教員がそれぞれの専門をふまえた幅
広い視点から「健康」について論じ、市民とともにまちとすまいの「健
康」について横断的に考える
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科建築学教室
052-789-5233

10月7日(土)、
11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

10月11日(水)
人文学研究科設立記念行事
(記念式典および記念講演会)

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
時間：13：30～14：00(記念式典)、14：00～15：30(記念講演会)
講演題目：「文学の可能性と人文学的教養の未来」
講演者：亀山郁夫氏(名古屋外国語大学学長)
対象：学生、一般
参加費：無料

文系事務部総務課
052-789-2201

10月12日(木) 医学部解剖弔慰祭
場所：覚王山日泰寺(名古屋市千種区)
時間：13：30～14：30

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981
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10月13日(金) 紫綬褒章受章記念講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：17：00～19：30
講演題目：「線虫の脳神経回路研究から脳の動作原理を読み解く」
講演者：森　郁恵(理学研究科附属ニューロサイエンス研究センター
教授)
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
052-789-2394

10月13日(金)
高等教育研究センター
第143回招へいセミナー(名古屋
SD研究会セミナー)

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：00～18：00
講演題目：「大学運営の論理と組織文化」
講演者：大津正知氏(中京大学係長)
内容：大学の論理や職員の組織文化を中心に報告者の体験も踏ま
え、組織運営の在り方を考察する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
助教　齋藤芳子
052-789-5384

10月14日(土)、
10月21日(土)、
10月28日(土)

多元数理科学研究科
2017年度数学公開講座

場所：多元数理科学棟1階講義室(109室)、5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
講演題目：「科学的宇宙観の歴史」
講演者：泉　圭介(基礎理論研究センター助教)
講演題目：「ピックの公式」
講演者：伊藤　敦(多元数理科学研究科助教)
講演題目：「Banach–Tarskiのパラドックス」
講演者：鈴木悠平(同助教)
定員：100人
対象：数学とその応用に興味を持つ高校生、高校教員および一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-5563

10月14日(土)
2017年度経済学研究科オープン
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
講演題目：「名古屋大学における先端・先進医療開発」
講演者：水野正明(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター病院教授)
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：高校生以上、一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
11月18日、12月2日、12月2日、2月3日、2月17日、3月10日

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14日(土)
第70回博物館コンサート NUMCo
「魅惑の歌声」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「この道」(山田耕筰)、「からたちの花」(山田耕筰)、「青い
目の人形」(本居長世)、他
出演：井原義則氏(テノール)、井原妙子氏(ソプラノ)、岡戸弘美氏(ピ
アノ)
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月14日(土)、
10月28日(土)、
11月11日(土)、
11月25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

10月14日(土)、
11月11日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サークル

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

10月14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
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10月15日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第24回理学部

場所：河合塾名駅キャンパス名古屋校(名古屋市中村区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「化学反応する分子は『見える』か？」
講演者：菱川明栄(物質科学国際研究センター教授)
内容：本学教員による最先端研究についての講演、大学院生による
大学生活や研究についての講演、講師や大学院生と参加者による
懇談会
定員：70名程度
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

10月15日(日)
教育学部附属中学校
平成30年度入学者向け中学校説
明会

場所：豊田講堂
時間：10：00～(第1部)、14：00～(第2部)
内容：教育方針･特色･学校生活等説明、質疑応答、他
対象：小学6年生とその保護者(小学5年生以下も参加可能)

教育学部附属中学校
副校長　佐藤俊樹
052-789-2680

10月16日(月)
第77回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「低頻度大規模災害にいかに備えるか」
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)
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

10月19日(木)、
10月26日(木)、
11月2日(木)、
11月9日(木)、
11月16日(木)

国際開発研究科2017年度公開講
座「ポピュリズムの台頭と世界秩
序の再編－国際協力の新たな課
題は何か？」

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：18：30～20：00
講演題目：「なぜ『強いリーダー』が好まれるのか：フィリピン・ドゥテ
ルテ大統領の光と影」(10/19)
講演者：日下　渉(国際開発研究科准教授)
講演題目：「トランプ大統領の誕生は『現象』か：アメリカ史から考え
るポピュリズム」(10/26)
講演者：真崎　翔氏(南山大学客員研究員)
講演題目：「なぜラテンアメリカにはポピュリストが多いのか：不平
等・時間感覚・資源ブーム」(11/2)
講演者：岡田　勇(国際開発研究科准教授)
講演題目：「国際貿易・投資体制の発展と今後の課題」(11/9)
講演者：石川知子(国際開発研究科准教授)
講演題目：「国際協力とグローバルガバナンスの転換点：ポピュリズ
ムの台頭とトリレンマ」(11/16)
講演者：西川由紀子(国際開発研究科教授)
定員：80名
対象：高校生、大学生、研究者、教員、NGO/NPOスタッフ、一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

10月20日(金)～
11月14日(火)

附属図書館2017年秋季特別展(高
木家文書展)「旗本高木家の明治
維新」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：所蔵する「高木家文書」のなかから明治維新期の資料を紹介
し古文書の魅力を紹介する
対象：一般
入場料：無料

附属図書館研究開発室
052-789-3697

10月20日(金)、
21日(土)

博士課程教育リーディングプログ
ラムフォーラム2017「未来を創る博
士人材、未来に受け継ぐ博士課程
教育」

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階タワーズボールルーム、
他(名古屋市中村区)
時間：10：00～18：00(10/20)、9：00～13：00(10/21)
内容：全国62の博士課程教育リーディングプログラムにおける成果
の発信や大学院教育に関する議論を通じ、産業界へ博士人材の価
値を見出すきっかけを提供することを目的として開催する
対象：学生、一般

リーディング大学院推進機構本部
052-789-5265

10月21日(土)
第13回名古屋大学ホ－ムカミング
デイ「尖った情報技術、やわらかな
人間社会」

場所：東山キャンパス
時間：10：00～
内容：名古屋大学の集い、学術講演、名古屋フィルハーモニー交響
楽団コンサート、名古屋グランパススクールコーチによる親子ふれ
あいサッカ－教室、あかりんご隊科学実験、施設公開・見学ツアー、
他
参加費：無料

［学術講演］
講演題目：「省エネルギー社会の実現を目指して！」
講演者：天野　浩(未来材料・システム研究所教授)
[HeForSheセミナー]
講演題目：「名古屋大学のジェンダー平等に向けたコミットメントと役
割」
内容：エマ ・ワトソンスピーチビデオ上映、TEDxNagoyaUスピーチ、
パネルディスカッション、他

Development Office
052-747-6558
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10月21日(土)
テクノ・フェア名大2017
「名古屋大学の実力」

場所：ＩＢ電子情報館中棟1階
時間：10：30～16：00
内容：研究成果・研究シーズのブース展示、ショートプレゼンテーショ
ン、研究室見学
対象：一般
参加費：無料

工学部・工学研究科
総務課社会連携室
052-789-3413

10月21日(土)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：トランスフォーマティブ生命分子研究所、理学部共用館4階
時間：9：30～17：00
テーマ：「質量分析って面白い！分子の重さをはかってみよう」
内容：質量分析計が実際にはどのように使われ、それによって何が
わかるのかをバイオ実験を体験することで学ぶ
定員：20名
対象：高校生
参加費：無料

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
特任助教　桑田啓子
052-747-6855

10月23日(月)
名古屋大学協力会
研究シーズ提案セミナー

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「最新の切削・研磨加工技術」
講演者：鈴木教和(工学研究科准教授)
内容：シーズ紹介、産学連携制度の紹介
定員：80名
対象：一般
参加費：無料

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

10月24日(火)
平成29年度第4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：「脅威動向から読み解くセキュリティ対策の調達要件につ
いて」
講演者：鴫原祐輔氏(株式会社シマンテックシニアチャネルアカウン
トマネージャー)
内容：情報技術の最新動向について
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

10月25日(水)～
1月20日(土)
(日・月・第2第4
火曜日および
12月28日～1月
4日休館)

減災館第23回特別企画展
「人々が書き残した震災－濃尾地
震と昭和東南海地震－」

場所：減災館
時間：13：00～16：00
入場料：無料

[スペシャルギャラリートーク]
時間：13：30～
場所：減災館
講演題目：「人々が書き残した震災－濃尾地震と昭和東南海地震
－」(10/25、12/5)
講演者：西澤泰彦(環境学研究科教授)
講演題目：「『紅の血は燃ゆる』学徒勤労動員の記録から見る昭和
東南海地震」(10/26、11/25)
講演者：都築充雄(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)

減災連携研究センター
052-789-3468

10月28日(土)、
10月29日(日)、
10月30日(月)

生命農学研究科都市の木質化プ
ロジェクト 都市の木質化講座2017
「日本の森林と都市の持続的調
和」(第4、5、6回)

場所：ポートメッセなごや(名古屋市港区)(10/28、29)、関西方面
(10/30)
時間：10：00～17：00
講演題目：「都市の木質化に向けて-Going to Woodism-」(10/28、
29)
講演者：安井　昇氏(桜設計集団一級建築士事務所)、他
内容：都市の木質化パネルディスカッション、防耐火設計(講演)、最
先端の木材加工・プレカット(日本木工機械展の視察)
講演題目：「テクニカルツアー-Woodism-city technical tour-」
(10/30)
講演者：安井　昇氏(桜設計集団一級建築士事務所)、他
内容：耐火集成材建築(大阪)、CLT建築(奈良)の視察
定員：30名
対象：林・林産・建築業関係者、行政関係者、学生、一般
参加費：無料(全7回分のテキスト代1,000円)

［今後の開催予定］
12月2日(土)

生命農学研究科
准教授　山﨑真理子
052-789-4146
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10月28日(土)

生命農学研究科
附属フィールド科学教育
研究センター
2017年度第2回農場講演会

場所：東郷フィールド(附属農場)農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「地球温暖化とコメ作り」
講演者：近藤始彦(生命農学研究科教授)
内容：高温障害をできるだけ軽減し一方で高CO2による収量増加効
果をできるだけ大きく発揮させるような地球温暖化にうまく適応した
イネ作りについて考える
対象：一般
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

10月31日(火) GRL開館記念式典

[記念式典]
場所：ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
時間：10：30～11：30
来賓挨拶： 武川恵子氏(内閣府男女共同参画局長)(予定)、 水田珠
枝氏(東海ジェンダー研究所顧問)、他

[内覧会]
時間：11：30～11：50

[レセプションパーティ]
場所：アジア法交流館2階ホワイエ
時間：12：00～13：00
定員：なし
対象：学内役職者、GRL設立準備委員会メンバー、東海ジェンダー
研究所、他

男女共同参画室
grl@adm.nagoya-u.ac.jp

11月3日(金)
教育学部附属高等学校
第2回オープンキャンパス

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：教育方針･特色･学校生活等説明、体験授業、質疑応答、他
対象：中学3年生

教育学部附属高等学校
副校長　原　順子
052-789-2680

11月3日(金)、
4日(土)

国際教育協力フォーラム
International Education
Development Forum

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
講演者：アーロン・ベナボット氏(ニューヨーク州立大学教授)、サムシ
ディ・ディ氏(カンボジア教育・若者・スポーツ省教育局次長／カンボ
ジア教育研究評議会事務局長)
内容：IEDFは教育開発の分野で毎年開催しており今年は本学で開
催する。早稲田大学、広島大学、大阪大学、神戸大学、国際キリス
ト教大学、ソウル国立大学の6大学が参加予定
定員：80名
対象：学生、教員
参加費：4,000円(学生)、8,000円(教員)

国際開発研究科
教授　山田肖子
052-789-4956

11月4日(土)
平成30年度名古屋大学入試個別
相談会

場所：豊田講堂
時間：13：30～17：30
内容：本学に関する各種情報提供を行うことにより適切な学部・学科
選択の一助となるよう、各学部・学科のブースにおいて教職員と受
験生等との個別相談を行う
対象：本学への受験を考えている方、教育関係者
参加費：無料

教育推進部入試課
052-789-5765

11月6日(月)
人間機械協奏技術コンソーシアム
第3回公開シンポジウム

場所：産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区)
内容：ヒトと知能機械が対立するのではなく協奏してく社会実現への
技術開発研究の成果報告
参加費：無料

未来社会創造機構
052-789-4409

11月6日(月)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第41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：「郷土資料、郷土人資料のおもしろさについて－思いもよ
らぬ発見が続々－」
講演者：戸田豊志氏(半田市立図書館認定司書)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

11月7日(火)～
1月20日(土)
(日・月曜日およ
び12月29日～1
月3日休館)

第36回博物館企画展
「計る 測る 量る明治～平成のア
ナログ計測・観測・計算機器」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767
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11月11日(土)、
12日(日)

第55回地球教室－フィールドセミ
ナー－「博物館の収蔵庫と野外で
深海の地層と化石を調べよう！」

場所：博物館(11/11)、南知多の海岸(知多郡南知多町)(11/12)
時間：13：30～16：00(11/11)、9：00～16：00(予定)(11/12)
内容：深海でできる地層の特徴や化石の観察方法を学び実践する
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月13日(月)
第6回「名古屋大学石田賞」授賞
式

場所：本部棟1号館5階第2会議室(予定)
時間：17：00～17：30
内容：第6回「名古屋大学石田賞」を若手研究者に授与する

研究協力部研究支援課
052-789-2039

11月14日(火)、
12月1日(金)

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14回、第15回グローバル人
材のための国際情勢講座

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
対象：学生、一般
参加費：無料

[第14回](11/14)
時間：14：30～15：30
講演題目：「インド太平洋時代におけるリーダーシップスキル」
講演者：リチャード・コート氏(駐日オーストラリア大使)

[第15回](12/1)
時間：12：10～13：40
講演題目：「Brexit後の不確定な時代における日英協力」
講演者：ポール・マデン氏(駐日英国大使)
内容：EU離脱後の不確定な時代における日英協力ついて講演(使
用言語は英語)

PhD登龍門推進室
052-789-5717

11月18日(土)
平成29年度鶴舞公開講座「老い
は怖くない！－薬に頼らない健康
づくり－」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「フレイル(虚弱)を防ごう」
講演者：大西丈二(医学部附属病院講師)
講演内容：「誤嚥性肺炎予防のために今日から始めること」
講演者：原　大介(医学部附属病院言語聴覚士)
講演内容：「ロコモと健康生活－転倒防止のためのサルコペニア予
防－」
講演者：杉浦英志(医学系研究科教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2228

11月20日(月)

総合保健体育科学センター
こころの絆創膏セミナー2017
「現代における多様化する学生へ
の支援」

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：10：50～17：00
講演題目：「人見知りする現代の大学生(仮)」
講演者：樫村愛子氏(愛知大学教授)
内容：各教育機関での学生を対象としたメンタルヘルス対策向上の
ために講演、パネルディスカッション、意見交換を行う
定員：80名
対象：愛知県内の教育機関の学生支援従事者
参加費：無料(懇親会は有料)

総合保健体育科学センター
准教授　古橋忠晃
052-789-5778

11月22日(水) 博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
案内：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(博物館研究員)
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然
を見る(雨天決行)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月26日(日) 第12回名大病院市民公開講座

場所：豊田講堂
時間：13：00～15：15
講演題目：「発達障害のある人のために医療でできること－子ども
から成人まで」
講演者：岡田　俊(医学部附属病院准教授)
講演題目：「こころの病気や薬の効き目に、遺伝や遺伝子はどの様
に関わるのか」
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
講演題目：「ご存じですか？治験って・・・－より安心して治験にご協
力して頂くために－」
講演者：加藤勝義(医学部附属病院講師)
定員：500名
参加費：無料

医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
052-744-1956
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11月29日(水)
情報学研究科社会情報学専攻グ
ローバルメディア論講座入試説明
会

場所：全学教育棟北棟3階メディア演習室(301室)
時間：16：00～17：30
内容：グローバルメディア論講座の紹介、2017年度入試についての
確認、質疑応答、他

情報学研究科社会情報学専攻
ihara@i.nagoya-u.ac.jp

11月30日(木)
日本学術会議中部地区会議学術
講演会「ジェンダーと名古屋大学」

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
時間：13：15～16：00
講演題目：「ジェンダー問題に関する日本学術会議の取り組み」
講演者：三成美保氏(奈良女子大学副学長)
講演題目：「フィールド研究におけるジェンダー」
講演者：竹中千里(生命農学研究科教授)
講演題目：「ジェンダーと政治、家族を考える」
講演者：武田宏子(法政国際教育協力研究センター教授)
内容：開会挨拶(松尾総長)、主催者挨拶(戸田山和久情報学研究科
教授)、科学者との懇談会活動報告、学術講演、閉会挨拶(和田　肇
法学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

研究協力部研究支援課
052-789-2039

11月30日(木)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第26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：「見たくないことも直視し企業の南海トラフ地震対策を！」
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター教授)
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
052-789-4942

12月5日(火) 平成29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：「チカラある分子をつくる」
講演者：伊丹健一郎(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

全学同窓会事務局
052-783-1920

3月22日(木)
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(第16回)

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)
テーマ：「ガラス工作1日体験」
内容：ガラスの性質について講義・実験で学ぶとともに、実際に受講
者
がガラス工作を行うことでガラスに慣れ親しんでもらう
定員：12名
対象：高校生
参加費：300円(傷害保険料)＋部品代(予定)

工学研究科創造工学センター
052-789-4553
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The 16th Nagoya University 
Medical Museum Special Exhibit 

漢方の世界 

２０１７年 ７月３日（月）ー１２月２７日（水） 
平日： ９：００ー２０：００ （８月から９月は９：００ー１７：００） 

土： １３：００ー１７：００ 

休館日： 日・祝日、８月１４ー１５日、８月２５日ー３１日 

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) 

電話： ０５２－７４４－２５０５ 

２０１７年１０月１６日(月) １４：００－１５：３０ 

名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室２ 

我が国の伝統医学『漢方』の底力 

特別講演会 佐 藤 寿 一 (名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学講師)

入場無料 

ミニ展示会 
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朝鮮半島を経由して日本に伝えられた中国医学は、わが国の風土や気候等に合わせて、独

自に発展を重ね、今日における漢方医学に形成されました。明治政府の漢方廃絶方針により、

漢方医学は一旦衰退するものの、高齢化による疾病構造の変化、ストレス社会、患者の生活の

質の向上への対応として、個人差を踏まえた全人的な治療が見直され、現在では西洋医学と相

互に補完するものとして位置づけられています。 

      「漢方の世界」は、名古屋大学医学部史料室（附属図書館医学部分館４階）に所

蔵されている史料の中から、西洋医学の本格的な導入以前のわが国の伝統的な医療について、

漢方医学の原典の一つと言われている「傷寒論」をはじめ、関連する図書、医療器具などを展示

公開します。 
 

 

 

 

 

 

 

我が国の伝統医学『漢方』の底力 
 

日時： ２０１７年１０月１６日(月) １４:００-１５:３０ 

会場： 名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室２ 
 

佐藤 E

さ と う

A AE寿一 E

じ ゅ い ち

 
名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学講師 

 

名古屋大学医学部医学科卒業 

名古屋大学大学院医学研究科博士課程満了、学位取得 
 

 

【主要論文】 

「これからの医療と医学教育改革～全人的医療、総合

診療、そして漢方～」 漢方と最新治療 （２０１５） 

「総合診療の専門性」 現代医学 （２０１５） 
 

 

 

近代医学の黎明デジタルアーカイブ 

The Dawn of Modern Medical Science Digital Archives 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニ展示会 

特 別 講 演 会 
 

名古屋大学医学部史料室に所蔵している史料をデジタル化し、「近

代医学の黎明デジタルアーカイブ」としてインターネットで公開し

ています。ぜひご覧ください。 

資料ご寄贈のお願い 
 

皆様がお持ちの医学・医療史に関連する資料を、ぜひご

寄贈いただきますようお願いいたします。 

入場無料 

予約不要 
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Ⅰ夏と秋の植物 
  2017 7/18(火)～11/10(金)  

Ⅱ冬と春の植物   
  2017 11/20(月)～2018 3/24(土) 

会場  

 名古屋大学博物館 
 野外観察園 
 セミナーハウス2F 
 

入場無料 お問い合わせ   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 

 
開館 : 平日10時～16時 
        10/21 
休館 : 土・日・祝日 
        8/12 ～ 8/15 
        12/29 ～ 2018 1/3 

地下鉄名城線名古屋大学駅 
１番出口徒歩８分 

野
外
観
察
園
の
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト 

名
古
屋
大
学
博
物
館
野
外
観
察
園 

サ
テ
ラ
イ
ト
展
示 
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起業
に必

要な

スキ
ルっ
て？！

知的財産、
ファイナンス？！

起業の知識やノウハウを学べる！

社会で

成功す
る人の

秘訣を
伝授！

アイデア創出の方法論とは？

参加者

募集

Tongali スクール スタート！スタート！

お申し込みは、Tongali ホームページで
http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/tongali-school/

　Tongaliプロジェクトでは、Tongaliシンポジウムに続き、いよいよ起業への知識や
ノウハウなど新事業創出方法を学ぶTongali Schoolが始まります。
　アイデア創出や知的財産、ファイナンスなど、各分野の専門家を講師に迎え、起業
に必要なスキルを段階的に学びながら、将来の起業家・イノベーションリーダー候補
（Tongali人材）を育成します。起業はもちろんのこと、事業化、アイデア創出等に興味
のある方、ぜひご参加ください！

対象 : 東海地域の大学に在籍する学生、大学院生、卒業生

2017
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Tongali スクール 

参加費無料

▶デンマーク流 アイデア創出とビジネス転換①　9/14（木）
▶デンマーク流 アイデア創出とビジネス転換②　9/15（金）
▶ビジネスモデルジェネレーション①　9/ 30（土）
▶ビジネスモデルジェネレーション②　10/14（土）
▶ビジネスモデルジェネレーション③　10/28（土）

▶ 知的財産と起業①　10 / 3（火）
▶ 知的財産と起業②　10/10（火）
▶ シリコンバレーのベンチャーエコシステムと成功者たち（共通するものは何か）　10/17（火）
▶ 国際標準化戦略 ～グローバル市場を目指せ～①　10/24（火）
▶ 国際標準化戦略 ～グローバル市場を目指せ～②　10/31（火）
▶ 社会起業を学ぶ ～起業のポイントと継続性～　11/7（火）
▶ 出口戦略としてのIPO実現ガイド　11/14（火）
▶ アントレプレナーシップファイナンス　11/21（火）
▶ 世界の事業創造の最前線 ～日本で新しい事業を起こすために必要なこと～　11/27（月）

School Ⅰ

スケジュール
< ビジネスをデザインする >

時間

10:00～17:00 （※昼休憩あり）
JRゲートタワー、 名古屋大学 ナショナル・イノベーションコンプレックス（NIC）

会場

School Ⅱ < テクニカルスキル >

18:00～19:30 名古屋大学 ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）

▶ 事業になるアイデアを発想するためのワークショップ（ビジネスモデル構築プログラム）　11/23（木）
▶ 伝わるプレゼン ～ワンランク上の信頼を勝ち取れ～　 12/2（土）

School Ⅲ < アイデアの事業化へ！ >

10:00～17:00
名古屋大学 ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）

※スケジュール、内容は変更することがあります。随時、ホームページにてご確認ください。
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平成29年度 名古屋大学公開講座

主催：　　　　　　　　後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会

募集定員：200名（先着順）　
応募資格：満18才以上の方
受 講 料：8,430円 ※納付いただいた受講料は原則としてお返しできません。
 （全10回講義のうち、1～数講義を選択受講する場合は1講義あたり2,000円）

申込期間：平成29年7月5日（水）～8月25日（金）

名古屋大学 ＥＳ総合館1階
ＥＳホール

●名古屋大学公開講座についてのお問い合せは　 

名古屋大学 研究協力部社会連携課「公開講座」係　
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　TEL（052）747-6584

午後6時00分～午後7時30分

〈火・木曜日の全10回〉　
9.21 10.31
2017
開 講 日

開講場所

開講時間

木 火

格
差
の
様
相

多
様
性
と
成
長

第1回

9/21
木

子どもの貧困・教育格差と日本社会
―生き方の多様性を承認する社会への転換をめざして―
石
イ シ イ

井　拓
タ ク ジ

児　教育発達科学研究科 准教授

第2回

9/26
火

社会保障制度における「差」
―法律学の観点から　
中
ナ カ ノ

野　妙
タ エ コ

子　法学研究科 教授

第3回

10/3
火

社会の多様性と自然災害
山
ヤマザキ

﨑　雅
マ サ ト

人　減災連携研究センター 准教授

第4回

10/5
木

「心の壁」がもたらす分断と格差　
唐
カラサワ

沢　 穣
ミノル

　情報学研究科 教授

第5回

10/12
木

国民総幸福と格差の現状：
ブータンの事例から
上
ウ エ ダ

田　晶
ア キ コ

子　国際開発研究科 准教授

第6回

10/17
火

持続可能な社会と資源の占有
―地域間、世代間のアンバランス　
林

ハヤシ

 希
キ イ チ ロ ウ

一郎　未来材料・システム研究所 教授

第7回

10/19
木

２０世紀西洋美術におけるプリミティヴィズム
ー多様な文化をいかに語り、見るのか　
松
マ ツ イ

井　裕
ヒ ロ ミ

美　高等研究院 特任助教

第8回

10/24
火

経済グローバル化の功罪　
薛

シュエ

　　進
ジンジュン

軍　経済学研究科 教授

第9回

10/26
木

食品リスク情報格差と食品不安　
竹
タケシタ

下　広
ヒロノブ

宣　生命農学研究科 准教授

第10回

10/31
火

ドイツ社会国家と格差
―社会的市場経済の理念をめぐって　
福
フクザワ

澤　直
ナ オ キ

樹　経済学研究科 教授

高校生の皆さんには、希望の講座を無料で受講していただけます。担当の先生を通して申し込んでください。
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平成２９年９月１５日 

 

 

  名古屋教育記者会加盟 

    報道機関担当記者 各位 

 

 

                                                 名古屋大学教育推進部 

 

 

       平成２９年度名古屋大学秋季卒業式及び平成２９年度 

       名古屋大学秋季入学式の挙行について(通知) 

 

  このことについて，下記のとおり挙行しますので，お知らせします。 

 

記 

 

  ○平成２９年度名古屋大学秋季卒業式 

    １．日 時  平成２９年９月２７日（水） 午前１０時３０分から 

    ２．場 所  名古屋大学豊田講堂 

 

  ○平成２９年度名古屋大学秋季入学式 

    １．日 時  平成２９年１０月１日（日） 午前１０時３０分から 

    ２．場 所  名古屋大学坂田・平田ホール（理学南館１階） 

 

※ 両日とも，当日の午前１０時００分より会場入口において受付をいたします。 

   資料は，当日受付で配付いたします。 

※ 原則として，自由に取材していただきます。 

  ただし，式場内においては，壇上での取材及び参列者をさえぎるような形での取材は，

  ご遠慮願います。 

 

◇本件問合せ先 

    教育推進部基盤運営課 担当：鳥居 TEL（052）789－2159（ダイヤルイン） 
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地域貢献事業「都市近郊の農業教育公園」 

農業ふれあい教室 
「親子農業体験－サツマイモとラッカセイの収穫」 

 

名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド

（附属農場）では、土、作物とふれあい、親子で農業を体験・学習する機会として、農

業ふれあい教室「親子農業体験―サツマイモとラッカセイの収穫」を開催します。 

 

 

開催日時： 平成 29年 9月 30日（土） 

 午前 10時 00分～午前 12時 00分（詳細は下記のとおり） 

 

開催場所： 〒470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字畑尻 94 

 名古屋大学大学院生命農学研究科 

 附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド 

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

対 象： 小学生とその保護者 

 

定 員： 15家族 

 

参加費： 無料 

 

申込及び問合せ先： 名古屋大学大学院生命農学研究科 

 附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド 事務室 

 TEL: 0561-37-0200 FAX: 0561-38-4473 

 メール：oda.katsumi @（@の後に adm.nagoya-u.ac.jp） 

 

申込期限： 平成 29年 9月 15日（金）  

 定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

申込方法： 参加をご希望の方は、参加者名、学校名、学年、参加保護者名、連絡先 

 （住所、電話、メールアドレス、FAX等）を明記の上、ハガキ、FAX また

はメールでお申し込みください。 

 

学習内容： 

＊ 東郷フィールドの紹介 

＊ サツマイモ・ラッカセイ掘り 

＊ サツマイモ・ラッカセイのでき方の観察 

＊ サツマイモの試食 

 

 当日は、農作業のできる服装でお越しください。 

 

  主催：名古屋大学大学院生命農学研究科 
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日本法教育研究センター・コンソーシアム設立記念シンポジウム 

「今日本で求められる国際司法人材とは―司法外交を基軸として」 

2017年 9月 19日 

日時：2017年 10月 1日（日）15：00～18：00 

場所：名古屋大学・アジア法交流館（2F）アジアコミュニティフォーラム 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

   名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

 

趣旨： 

国際化・グローバル化が進展する中、国際司法人材について政府の方針が大きく変わる

ことが予想される。その兆しとして、2017年 6月、政権与党である自由民主党政務調査会

司法制度調査会による「司法外交の新基軸 5つの方針と 8つの戦略～拡大する国際司法空

間で、ひときわ輝きを放つ日本型司法制度へ～」最終提言が公表された。 

上述の提言においては、日本型司法制度をソフトパワーとして位置づけ、日本の経験を

アジア諸国の国づくりに積極的に活かすために、新たな成長戦略として「司法外交」を展

開することが重要であるとし、「司法外交」を取り巻く内外の情勢を踏まえ、5 つの方針及

び 8つの戦略を掲げている。戦略 1、戦略 2及び戦略 4においては、国際司法人材の育成・

積極的活用がうたわれ、日本の法学教育・法曹養成に大きな影響を与えうる具体的提言が

なされている。また、戦略 3においては、アジア諸国に対する法整備支援を展開する上で、

大学等への積極的な支援が明言されている。 

このような提言を受けて、一方では日本法教育研究センター・コンソーシアムの課題で

ある法整備支援がどうあるべきかに対する提言を議論するとともに、他方では、「司法外交」

が包含するさらに大きなテーマについて、政府、学界、法曹界など幅広い関係者で議論す

ることが重要である。 

「日本法」や「日本語」をキーワードとする協力活動を展開する日本法教育研究センタ

ーの事業に参画するコンソーシアムとしても、こうした議論推進の一翼を担うことは、大

変意義深いと考える。とりわけ関連する大学関係者・実務家が一堂に会する総会の機会を

利用すれば、広範な議論の場が提供できる。 

そこで、本提言をどう受け止めるかについて、政府関係者、国際司法人材の育成に関わ

る法曹界、これらのテーマに詳しい有識者の報告を聞いた上で、全体で討論するシンポジ

ウムを開催する。本シンポジウムは、ひとつの特定の結論を導き出すことを目的とせず、

多様な討論をする場としてとらえる。 

 

プログラム： 

15：00～15：15 開会挨拶・趣旨説明（小畑郁・名古屋大学 CALEセンター長） 

15：15～15：25 来賓挨拶（調整中） 

15：30～15：45 法務省として提言をどう受け止めるか 

（菊池浩・法務省 大臣官房 官房審議官） 

15：45～16：00 外務省として提言をどう受け止めるか 

（濱本幸也・外務省 国際法課長） 

16：00～16：15 文部科学省として提言をどう受け止めるか（文部科学省） 

16：15～16：30 国際司法人材に求められるもの（須網隆夫・早稲田大学 教授） 

  

 16：45～17：45 全体討論 

 17：45～18：00 総括・閉会挨拶（コンソーシアム会長） 
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安政元年の津波供養碑に墨を入れる行事

(2015/8/21 大阪府浪速区幸町）

天明 3 年 (1783) の浅間山大噴火のあった日に「浅間山大噴火

和讃」が今でも上げられている (2016/8/5 群馬県嬬恋村鎌原）

第 134 回名古屋大学防災アカデミー

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

 2017 年 10月 6 日 ( 金 )

※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。

想定外の豪雨や地震が頻発する今日、自らの命を守るためには、自然の異変を感

じ取れる感性と、自然災害に対する素早い対応力が高められなければならない。

そのためのヒントを、山や海の自然を相手に生活している人々の災害伝承や知恵、

自然や動物の行動の捉え方など、各地の事例を紹介しながら導き出してみたい。

川島 秀一

  災害文化

東北大学災害科学国際研究所教授 

想定外の豪雨や地震が頻発する今日、自らの命を守るためには、自然の異変を感

日本の

  災害文化

18：00 -19：30
名古屋大学減災館 1階減災ホール

予約不要

入場無料
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健やかに築く　まちとすまい
No.19　machitosumainotudoi

health & town

2017年10月7日(土)

名古屋大学 環境総合館　
レクチャーホール
13:20-16:30

　昨今、「人口減少･超高齢化」「働き方改革」「健康経営」といった話題とともに、市
民の「健康」に関する関心が高まっています。市民生活を支える「まちやすまい」は心身
の健康を育む大切な環境であるとともに、まちやすまいの健康そのものが地球の健康にも
影響を与えています。第19回の開催となる「まちとすまいの集い」では「健やかに築く 
まちとすまい」をテーマに、名古屋大学建築学教室に所属する教員がそれぞれの専門をふ
まえた幅広い視点から「健康」について論じます。市民の皆様とともに、まちとすまいの
「健康」について横断的に考えていきたいと思います。

亮

参加費

無料
（定員100名）

主催

後援

名古屋大学大学院環境学研究科　都市環境学専攻　建築学教室

（一社）日本建築学会東海支部　（公社）日本建築家協会東海支部　（公社）愛知建築士会
（公財）名古屋まちづくり公社　（公社）空気調和・衛生工学会中部支部　（一社）建築設備技術者協会中部支部
（一社）日本建築構造技術者協会中部支部　なごや環境大学

Notice
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【講演概要】

 第19回　まちとすまいの集い

【会場案内】 
名古屋大学
環境総合館
名古屋市営地下鉄名城線
名古屋大学駅2番出口より
徒歩約5分
●お願い
車でキャンパス内に入る
ことはできません。
公共交通機関をご利用
ください。

【開催概要】
2017年 10月7日(土) 13 : 20～16 : 3 0
名古屋大学環境総合館1階レクチャーホール
無料（定員100名）参加費

場 所
日 時

健 や か に 築 く 　 ま ち と す ま い

太幡 英亮（たばた えいすけ）  工学研究科 准教授
健康的なライフスタイル　そのための「まち」と「すまい」

専門分野：建築計画学、建築・家具設計

２

齋藤 輝幸（さいとう てるゆき） 環境学研究科 准教授

健康と快適～「すまい」の冷暖房と暮らし方

専門分野：環境心理・生理、温熱環境評価、都市エネルギー、建築設備

3

1

2

【プログラム】 
13 : 20　主催者挨拶（建築学教室主任　片木 篤 ）

13 : 30　講演①　丸山 一平
 　すまいと社会の健康について

14 : 20　講演②　太幡英亮
 　健康的なライフスタイル　そのための「まち」と「すまい」
15 : 10　休憩
15 : 20　講演③　齋藤 輝幸 

　健康と快適～「すまい」の冷暖房と暮らし方

16 : 10　全体の質疑応答
16 : 30　閉会挨拶
なお、12：30より減災ギャラリー（減災館1,2階）をご覧になれます。

丸山 一平（まるやま いっぺい）環境学研究科 教授
すまいと社会の健康について

専門分野：コンクリート工学、セメント化学、熱力学

【お申込み方法・お問い合わせ先】

人の健康の定義は、WHOにもあるように、物理的な障害や病状のみならず、健康面や社会面にも言及されています。翻っ
て、建築や人間の営みを支える社会や都市の健康とはなんでしょうか。結論を導き出すことは非常に困難ですが、それらの
障害となる災害や地球温暖化、人口変動や建築の周辺で今後問題となるであろうさまざまな課題を俯瞰しながら、今を生
きる我々が建築に関わる事象を通じて、次世代にどのようにうまく社会をつなげていくことができるか、について議論する
ことは有意義だと思われます。アラカルトに話題を触れつつ、いま、考えるべき課題を考えます。

　時代とともに変わるライフスタイルは、その時代の「住まいや町のかたち」と大きく関わりを持っています。例えば、50年
前は三世代同居が50%程度であったのに対し、現在は20%程度です。この間に二十代後半の女性就労率は逆に30%増加
しています。少子高齢化、人口の都市集中、育児や介護の施設化、世代間の分断やコミュニティのあり方の変化は、相互に
連関した「まち」と「すまい」が抱える課題でもあります。そこで、子連れコワーキングスペース、農のあるサードプレイス、自
動運転×ウォーカブルタウンといった近年の取組から、心と体のより健康的なライフスタイルのための「まち」と「すまい」
の未来について考えてみたいと思います。

少子高齢社会の到来を向かえ、健康弱者とも言われる幼児や高齢者等に配慮した環境設計への社会的要請が
高まっています。その1つとして、すまいの高断熱化や全館空調設備などが期待されていますが、空調の設計目
標に関するこれまでの知見や基準は若年者を対象としたものが多いのも事実です。環境に対する人の適応能
力を考えると、人工的に一定の室内環境を保つより、適応能力を阻害しないよう従来より大きな幅を持つ推奨
範囲の提案が可能ですが、快適性と健康とのバランスをどう考えるかは実は若年者であっても難しいと言えま
す。夏の通風時の快適性、睡眠、浴室やトイレにおける温度差の影響など、いくつかの例を取り上げて考えてみ
たいと思います。

必要事項を記入（お名前、ご所属、ご住所、TEL/FAX/E-mail)を記
入の上、左記までE-mail,FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。
10月3日（火）を締切とさしていただきます。

名古屋大学建築学教室
まちとすまいの集い事務局（担当：穂積）
〒464-8603　名古屋市千種区不老町　C2-④
TEL:052-789-5233　FAX:052-789-3773
Email:machi@nuac.nagoya-u.ac.jp
http://www.nuac.nagoya-u.ac.jp/machi/

2 番出口

環境総合館

至本山

至八事

3番出口

1番出口

IB 電子情報館

豊田講堂

工学部 5号館

野依記念学術
記念交流館

N

ES総合館

減災館

NIC
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懇談会

受　付

線虫の脳神経回路研究から
脳の動作原理を読み解く

16:30~

17:00~18:30

18:30~19:30

講演会

名古屋大学大学院理学研究科　教授　森 郁恵

◆ プログラム

森 

郁
恵

十
月
十
三
日（
金
）
十
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時
〜
十
九
時
三
〇
分
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す
。

お問い合わせ先　｜　名古屋大学理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 庶務係 ／ 電話：０５２－７８９－２３９４　ＦＡＸ：０５２－７８９－２８００

主
　
催
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屋
大
学
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参加費

無 料
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Mor i
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数学とその応用に興味を持つ一般社会人、高校生および高校教員を対象とした公開講座です。
講師を務めるのは、名古屋大学大学院多元数理科学研究科に所属する教員です。多元数理科学
研究科の教員はいずれも世界の第一線で活躍する研究者でもあります。その彼らが平明な言葉で
数理科学について語ります。それを通じてひとりでも多くの方に数理科学の有する魅力を理解し
ていただけたらと願っています。夏季集中講座と同じく愛知県教育委員会「知の探究講座」とタ
イアップして開催されます。各講義は連続３回で行われます。

TEL:052-789-5563（直通） FAX:052-789-5397　http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/public/2017/open_lecture.html

主  催： 名古屋大学大学院多元数理科学研究科　　後  援： 愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、名古屋市教育委員会、日本数学会中部支部

高校生及び高校の教員／一般社会人対 象 者

申込締切 高校毎にまとめて一括で申し込む事も可能です。
申込締切り後、郵送にてご連絡いたします。

9月27日（水）までに申し込んでください。

会　　場
名古屋大学大学院多元数理科学研究科
多元数理科学棟 名古屋市千種区不老町

参加希望の旨をハガキあるいは封書に、氏名（フリガナ付）、住所、連絡先電話番号、学生（学校名・学年）・教員・社会人の別を明記して、下記へお送りください。

〒464-8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学 大学院多元数理科学研究科 教育研究支援室 数学公開講座 係
■連絡先

■参加申込方法

平成29年度 名古屋大学

数学公開講座

数
理
を
味
わ
う
。

2017

10/14 21 28
参加費
無料

参 加 者 募 集

重力理論と宇宙
泉 圭介  助教A

3回の講義ではそれぞれ、ニュートン重力理論
（万有引力の法則）、特殊相対性理論、一般相対
性理論について、関連する話題を紹介します。

Banach-Tarski のパラドックス
鈴木 悠平  助教C

Banach-Tarskiのパラドックスは、球をいくつかの部品に分解し、回転させて並び替えると、同じ大きさの球
を二つ組み立てられると言う主張で、数学的にきちんと証明できる主張です。なぜこのような現象がおこるの
かについて解説します。

ピックの公式
伊藤 敦  助教B

すべての頂点が格子点である多角形の面積と
格子点の個数に関するピックの公式や関連する
話題についてお話します。
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歌 

声 

 

NUMCo 第 69 回名古屋大学博物館コンサート 

 

201７  9/20(水) １４時―1５時 
 

≪曲目≫ Copper Plate Reels，Eleanor Plunkett ほか 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

小松大        山本篤       山本晴美      山本哲也 
フィドル     イーリアンパイプス      コンサーティーナ             ギター 

フルート 

 

 

 

NUMCo 第 70 回名古屋大学博物館コンサー 

 

201７  10/14(土) 1４時―1５時 
 

≪曲目≫  この道，からたちの花，青い目の人形 ほか 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

井原義則             井原妙子              岡戸弘美 
           テノール                 ソプラノ                ピアノ 

 

 

≪場所≫ 名古屋大学博物館展示室 
   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 

 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紀
行 
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河合塾 千種キャンパス 千種校
〒464-8610　名古屋市千種区今池2-1-10

河合塾 名駅キャンパス 名古屋校
〒453-0015　名古屋市中村区椿町2-1

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

※講演テーマは今後変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・お申し込み先

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

0120-745-191

0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

河合塾 名駅キャンパス 名駅校（医進館　東大・京大館）
〒453-0015　名古屋市中村区椿町1-8

0120-742-191
受付時間
10：00～18：00

受付開始：第19・20・21回は4/1（土）、第22・23・24回は6/1（木）

Web、電話、窓口でお申し込みいただけます。下記の「『個人情報の保護に関する事項』
について」にご同意いただいたうえでお申し込みください。

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●筆記用具をご持参ください。
●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

窓口 窓口申込
会場校舎の窓口にてお申し込みください。

「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

至多治見

至野並

JR中央本線

至金山

地下鉄千種駅地下鉄千種駅

JR千種駅JR千種駅
河合塾千種ビクトリーブリッジ

至
藤
が
丘

至
久
屋
大
通

至 

栄

千種校

地下鉄
車道駅

河合塾
美術研究所

河合塾
体育館

地下鉄桜通線

千種ターミナルビル

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

地下鉄
車道駅

河合塾
美術研究所

河合塾
体育館

K-pro 千種教室
KAWAＩJUKU Engｌｉsh Schooｌ

地下鉄桜通線

千種ターミナルビル

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

トライデント

N

①利用目的
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・円滑なイベントの受付および当日の運営
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、
および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
・教材・時間割の送付など授業運営
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほ
かクラス運営（ご入塾の場合）なお、ご記入いただいた「カ
ナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グルー
プが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の
履歴情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生

活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グルー
プからの各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけな
い個人情報がある場合、左記①利用目的に記載の諸手
続や処理、またサービス提供など支障が生じる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。
③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用

「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした
河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法
人と株式会社）が河合塾グループからのご案内のため共
同利用します。

⑤個人情報の取扱の委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グルー
プ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に
取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報
の取り扱いに関しての契約」を取り交わすとともに適正な
管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供

お客さまが、自分以外の方の個人情報を河合塾グループ
に提供される際には、必ずその方から、お客さまが河合塾
グループに対してその方の個人情報を提供すること、河
合塾グループでの利用目的についてご同意いただいたう
えで、ご提供ください。
⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生まで
のサービスで、個人情報を当グループにご提供される際
は、必ずその保護者（法定代理人を含む）の方の同意の
もとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者

学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
　　0120-735-041
E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp 
受付時間：12：00～18：00
（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへ
の対応のみに利用いたします。
※正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させて
いただいております。
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名古屋校

名駅校
（医進館/
東大・京大館）

別館
専用自習室

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

パソコン・スマートフォンから www.kawai-juku.ac.jp/event/
河合塾イベント

●お子様のお名前・ご連絡先で登録・お申し込みください。 ●定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

教  授

教  授

准教授

教  授

教  授

教  授

教  授

情報学研究科

工学研究科

工学研究科

法学研究科

理学研究科

医学系研究科・
保健学科

教育発達科学
研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名 駅 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

　5月 28日●日

　6月 11日●日

　7月 2日●日

 8月 27日●日

　9月 10日●日

 10月 15日●日

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

情報学部

工学部

法学部

医学部

教育学部

理学部

情報と他分野との境界領域において

3次元映像技術の最先端

先端医療機器研究開発の紹介

化学反応する分子は「見える」か？

「政治＝選挙」イメージの再検討
－政治はどこにあるのか？－

放射線で診て治す！
－放射線治療の現状－

やる気を科学する
－動機づけの心理学－

北 　 栄 輔

藤井　俊彰

吉橋　幸子

田村　哲樹

山本　誠一

中谷　素之

菱川　明栄

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

きた　　　  えいすけ

ふじ い　　 としあき

よしはし　　さち こ

  た  むら　　てつ  き

やまもと　　せいいち

なか や　 　もとゆき

ひしかわ　　あきよし

年間スケジュール

行きたい想いが加速する

名大研究室の 扉  in 河合塾
2017年度
第24回
理学部

日　　時：10月15日●日
会　　場：河合塾 名古屋校

化学反応する分子は
　　　　　「見える」か？

講 演 者：菱川 明栄 教授
ひしかわ  あきよし

大学院生：・物質理学専攻（機能有機化学）
 ・生命理学専攻（構造生物学）

講演内容
14：00～16：00

内　容
①名大教授による最先端研究についての講演（60分）
②大学院生による大学生活や研究についての講演（30分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会（30分）

（理学研究科）

化学の醍醐味の一つはさまざまな新しい物質をつくりだ
すことにありますが、そのカギを握るのが化学反応です。化
学反応は分子同士の一瞬の衝突によって起こります。たと
えば、分子ＡＢが原子Ｃとぶつかって、新しい分子ＢＣができ
た場合を考えてみます。途中のどこかでＡとＢの結合が切れ、
ＢとＣをつなげる結合ができたと考えるのが自然ですが、実
際にどんなふうにこの結合の「組み替え」が起きたかを「見
る」ことは可能でしょうか。超高速で変化する分子の姿に迫
る研究者たちの取り組みとその成果について紹介します。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第24回 理学部

参加無料 要申込
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

17-C52-327
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2017年度　河合塾名大イベントの紹介（抜粋）

河合塾の広範なネットワークにより、全国の名大志望者が受験する「名大入試オープン」
は、実践力養成に最適な模試です。受験後には、講師による「スクーリング（解説講義）」
で、名大入試での頻出問題の解説、攻略法や答案の作成法をアドバイスします。

2014～2016年度に渡って実施された「名大研究室の扉」では、各回の講演者の専門分野かつ最先端の研究内容や、大学院生の研究を志すきっかけ、
研究以外の学生らしい私生活のお話などについて講演していただきました。ここでは当時の懇談会で参加者から出た質問や感想をご紹介します。

模擬試験

模擬試験

「名大入試オープン」（年2回実施）＋スクーリング（解説講義）

毎年秋期実施の「医学部医学科ガイダ
ンス」にて、名古屋大学の教授をお招きし
て、医学部特別講演を実施します。

医学部特別講義

参加無料
実施校舎：名駅校

名古屋大学現役合格のために必要なこと、知っておく
べきことを講演形式で河合塾の講師がお伝えします！
（2016年度実施校舎：千種校・豊橋校）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施／対象：高1・2

※その他多くの名大対策を行っています。各種イベント等の詳細は時期ごとの「体験授業・イベント 入塾説明会のご案内」冊子を
　ご確認ください。

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
名古屋大学の教育の特長、独自プログラムからインタビュー
などの名大の魅力が詰まった冊子です。

過去の「名大研究室の扉 in 河合塾」の詳細をご覧になりたい方はこちら

河合塾　名大魅力発見BOOK

河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

ご請求いただいた方には、2014・2015年の「名大研究室の扉 in 河合塾 
EVENT REPORT BOOK」も
セットでお送りします。

第1回 名大入試オープン：8/20（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/23（木・祝）実施

第24回 理学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1989年　京都大学工学部卒業
1994年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了

博士（工学）取得
東京大学大学院総合文化研究科助手

1999年 東京大学大学院理学系研究科助教授
2003年 自然科学研究機構分子科学研究所准教授などを経て、
現　在 名古屋大学　物質科学国際研究センター教授

極めて強いレーザー光を用いて、ナノメートルサイズ、フェムト秒時
間スケールで進む化学反応を可視化する手法の研究をしています。
これまでに「分子の花火」（＝クーロン爆発）を利用して分子の中で動
き回る水素原子を捉えることに成功しました。さらに、化学反応の鍵を
握る「電子」の動きを「見る」ための新しい手法を開拓。光の吸収に
よって、分子のなかで電子の分布が変化する様子の可視化を実現し
ました。

私たちの生活には様々な『光』が関わっています。私の研究室ではその
『光』を分子レベルでコントロールすることによって、様々な応用を試みてい
ます。今回は脂肪を染め分けるという特徴を持つ蛍光分子を合成し、実際
にイメージングを行った例を紹介するとともに、現在の学生生活についても
お話しします。

大学のことは何も知らなかったが、

高校とはずいぶん違いがあることが

わかりました。また理学部について

良くわかりました。

専門的なことから学部のことまで、

さまざまな視点から答えてくださって

嬉しかったです。

大学の講義が河合塾で

聞けてとても貴重でした。

大学院のことを全然知らなかったので、

すごくためになり、大学を卒業後

どうするのか良い判断材料になりました。

大学院生によるお話は、

数学の研究をしている人がどんな中・高校生活を

送ってきたか、大学ではどうしているかが

わかりやすいです。高校生目線で

「伝えたい事がたくさんある！」と院生の方の

想いが伝わってきました。

●英語の重要性について
●将来の進路や就職状況について
●学部・修士・博士課程の研究の違い
●名古屋大学ならではの
　強みはありますか
●やりたいことはどうやって
　見つけましたか
●研究の結果証明されたことで
　実用化されたこと
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

菱川 明栄教授 研究トピックス

大学院生 物質理学専攻（機能有機化学）研究内容 大学院生 生命理学専攻（構造生物学）研究内容

（高1生）

（高卒生）

（高2生）

（保護者）

（中学生）

私は電子顕微鏡を用いてタンパク質の構造解析をしています。タ
ンパク質は私たちの体の主な部品です。形がわかるとどうやって働き
を生み出しているのかがわかり、創薬にもつながります。タンパク質の
多種多様な機能を生み出している、その構造の解析は生命現象の
解明から医薬品開発まで幅広い分野の基礎を担っています。

数学系の学部は研究ばかりで

大変なイメージがありましたが、

楽しそうに話していたので

考え方が変わりました。
（高3生）
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経済学者 山﨑 雅人さん

名古屋大学減災連携研究センター

地域社会減災計画寄附研究部門准教授

低頻度大規模災害に

いかに備えるか

主催：名古屋大学減災連携研究センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　tel: （052)789-3468

名古屋大学減災館減災ギャラリー

★事前申し込み不要
★コーヒーなど飲み物を１人１杯以上
     注文してくださいね。
★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。

名古屋大学減災館館減災ギャラリー
2017. 10. 16（月 )   18:00 ～ 19:30

Guest 

げんさいカフェは、「南海トラフ広域地震防災げんさいカフェは、「南海トラフ広域地震防災

研究プロジェクト」との共催で実施しています。研究プロジェクト」との共催で実施しています。

GEN SCIENCE CAFE 

げんさいカフェ
【第 77回】

Facilitator　　隈本 邦彦
江戸川大学教授／
名古屋大学減災連携研究センター客員教授

減災連携研究センターの研究者と市民が対話する月に１回のサイエンス・カフェ。
マグニチュード 9 クラスの南海トラフ巨大地震のように、発生頻度はきわめて低い
のだけれどひとたび起きたら被害が甚大、という災害に社会としてどこまで備えるべ
きか？これは立場によって意見が分かれるのではないでしょうか？そうした問題を

「費用便益分析」などの手法で研究している経済学者との討論で考えてみましょう。
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ポピュリズムの台頭と世界秩序の再編 

国際協力の新たな課題は何か？ 

日 時  2017年 10月 19日～11月 16日（木） 18:30～20:00 
会 場  名古屋大学大学院国際開発研究科棟 8階オーディトリアム 

受講料  無 料 
 

日 程 講 師 講演内容 

10月 19日 
日下 渉 

政治学・東南アジア研究 

なぜ「強いリーダー」が好まれるのか 

フィリピン・ドゥテルテ大統領の光と影 

10月26日 
真崎 翔 

国際政治史 

トランプ大統領の誕生は「現象」か 

アメリカ史から考えるポピュリズム 

11月2日 
岡田 勇 

政治学・ラテンアメリカ研究 

なぜラテンアメリカにはポピュリストが多いのか

不平等・時間感覚・資源ブーム 

11月9日 
石川知子 

国際経済法 
国際貿易・投資体制の発展と今後の課題 

11月16日 
西川由紀子 

平和学・政治学 

国際協力とグローバルガバナンスの転換点 

ポピュリズムの台頭とトリレンマ 

主催：名古屋大学大学院国際開発研究科 共催：国際開発学会(JASID)東海支部 

 

世界各地で従来の政党政治やグローバリズムに対して、ＮＯを突きつける「ポピュリズム」が台頭し

ています。なぜ、こうした現象が生じているのでしょうか。またそれは世界秩序にいかなる再編を迫

り、国際協力にどのような課題を突きつけているのでしょうか。５名の講師が国内政治と国際政治経

済という２つの視点から、これらの問題について解説します。 
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博士課程教育リーディングプログラム 
フォーラム 2017
Program for Leading Graduate Schools Forum 2017

PhDs shaping the Future, PhD programs investing in the Future

名古屋大学リーディングフォーラム実行委員会

一般社団法人 日本経済団体連合会／一般社団法人 中部経済連合会／一般社団法人 中部経済同友会

http://leading.nagoya-u.ac.jp/LF2017/

Tel 052-789-5265

※右の QR コードからサイトをご覧頂けます。

／ E-Mail  LF2017@leading.nagoya-u.ac.jpお問合せ

後援

URL

日程 平成 29 年 月10 日（金）～20 日（土）21
Oct. 20-21 (Fri.-Sat.)

会場 名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋駅直結） 16 階タワーズボールルーム  他
VenueDate Nagoya Marriott Associa Hotel

開催概要 Outline

※なるべくウェブサイトから事前登録をお済ませ下さい。
*We appreciate if you can register in advance.

入場無料

プログラム Program Keynote speech基調講演

科学技術振興機構 理事長 
President, Japan Science and Technology Agency

President & Representative Director BT Japan Corporation 
Vice Chair of the Board of Councillors, Keidanren (Japan Business Federation) 
Member for Regulation Reforming Council

BTジャパン株式会社 代表取締役社長
日本経済団体連合会審議員会副議長
内閣府規制改革推進会議委員

Michinari Hamaguchi

Haruno Yoshida

濵口 道成 氏

吉田 晴乃 氏

10/20  10:30-12:00

・各種分科会・説明会　・学生企画
Parallel workshops (include student workshops)

9:00-13:00

※10/19（木）には名古屋大学東山キャンパスにて一部学生による事前議論を行います。
*Pre-forum discussions will be held by select students at the Higashiyama campus of Nagoya University in the afternoon of Thursday, October 19.

10
21

・基調講演
・学生ポスター発表
・意見交換会

・パネルディスカッション
　

10:00-19:3010
20

Fri.

Keynote speech

Reception

Poster presentations by students

Panel discussion

Sat.

Talented PhD students get together in Nagoya, a central region of Japan, from all leading graduate schools in Japan. 
We will discuss achievements and future prospects of the leading programs with industries in the leading forum 2017, 
entitled “Legacies of the Leading Program and Expectations for Graduates”.

文部科学省博士課程教育リーディングプログラムで育った優秀な博士人材が、日本全国からこの秋、日本の中心名古屋に集結。

「リーディングプログラムのレガシーと修了生への期待」をテーマに、これまでの成果と大学院教育の未来を産業界とともに語ります。

Admission Free

（ビデオ出演予定 Video presentation)
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リーディングフォーラム 2017　プログラム
Leading Forum 2017 Program

（途中休憩あり）
(Breaks will be given)

13:00 ～ 19:30

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 10:30

10:30 ～ 12:00

13:20 ～ 14:40

15:00 ～ 16:30

16:30 ～ 18:00

18:00 ～ 19:30

10:15 ～ 13:00

9:00 ～ 10:00

9:00 ～ 10:00

事前議論 A（理学部南館 1階、環境総合館 1階）
Pre-forum Discussion A (Science South Building 1F, Environmental Studies Hall 1F) 

事前議論 B（減災館 1階）
Pre-forum Discussion B (Disaster Mitigation Research Building 1F)

学生による「出口戦略」に関する事前議論
Pre-forum discussions on career development by students

学生による「ダイバーシティ・マネジメント」に関する事前議論
Discussions on diversity management

15:30 ～ 17:00 キャンパスライフから性暴力を撲滅するための「アイデアソン」
“Ideathon” to eliminate gender-based violence from campus life

学生企画：キャリア決定に関するパネルディスカッション (for Japanese speaking participants)

歓迎挨拶：名古屋大学総長　松尾 清一 氏
Opening remarks: Seiichi Matsuo, President, Nagoya University 
来賓挨拶：文部科学省、日本学術振興会理事長　安西 祐一郎 氏
Greeting from MEXT and Yuichiro Anzai, President, JSPS
基調講演 : 科学技術振興機構理事長　濵口 道成 氏
Keynote speech: Michinari Hamaguchi, Predident, Japan Science and Technology Agency
基調講演 (ビデオ出演予定 ): ＢＴジャパン株式会社代表取締役社長　吉田 晴乃 氏
Keynote speech (Video presentation): Haruno Yoshida, President, BT Japan
ショートプレゼンテーション Short presentations 
今年度が最終年度となる平成 23年度採択 20プログラムにおける学びや成果について、履修生自らが参加者へ発表する。
Students from the leading programs selected in 2011 will present what they learned from their program activities.

パネルディスカッション Panel discussion
テーマのひとつである「リーディング大学院のレガシー」について、産官学を交えて討論する。
Panelists from industry, government and academia will discuss one of the themes for this forum: Legacies from
the Leading Program
学生代表による提言と議論 
Propositions by student delegates and discussion

学生ポスター発表 Poster presentations by students
リーディングプログラムで身につけたスキルがキャリア形成にどう生かされるかについて、履修生より参加者へ発信する。
Students will present how to make use of skills they acquired through leading program activities and might apply
towards career development.

意見交換会 Reception

参加者受付 Registration

2017 年 10 月 19 日（木）＠名古屋大学 東山キャンパス
October 19, Thursday 2017 @ Higashiyama Campus of Nagoya University

DAY 1 2017 年 10 月 20 日（金）＠名古屋マリオットアソシアホテル
October 20, Friday 2017 @ Nagoya Marriott Associa Hotel

分科会　Parallel Workshops
 • 出口戦略：事前議論、１日目提言発表時の議論をさらに深化
 Career development: further discussions on the student propositions discussed on the first day
 • プログラム定着：リーディングプログラムを通じた教育ノウハウの共有
 Curriculum integration: share knowledge about the distinctive activities in the leading programs
 • 多様性推進：ダイバーシティ・マネジメント等に関する議論
 Discussion on diversity management

卓越大学院に関する説明会 (for Japanese speaking participants)

DAY 2 2017 年 10 月 21 日（土）＠名古屋マリオットアソシアホテル
October 21, Saturday 2017 @ Nagoya Marriott Associa Hotel

DAY 0
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整理番号 ＨＴ２９１７９ 分野 生物・化学 キーワード 質量分析 

 

研 究 機 関 名 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）  

プログラム名 質量分析って面白い！分子の重さをはかってみよう  

先生（代表者） 望田(桑田)啓子（もちだけいこ） 名古屋大学 ITbM・特任助教 

 

自 己 紹 介 目に見えない小さな小さな分子の姿を見たくって色々な技術

がこれまでに開発されてきました。質量分析もその一つで

す。トランスフォーマティブ生命分子研究所・分子構造センタ

ーのスタッフは質量分析に関わる技術開発を日々行っていま

す。私たちと一緒に質量分析の楽しさを味わってもらいたい

です！ 

開 催 日 時 ・ 

募 集 対 象 
平成２９年１０月２１日（土） 

受 講 

対象者 
高校生 

募集 

人数 
２０名 

集合場所・時

間 
名大（東山キャンパス）ITbM 棟エントランス （集合時間） ９：００〜９：３０ 

開 催 会 場 

 

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）および理学部共用館４F 

住所：〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 

アクセスマップ URL：http://www.nagoya-u.ac.jp/access/index.html 

内 容 

我々は体重計を使って重さをはかりますね。

では、目に見えない分子はどうやって重さをは

かるのでしょうか？そもそも分子ってどれぐら

い小さい？アボガドロ数ってもう習いました

か？分子の大きさを想像してみましょう。実習では、質量分析計が実際にはどのように使われ、それによ

って何がわかるのか、バイオ実験を体験することで学んでいきます。 

スケジュール 持 ち 物 

09:00-09:30受付（名古屋大学東山キャンパス ITbM棟１Fエントランス集合） 

09:30-11:15 オリエンテーション・科研費の説明・施設見学・講義・移動 

11:15-12:15 A グループ：実験１、B グループ：実験２、C グループ：実験３ 

        （実験１：電気泳動、実験２：酵素消化、実験３：質量分析） 

12:15-13:15 昼食・休憩（学生食堂またはキャンパス内のカフェにて）

13:15-14:30 A グループ：実験２、B グループ：実験３、C グループ：実験１ 

14:30-14:40 休憩 

14:40-15:30 A グループ：実験３、B グループ：実験１、C グループ：実験２ 

15:30-16:00 クッキータイム（講師・研究員・技術補佐員・学生との懇談） 

16:00-17:00 実験結果討論・修了式（アンケート記入・未来博士号授与） 

17:00     解散 

筆記用具 

 

 

 

特 記 事 項  

・実習に適した動きやすい服

装でお越しください。 

・お昼に軽食をお出しします。 
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《お問合せ・お申込先》 

所 属 ・氏 名 ： 名古屋大学 ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏﾃｨﾌﾞ生命分子研究所 分子構造センター 桑田 

住 所 ： 愛知県名古屋市千種区不老町 

T E L 番 号 ： 052-747-6855 

F A X 番 号  ： 052-789-3240 

E - m a i l  ： msc@itbm.nagoya-u.ac.jp 

申込締切日 ： 平成２９年１０月６日（金）  

      ※当プログラムは先着順にて受付を行います。 

 

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》 

研究代表者 研究期間 研究種目 課題番号 研究課題名 

桑田啓子 H20-H20 奨励研究 20915014 
京野菜および京漬物に含まれる香

気成分の分析 

 

 

 

 
★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！ 

http://kaken.nii.ac.jp/ 

※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。 
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資料８
【H29.9.27修正版】

時間

1 平成29年４月25日（火） １４：００～

2 平成29年５月24日（水） １５：００～

3 平成29年６月2９日（木） １４：００～

4 平成29年７月18日（火）　※ １７：３０～

5 平成29年７月26日（水） １４：００～

6 平成29年９月27日（水） １４：００～

7 平成29年10月26日（水） １３：４５～

8 平成29年11月29日（水） １４：００～

9 平成29年12月21日（木） １４：００～

10 平成30年１月25日（木） １４：００～
※1月24日（水）
からの変更

11 平成30年２月21日（水） １４：００～

12 平成30年３月27日（火） １４：００～

平成29年度　教育記者会との定例懇談会開催予定日

※7月18日（火）は定例懇談会はありません。

 部局長会・教育研究評議会メンバーの納涼会に合わ
せて、17:30～情報交換会を開催します。
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