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平成 29年度第８回名古屋教育記者会懇談会 

 

テーマ 議 題 担当 

Ⅰ 世界屈指の大学を

目指す取組 

『NU MIRAI 2020』 

 

１． 研究の最前線！ 

新たな地震火山研究への挑戦 

～ 地震や火山噴火のしくみの解明と予測 ～ 

山岡地震火山研究

センター教授 

Ⅱ 輝け！名大生 

 

２．大学からの起業！ 

～ 学生ベンチャー「株式会社キスモ」～ 

 

情報文化学部 

4年生 

三野 稜太 

 

Ⅲ ハイライト 

 

３．名古屋大学発ベンチャーを支援！ 

 ～ 東海スタートアップカンファレンス ～  

 

 

４．女性研究者の活躍に期待！ 

～ ダイバーシティトップリーダー顕彰 ～ 

河野学術研究・産学

官連携推進本部教

授 

 

束村センター長 

永田心の発達支援

研究実践センター

教授 

 

Ⅳ その他 

 

 

５．1月の行事予定 ほか 松尾総長 

 



地震火山研究センター

環境学研究科附属地震火山研究センター
山岡 耕春

新たな地震火山研究への挑戦
～地震や火山噴火のしくみの解明と予測～
地震や火山噴火による災害を軽減するため、

地震や火山噴火のしくみの解明と予測に関する研究を行う。

資料１

1



地震火山研究センターの研究

海底地形調査に基づく
南海トラフ沿いの海底活断層の研究

地震発生理論に基づく、海溝型巨大地震の研究

南海トラフ沿いの地殻・プレート構造に関する研究

海溝型巨大地震に関する研究

2004年スマトラ巨大地震震源域におけ
る地殻変動の研究
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南海トラフ沿いの海底活断層の研究

地震火山研究センターの研究

2014年御嶽山噴火時の地震震源位置の変化 (Kato et al. 2015)
噴火発生時に、震源が火口列に沿って拡がると同時に浅い場所で地震が起き始めた。

御嶽山周辺の地下流体圧

御嶽山東側の群発地震域に流体圧
の高い地域がある。
(Terakawa et al. 2013)

御嶽山の火山活動観測
2015年度より観測網の拡充を行っている

火
口
列
方
向
の
震
源
位
置

震
源
の
深
さ

積
算
回
数

規
模

火山活動に関する研究

震源域の拡大

浅部への移動

御嶽山山頂
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地震火山研究センターの研究
本日ご紹介する特色ある研究

GPS-音響結合方式による

海底地殻変動手法の研究

精密制御能動震源ACROSS

開発と応用に関する研究

淡路島に設置されている
ACROSS震源装置１号機

計測用の海
底局を投入
する作業

観測装置の開発からデータの解析までオリジナルを大切にする研究

米国で考案され、海溝型巨大地震発生帯の
観測で花開く

名古屋大で地震・火山観測のために始めた
研究が、他分野に拡大中
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GNSS/音響方式 海底地殻変動

トランス
デューサ

アンカ

17”ガラス球
電子回路
バッテリ

約77 cm

・バッテリ寿命 15年/30年
・空中重量 約80kg

キネマティックGPS測位キネマティックGPS測位

音響測距音響測距

GPS基準局
観測船
船上局

海底局
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観測船と艤装の例
船の位置を決めるGPS、船の姿勢を測定するジャイロスコープ、

音響測距のための船上装置一式とトランスデューサを船に取り付ける

GPSアンテナ

トランスデューサ
（航走時はポールを格納）

船上装置一式

ジャイロスコープ

GNSS/音響方式 海底地殻変動
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1990年代半ば 我が国における海底地殻変動技術開発の開始

2000年代前半 モニタリングの開始／並行して高度化等の開発研究

●「調査観測の実施に努めるもの」と位置づけ
『地震に関する基盤的調査観測計画の見直しと
重点的な調査観測体制の整備について』（地震調査研究推進本部：2001年）

●日本海溝・南海トラフへの観測網の展開（海上保安庁）
●宮城沖重点観測（東北大学）
●南海広域多点観測（名古屋大学）

●南西諸島先導的観測
（琉球大学・名古屋大学等）

■大深度型海底局
■長寿命型海底局
■音響送受波器の船底装備
■ブイを用いた観測方式

2011年 東北地方太平洋沖地震

●日本海溝に20点の増設（東北大）
●南海トラフにおける２列の観測網整備（海保）
●南海トラフ軸を挟んだ観測の開始（名大）

新
た
な
開
発
・
高
度
化

新
た
な
開
発
・
高
度
化

開
発
開
発

GNSS/音響方式 海底地殻変動 ー 発展の歴史
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15m
23m
24m15m

5m

1.5m

1.5m

3m

0.8m

0.9m

水平 上下

国土地理院 GEONET ＋ 海上保安庁 海底地殻変動観測

GNSS/音響方式 海底地殻変動

• 2011東北地方太平洋沖地震でその効果が誰の目にも明らかになった。

• プレート境界が50ｍもずれ動いたことを示す直接的なデータとなった。
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※白抜きは
観測が終了した点

GNSS/音響方式 海底地殻変動

南海トラフ沿いの海底観測網
広域の観測網＝海上保安庁 新しい試み（先導的／先端的観測）＝大学
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AM固定

海底地殻変動

GEONET

GEONET

GNSS/音響方式 海底地殻変動

地震学的に重要な場所で観測を実施
１）熊野灘 ： 南海トラフ地震の破壊開始域

トラフを挟んだ変動の比較
２）駿河湾 ： 南海トラフ地震への伊豆半島の影響
３）琉球海溝 ： 巨大津波地震の発生域？

1771年 八重山地震津波

Yasuda et al. (2014)

熊野灘

駿河湾

琉球海溝
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新たなプラットフォームの活用
観測の連続化・高頻度化を図る

新たなプラットフォームの活用にむけた技術開発を実施

GNSS/音響方式 海底地殻変動

係留ブイ （GNSS波浪計） ASV 自動航行無人ボート
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GPS衛星

能動震源
装置

地震計

プレート運動

固着域

流体移動？

地震計

海底ケーブル地震計

能動震源装置

地震計

応力蓄積

マグマだまり

移動？

深部低周波微動

地震波伝播特性（速度と減衰）の時空間変化を長期連続モニタリング

地震発生域および火山をターゲット

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用
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淡路島に設置されたACROSS震源偏心ローター

・絶対時刻に同期した震源制御
→ 日本中の地震計データが使える

地震計は絶対時刻（ＧＰＳ時計）に同期している

・弾性波の周波数コム信号を用いる
→ 同一帯域で、多くの震源信号を同時に用いることが可能

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

特徴
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媒質中の微小割れ目の密度と割れ目中の流体の割合による弾性波速度
[ O’connel and Budiansky, 1974 ]

地震波速度を測ると何がわかるか

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

割れ目密度 割れ目密度

P波 S波

弾
性
波
伝
播
速
度

WET
WET

DRY DRY

割れ目増加

流体減少

• 割れ目の開閉

• 流体の増減

応力変化, 圧密, 破壊と修復,  強度変化

地下水, マグマ, 石油, 二酸化炭素

地下の岩盤のイメージ
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2000年鳥取県西部地震 2001年芸予地震

地震で揺れると変化する Ikuta and Yamaoka (2004)

揺すられることによって地盤が緩む → 地下水が移動する → 定常状態に移行する

どんなときに地震波速度が変化するか？

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

ACROSS震源

地震計深さ
(km)
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精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

N.TNRH (Δ=9.8[km])

N.KGWH (Δ=8.4[km])

東北地方太平洋沖地震

普段は増加している (Tsuji et al. 2017 EASPEI‐IAG)
割れ目の修復過程を見ている

どんなときに地震波速度が変化するか？

N.MRIH (Δ=2.9[km])速
度
増
加
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9:00 on 
15 August

HAR‐Ur

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

マグマの上昇で変化する (Yamaoka et al. 2017 EASPEI‐IAG)
2015.8.15桜島マグマ貫入時に変化 ー 火山体内部の応力増加を捉えている可能性

9:00 on 
15 August

9:00 on 
15 August

9:00 on 
15 AugustACROSS

SKA2‐Ur

SFT2‐Ur

KURN‐Ur

岩脈貫入 200万m3
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既存装置との比較

10ton @25Hz / unit
循環潤滑油による冷却
小型ベアリング
GPS同期
横置き・基礎の簡素化
標準化・ユニット化

プロトタイプ 1994

淡路・土岐型 1996

三河・桜島型 1999

森町型 2004

サウジ・JOGMEC型 2011

直線加振型

Type‐2014
制震装置

震動試験器

評価
電磁アクチュエータ
電力効率が悪い

KAJIMA

評価
・低周波を出す場合は利用
価値がある。
・新開発要素は少ない

水冷却
大型ベアリング

20ton @25,35,50Hz
循環潤滑油・水冷却
大型ベアリング
GPS同期
縦置き・横置き
最初の実用試験器

熊澤・鈴木・山岡

熊澤・武井・鈴木

熊澤・國友

山岡・國友

山岡・鈴木

笠原

10ton @25Hz / unit
循環潤滑油による冷却
大型ベアリング
GPS同期
縦置き
ユニット化

20ton @7.5Hz
循環潤滑油・水冷却
大型ベアリング
GPS同期
横置き
低周波化

40ton @50Hz
循環潤滑油・水冷却
大型ベアリング
GPS同期
横置き標準化
高速化

HIT型 1996

HIT

九大型‐2016

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用 - 系譜
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応用分野（例）

19

資源開発 (EOR: Enhanced Oil Recovery)

石油があとどのくらい残っているか？

CCS（二酸化炭素地下貯留）
二酸化炭素がどのくらい拡散したか

精密制御能動震源ＡＣＲＯＳＳの開発と応用

Kezin CCS test site

(JOGMEC)
九州大学と協力
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資料２
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Deep Learningを中心とした
AI技術を用いて様々なものを作る会社です

株式会社キスモ会社概要資料

株式会社キスモとは
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「働くパフォーマンスが上がると、楽しい」

「つまらない仕事がなくなると、楽しい」

1.

2.

株式会社キスモ会社概要資料

企業理念に対する２つの視点
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•統計、機械学習、深層学習などの知見を持ち、リサーチをしてPDCAを回すデータサイエンティスト

•実際にネットワークの実装や納品に付随する開発業務を行うエンジニア

•人間心理学の視点から使いやすいUI、見やすいデザインを議論、デザインをするデザイナー

•クラウド、データというキーワードに付随するセキュリティの問題に対処、補強するセキュリティ

•機械学習を柔軟にこなすためクラウドの学習環境を用意するインフラエンジニア

キスモの人材

株式会社キスモは、
名古屋大学、名古屋工業大学の学生を
中心として、運営しています。

弊社人材のスキルセット（例）

株式会社キスモ会社概要資料

24



三野稜太 代表取締役

滋賀県立膳所高校出身 -名古屋大学情報文化学部４年生(在学中)
数々のハッカソン、インターン、ビジネスコンテストでAIに注力。
機械学習、ディープラーニングによる課題解決に向けたモデル設計
とその昇華による問題解決を得意とする。

技術や知見に対する正当な報酬がもらえない傾向。
全員で足並みを揃え、大学で専門性を身につけても結局は同じような仕事をすることになる可能性が高い就職システム。
他の数人分の働きをしても時給換算で他の人とあまり変わらない給料しかもらえないシステム。
これらは発展途上の過程としては合理的であっても、先端を取るためには非合理的でしかない。
大多数の人を引っ張るためのシステムでは、真に国を引っ張る技術を持つ人を導くことはできない。
この傾向故に努力して専門性をつける事に懐疑を産む。

と、これが技術者が口をそろえて言う論理。
しかし、いつの世もその時代の人間がその時の課題を解決してきた。

優秀な若者に囲まれて、こんな憂いを議論してきた自分だからこそ、
周りの優秀な力を持った人を導き、協力し、打破すべきである。
課題の本質は、ルーチンワークを人手でこなすシステム、自らの生産性を感じられないシステムである。
手数さえあれば、今のシステムも維持でき、自分たちの未来を創ることもできる。
故に、人工知能と呼ばれる技術であらゆる人手不足を解消し、未来に若者が希望を持てる日本を創る。
これが自分の天命だと考える。

株式会社キスモ会社概要資料
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鈴木雄也 取締役

愛知県立豊田西高校出身-名古屋大学経済学部経営学科（在学中）全国最大規
模の非営利組織のマネジメントに2年半従事し組織戦略や財務戦略を統括した
ほか、経営コンサルティングやマーケティング領域のインターンを国内外で
経験し、海外では教育事業の立ち上げを行った。全国規模のビジネスコンテ
ストで中部北陸地域の最優秀者に選出された実績を持ち、個人でのwebサービ
ス運営を経て創業に参画。現在はビジネスサイドの統括に従事。

私は少子高齢化と人口減少が進行する過疎地域に育った。私たちの街は労働人口が著しく不足し、医療や介護、観光、教育などを
中心にありとあらゆるサービスや産業が破綻しつつある。また、地域コミュニティが急速に衰退し、地域社会を支えてきた助け合い
の文化が必ずしも成り立たなくなってきている現状がある。すでに人口減少が始まっている日本では、ほとんど全ての街で同じよう
な現象がいずれ起こると予想される。

私たちの豊かで安全な生活は、過去のものになりつつある、と感じている。現状を打破するためには、個人の生産性を大きく向上
させ、より少ない人数でより多くの人へサービスを届けられるようにする必要がある。機械化できる業務の範囲をこれまで以上に拡
大し、労働人口が減ってもサービスを維持できるよう、産業が変化しなければならない。深層学習は、人工知能技術に革新を起こし、
機械の可能性を急速に拡大しつつある。私は日本の経済と社会の課題を、人工知能の技術革新が解決すると信じている。

株式会社キスモ会社概要資料
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大越拓実 取締役

神奈川県立光陵高校名古屋大学情報文化学部4年（在学中)全国規模
のビジネスコンテストや世界的なデータサイエンスコンテストでの
上位ランクイン経験や起業家コンテストでの優勝経験を持ち、技術
とビジネス両面で実績を持つ動画、画像解析に強みを持っており、
社内ではその技術力を遺憾なく発揮する

高校時代にマネーボールの感動を体験し、それ以来データサイエンスの虜になった。野球選手を専門家以上に正しく評価したり、
ワインの価格を専門家より正しく推測したりという事例に触れ、世の中はこれからデータによって革新的になると感じていた。大学
でもデータサイエンスの勉強を続け、ディープラーニングの持つ可能性を感じた。GoogleやAmazon、Facebookから日々発表されるAI
活用事例、研究を見て毎日心を躍らせていた。就活の時期を迎えても、その気持ちは衰えず、自分はデータサイエンティストとして
就職しようと決めていた。当時の自分はデータサイエンスによって世の中を変えられると信じていた。

しかし、いざ就活を始めると「データってどうやって活用するのかわからない。」「これから活用していきたいんだけどね」と、
あまりに遅すぎて、あまりに消極的な意見を聞くことになった。データサイエンスのインターンにも参加したが、思い描いていた
データサイエンスの活用とはかけ離れていて、とても革新的なものを生み出せるとは思えなかった。やるせない思いをかかえながら
就活を続けていたある日、代表の三野に声をかけられて集まったその場で、「データサイエンスを使って、世の中を変えよう。自分
たちが本当にやりたくて、意味のあることに能力を活かそう」、そう声をかけられた。やるせない思いを抱えていたからその言葉は
心に響き、集まったメンバーも申し分なく、やるしかない、ここで世の中を変えていくしかないと決意した。日本の遅れすぎている
データ活用を進め、代表の三野が描く無駄な労働を省き、誰もが真に力を発揮する。やりたいことをやる。そんな世の中を作ってい
きたい。

株式会社キスモ会社概要資料
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寺澤友治朗 取締役

愛知県立昭和高校出身 名古屋工業大学卒業在学中に機械学習に興味を持ち
人工知能関連の勉強をし続けてきた。在学中にも人工知能関連での実績を発
表し、国際学会などでも登壇。エンジニアとしてのインターン経験や世界中
で有名なデータサイエンスコンペティションへの参加経験もあり、様々な場
面で実績を残している。その実力を発揮したいと考え、株式会社キスモへ
ジョイン。在学中の経験は、株式会社キスモで存分に発揮している。

自然言語で情報が構成されているから、自然言語処理によって情報を制圧して、世界を変えたかった。
しかし研究室に入ってみれば受託の奴隷のような研究室で、人工知能に関してなかなか理解されても
らえなかった。また、世の中も人工知能に対する理解が浅く、メディアでも人工知能が危険という思
想が多い。人工知能による革新によって世界平和さえも狙えるというのに世の中は人工知能に対する
理解が浅い。そこで人工知能による革新を実際に行うことで人工知能の能力を証明してやろうという
心持ちでジョインしたという経緯。

株式会社キスモ会社概要資料

28



大学との繋がり

キスモで働くほとんどのスタッフが名古屋大
学の学生です。

キスモの立ち上げも、社長の三野が作り上げ
てきた大学での人脈を生かして行われました。

人工知能技術はあらゆる場面で活用できる

”手段”であり、あらゆる分野と協業する必要
があります。弊社は様々な分野において、ア
ドバイザーの技術支援を受けています。

株式会社キスモ会社概要資料

キスモの強み
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アーキテクチャ構築の自動化システム

確率統計学によるアーキテクチャ構築とパラメータチューニングの自動化
に成功しています。

また、社内プログラマによって様々な自動化ツールが作成されており、
日々の業務に生かされています。

複数モデル学習の自動化ツール

モデル精度分析の自動化ツール

データセットの自動収集ツール etc...

株式会社キスモ会社概要資料

キスモの強み
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AI コンサルティング

 統計分析
 機械学習
 深層学習

 他社提供のソリューションの導入

 データ収集のシステム確立

 データ解析、知見の提供

AI ソリューション開発

品質管理、物体検知
人流/交通量解析
音声文字起こし
文章要約

. . . etc

企業様から研究/開発課題を頂き、
受託という形でプロジェクトを受注し、遂行します。

事業会社様と連携しながら、
複数のプロダクトを開発中です。

株式会社キスモ会社概要資料

事業領域
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議事録の自動化システム

重要な会議、ざっくばらんな話し合い、その様々
な場面において音声の自動取得、自動的な議事録
作成はニーズを持つ。
これを作るためには音声認識の知見だけでなく、
様々なレイヤの知識を必要とする。

これを現実的に表現するために実験中。

株式会社キスモ会社概要資料

自社開発紹介 – 議事録の自動化

32



A Iによるオペレータ
代替サービス

株式会社キスモ

Callauto
コ ロ ッ ト

自社開発紹介
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オペレーターAIを作ります。

最終的なゴール

お客様 自動応答 AI

コールセンターのコスト構造の過半数を占めるのが人件費だと言われています。

オペレーターはストレスフルな業務ゆえに、給料が高騰しているからです。

では、もし、その業務が楽になったら？もし、必要なオペレーターの数が減ったら？

わたしたちはその「もし」を叶えるサービスを提供します。 34
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Tongaliプロジェクトについて
名古屋大学発ベンチャーの状況と支援・育成

名古屋大学

学術研究・産学官連携推進本部

資料３
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大学発ベンチャー設立数

出典：「本格的産学連携から大学の経営基盤強化へ
導く成長曲線」5月12日、松尾総長発表資料
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大学発 アントレプレナーシッププロジェクト
《Tongali プロジェクト》

Tongali = Tokai network global leading innovators

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、
学生発ベンチャーの育成・支援を行うことにより、オープンイノベーションの発信地

大学発ベンチャーの成長ステージに合わせた支援メニューを提供

起業家
予備軍

シード・起業
スタートアップ
アーリーステージ

ミドル・レイ
ターステージ

Tongaliスクール・コンテスト教育

スタートアップ準備資金
名古屋大学・東海地区大学広域ファンド

（総額２５億円）

特定基金 大学発ベンチャー応援事業

資金

インキュベーション施設の提供場所

名古屋大学発ベンチャー称号授与称号

現在18社

15室満室

教育から支援まで体系化させたプロジェクト
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１．APTJ株式会社（本学成果活用）
２．WHILL Inc.（卒業生）
３．株式会社J-ARM（本学成果活用）
４．株式会社PREVENT

（本学成果活用、卒業生）
５．株式会社ドリームファスナー（卒業生）
このほか今年度３件程度投資予定

名古屋大学・東海地区広域大学ファンドの立ち上げ
～東海地区の国立5大学（東海地区産学連携大学コンソーシアム）発

ベンチャーを対象とした広域ベンチャーファンド～

投資先

ファンドへの出資者

起業推進事業支援 → ギャップファンド資金

起業家育成事業支援 → 起業家教育資金

平成28､29年度
・応募数39件
・採択数19件（名大5、名工大5、豊技大5、岐阜大2、三重大2）
・支援額3,040万円（19件合計）

【年間1600万円で5年間運用】

【年間400万円で5年間運用】

2016年4月～投資開始 ファンド額は25億円
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アントレプレナーシップ教育

メンター、
アクセラレーター支援

5組が
優秀賞
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東海地区にある5国立大学（名古屋大学、豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、岐阜大学、三
重大学）が形成する東海地区産学連携大学コンソーシアム（東海コンソ）が母体となり、アントレプレ
ナーの育成を行う。これまで、各大学が実施してきた人材育成に関するノウハウの蓄積と資源を効果的に
共有する。また、協働で実施してきた「Tongaliスクール」を拡大する形で、体系的なアントレプレナー育成
システムを構築する。 Tongali = Tokai network global leading innovators

大学・研究機関（国外）
Technology Partenrship of Nagoya University, Inc. 
North Carolina State University (米国)、
IBEKA （インドネシア）

大学・研究機関（国内）
大阪大学

企業等
日本ベンチャーキャピタル株式会社、株式会社エイチーム、
朝日インテック株式会社、中京テレビ放送株式会社、
株式会社名古屋証券取引所、株式会社OKB総研、
セレンディップ・コンサルティング株式会社

EDGE-NEXT
Tokai-EDGE（Tongali)プロジェクト
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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

Kodawarin （農学部）

2017年1月設立 食のクラウドファンディング

Map Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 自動運転用地図

ZAZA （工学研究科）

2017年4月設立 Air-kitchen 

Unreal Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 仮想空間ゲーム

Nav Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 自律ナビ

データマ （工学研究科）

2017年8月設立 ITを用いたイベント開催サービス

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）

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 留学生のアルバイト・就職マッチング

センスフォー （情報科学研究科）

2016年9月設立 自動運転用センシング技術

KYSMO （情報文化学部）

2017年5月設立 AIを活用した教育システム
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

把握している範囲で13社が起業（2017年8月末現在）

近年に起業した学生発ベンチャー

42



東海地域のベンチャーエコシステム

Startups

インキュベーション
＆

アクセラレーション

グローバルコミュニ
ティーとの連携

M&A
＆
IPO

ビジネス
の発展と成長

投資

43
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「女性研究者トップリーダー顕彰」

• 本年度採択された、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）」事業での中心となる
取組で、女性研究者の管理職登用推進を目的とする。

• トップリーダー顕彰：「特に優秀な女性研究者」（研究
業績・研究能力が優れているだけでなく、近い将来、本
学の役員や管理職として活躍することが期待される女性
研究者）を、各部局から1名推薦してもらい、毎年5名
程度を顕彰する。顕彰された女性研究者には、研究費
（100万円程度）を支援する。

• 本顕彰では、女性トップリーダーを育成するだけでなく、
各部局がトップリーダーとしての資質を有する女性研究
者を推薦する過程も含めて、部局内の意識啓発に繋がる
ことを期待する。

資料４
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トップリーダー顕彰を受賞して

心の発達支援研究実践センター

教授 永田 雅子
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社会の変化の中での子どもの育ちと家族
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35
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産後のうつ傾向
EPDS陽性者
正期産 16.8％
NICU 32.6％

(Nagata et al,2004)

生殖補助医療技術での出生数

低出生体重の出生率推移

児童相談所児童虐待相談対応件数の推移（厚生労働省,2016)
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子育てをめぐる大きな流れ

健やか親子２１（第２次） H27～

育てにくさに感じる親に寄り添う支援

発達障害児やハイリスク児

児童福祉法の改正（それに伴う母子保健法の一部改正） H29～

子育て世代包括支援センターの整備

特定妊婦と養育支援訪問の実施

～妊娠中からの切れ目のない支援の体制の整備が自治体に義務付けられた

周産期医療領域では

 産科ガイドラインの改正

妊娠中に精神障害のリスクの評価をすることが推奨された

 産婦健診の助成制度の開始（H29年4月～）

産後2週間、1か月健診にエディンバラ産後うつ病自己記入式尺度（EPDS）

を導入することでの助成が開始された

産後うつや虐待の予防のための取り組みが推奨されるようになってきた
48



妊娠・出産・育児を支えていく仕組みが整えられつつある
一方で、リスクのみに焦点を当てられていないだろうか？

生後３分

生後４５分

生後７日目

どんなにリスク要因を抱えていたとしても
家族と赤ちゃんの強みに焦点を当てた支援を行っていく必要性

日本の社会・文化にあわせた支援体制の構築が急務

生後３３日目 49



自律系の未熟さ
呼吸・消化・体温調整
→ 自分の生命のバランスを取ることに精一杯

運動系の未熟さ
反射が誘発されやすく、自分の動きをコントロールしにくい
→ 自分の体がまとまっているという感覚が持ちにくい

状態系の未熟さ
安定した睡眠や敏活な状態が維持できにくい
→ 周囲の環境の刺激から自分を守りにくい

何らかのリスクをもって生まれてきた子どもと家族
の支援の在り方をこれまで検討

特に、低出生体重児など
リスクを抱えて生まれてきた赤ちゃんと家族は

“いのち”がむき出しの
非日常的な環境の中で出会うことになる。

発達のリスクと子育ての困難さを伴いやすい
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教育・研修用DVDの作成（２０１５）

全国のNICUの整備された
周産期医療施設１７８か所
に送付

２０１７年１月～６月まで
“ぺリネイタルケア“で
正期産編の一部を連載。
問い合わせのあった約２５
産科医療機関に配布

各機関から高い評価を
いただいています
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周産期周産期医療から地域へと
何らかのリスクをもって生まれてきた子どもたちや

家族をどうつないで支援をしていくことができるのか
多職種・他機関で考える周産期精神保健研究会を
来年1月に名古屋大学で開催します。

1日目 1月27日（土）
特別講演「新生児行動観察：最も困難な状況下での脆弱な家族と赤ちゃんへの支援

CampbellPaul（豪：王立小児病院）

シンポジウム「多職種で支える―胎児診断からNICUでの支援をめぐって」

2日目（1月28日（日））

特別企画 生まれた命にありがとう
野田聖子（衆議院議員）× 前田麻衣子（中京テレビアナウンサー）

パネルディスカッション「“いのち”との出会いを支える」
講演 いのちの始まりとその見え方 兵頭麻希（広島大学産科婦人科）
講演 周産期精神保健における「母親の感情」と「子どもの視点」の意義

山下洋（九州大学病院子どものこころの診療部)
講演 出生から在宅移行への支援－18トリソミーを中心にー

安田彩子/丹羽早智子（名古屋第一赤十字病院小児科）
ラウンドテーブル 「多機関で支える―地域との連携をめぐって」
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第3回日本周産期精神保健研究会準備委員会委員

大会会長
名古屋大学心の発達支援研究実践センター 教授 永田雅子

準備委員会委員長
名古屋大学総合周産期母子医療センター新生児部門 教授 早川昌弘

準備委員会委員
名古屋大学医学部付属病院 産婦人科 講師 小谷友美

館明日香
小児科 助教 村松友佳子
MFICU/産科 師長 赤川里美
NICU/GCU 師長 古田恵香
NICU 田中悠紀
親と子どもの心療科 准教授 岡田俊

山内彩
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 准教授 高橋由紀
愛知医科大学看護学部母性看護学 准教授 山本弘江
名古屋第一赤十字病院 臨床心理士 丹羽早智子

NICU/GCU 師長 平岩美緒

名古屋大学の周産期・母子保健にかかわる専門職との協働で開催します 53



2013.06.29
2014.11

 
2016.07 

心の発達支援研究実践センターでのモンゴル国の発達障害児者支援の取り組み
～モンゴル国初の標準化された発達アセスメントツールの開発に向けて

子どものアセスメント実施
→ 標準化された発達・知能検査がないことで

子どもの状態に応じた支援が
できていないことが明らかに

アメリカで開発された心理検査の導入の検討
日本版開発者との面談。予算等で断念2015.6

モンゴル国立教育大学
との共同研究開始

年に2度、モンゴル国立大学との
相互研修を継続

2016.09

名古屋大学モンゴル国立教
育大学子ども発達共同支援
センター開設

田中研究所と田中ビネー知能検査の
モンゴル版開発について合意
JICAの事業とも共同して、モンゴル国
の子どもたちの大規模調査を開始

2017.６ 2017.10

テスターの養成とともに
予備予備調査（１６０名対象）
予備調査（３００名対象）を実施
来夏に８００名を対象とした本調査
実施。モンゴル国初の標準化された
子どもの発達アセスメントツールが
完成予定

予備予備調査

予備調査
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平成１９年に着任以来
本学の中でも
男女共同参画推進室専門委員会委員
学内保育所運営協議会議長/育児支援WGリーダー
など心理学・乳幼児という自分の専門性を生かした貢献を行ってきました。

現在、
全国的な学会や研究会・協議会の理事等役員としても活動しており、
心理学以外の多領域の専門家と協働を行ってきました。

今後も、
これからの時代を担うリーダーの方たちと協働するとともに、
研究及び実践を積み重ねながら、社会に貢献する成果をだしていきたいと思っています。
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

5日(金)、
22日(月)

役員会

16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(木) 臨時教授会(総合保健体育科学センター)

10日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

17日(水)

教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、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、農学部・生命農学研
究科、国際開発研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

18日(木) 教授会(創薬科学研究科)

19日(金)
教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

24日(水)
教授会(文学部・人文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、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)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

31日(水) 教授会(総合保健体育科学センター)

名古屋大学　平成30年1月予定表

(教育記者会用)

　資料５
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

10月25日(水)～
1月20日(土)
(日・月・祝日、
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

減災連携研究センター
052-789-3468

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、1月13
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

11月20日(月)～
3月24日(土)
(土・日・祝日、
12月29日～1月
3日休館、3月
24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－Ⅱ冬と春の植
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

12月22日(金)
第23回名古屋メダルセミナー
(The 23rd Nagoya Medal of
Organic Chemistry)

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：10：00～18：00
講演題目：「From Groningen to Eindhoven - a personal journey」、
「The non-covalent synthesis of functional supramolecular
systems」、「The amplification of supramolecular chirality」
講演者：バード・マイヤー氏(アイントホーフェン工科大学教授)
講演題目：「Revolutionizing the discovery process of bioactive
peptides」
講演者：菅　裕明氏(東京大学教授)
定員：250名
対象：有機合成化学やケミカルバイオロジーに興味のある方
参加費：無料

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
052-789-4999

12月22日(金) アイデアピッチコンテスト

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス1階Idea Stoa
時間：16：00～19：30
内容：起業をはじめ、企業とタイアップした新事業、社会貢献、
学生イベントを盛り上げるためのアイデアなどのコンテストを実施
し、優秀なアイデアはTongaliプロジェクトが起業に向けてサポート
する
定員：70名
対象：東海地域の大学および大阪大学の学生、ポストドクター(聴講
は誰でも可)

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

12月23日(土)
Tongali人材×ITベンチャー
Meetup

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：14：00～17：00
内容：著名ITベンチャー4社によるトークセッション、座談会
定員：50名
対象：東海地域の学生、ポストドクター
参加費：無料

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

12月25日(月)

名古屋大学地域貢献事業
「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－」

場所：ES総合館、ナショナルイノベーションコンプレックス
時間：10：30～16：00
テーマ：「苦戦する青年の現状と大学における支援実践」(公開シン
ポジウム)、「苦戦する青年を育てる産官学地域のあり方」(分科会)
内容：公開シンポジウム、分科会、個別相談会
定員：200名
対象：青年の支援に関心のある方
参加費：無料

学生相談総合センター
052-789-5805

57



12月26日(火)
テクノ シンポジウム 名大
「機械航空女子シンポジウム」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～17：30
テーマ：「イキイキ・キラキラ カッコイイよね機航女子☆ 聞いてみよ
う！ホントのトコロ」
講演題目：「女性と工学が拓く未来」
講演者：辻　篤子(国際機構特任教授)
講演題目：「多分わたしだから作った『針なし気泡注射器』、あなた
なら何を作る？」
講演者：山西陽子氏(九州大学教授)
講演題目：「科学者の自在性」
講演者：上出寛子(未来社会創造機構特任准教授)
講演題目：「モノづくりの魅力！自動車設計の仕事とは」
講演者：山田　悠氏(トヨタ自動車株式会社)
講演題目：「エアラインエンジニアってどんな仕事？」
講演者：安田知加氏(株式会社JALエンジニアリング)
内容：講演、カフェタイム、見学会
定員：100名
対象：関心のある中学生以上の女性や保護者
参加費：無料

工学研究科
助教　宮田喜久子
wmae2017@gmail.com

12月26日(火)、
1月23日(火)

平成29年度第6回、第7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：「自然に変えられる働き方改革－『会議』を見直す効果と
その方法について－」(12/26)
講演者：石黒圭祐氏(シスコシステムズ合同会社コラボレーション営
業部長)
内容：本当の意味で有効な働き方改革・会議改革をソリューション、
デモと共に紹介する
講演題目：「先行事例からひも解く、IoTで何を・どうやって実現する
か－IoTにおける『つなぐ』の重要性－」(1/23)
講演者：岡田晋介氏(株式会社インターネットイニシアティブクラウド
本部クラウドサービス2部ビッグデータ技術課長)
内容：市場動向や事例を紐解きネットワーク技術を中心に大学にお
けるIoT適用の可能性について紹介する
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

1月9日(火)
高等教育研究センター
第145回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：13：00～15：00
講演題目：「理数探究科目に対応できる教員を養成するための演
示実験とその開発」
講演者：伊東正人氏(愛知教育大学教授)
内容：物理現象の背後に潜む数理的構造を見抜く力を身に付けさ
せるために講義中で実践している演示実験装置とその演示方法・
解析方法を紹介する。
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
助教　齋藤芳子
052-789-5384

1月14日(日)、
1月27日(土)、
2月10日(土)、
2月25日(日)、
3月10日(土)、
3月24日(土)

リーンローンチパッド名古屋2018

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス(1/27、2/10、3/10、
3/24)、名古屋ルーセントタワー16階会議室(名古屋市中村
区)(1/14、2/25)
時間：10：00～17：00(1/14、27、2/25)、13；00～17：00(2/10、3/10、
24)
内容：新規事業立ち上げの理論を実践的に学び今求められている
「新たな価値を創造する力」を鍛える
定員：10チーム
対象：学生、ポストドクター、若手研究者、起業を考えている教職
員、社会人、他
参加費：無料(教科書の購入が必要)

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

1月15日(月)
第80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：「次の震災について本当のことを話してみよう。」
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター長・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
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1月17日(水)
環境学研究科附属地震火山研究
センター2017年度シンポジウム
「中部地方で考える火山防災」

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「火山防災協議会に期待すること」
講演者：藤井敏嗣氏（東京大学名誉教授）
内容：講演、活動報告、パネルディスカッション
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
附属地震火山研究センター
052-789-3046

1月19日(金)
第7回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：30
内容：研究成果や光源加速器・ビームライン開発に関するトピックを
紹介し、放射光を利用した新たな研究の可能性や有効性について
議論する
対象：学生、一般
参加費：無料(意見交換会は2,000円)

シンクロトロン光研究センター
052-747-6562

1月19日(金) 第137回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「災害廃棄物処理における官民学連携」
講演者：吉岡敏明氏(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

1月19日(金)

高等教育研究センター
第146回招へいセミナー／第5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：「韓国の入試専門官の職務内容と養成システム」
講演者：山本以和子氏(京都工芸繊維大学准教授)
内容：韓国では教科学力による画一的な点数主義的評価から脱却
するために入学査定官による多面的・総合的評価入試を導入して
いる。その入学査定官の専門性に着目しその組織や役割、専門性
向上システムとその内容について紹介する
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

1月19日(金)
ビジネス人材育成センター
博士人材のキャリアガイダンス(2)

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：12：00～13：00
内容：博士、ポスドクに焦点を当てた就職活動のポイント、就活開
始時期、スケジュールの流れなどを説明
対象：学生、教職員、他
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

1月20日(土)、
21日(日)

人文学研究科附属「アジアの中の
日本文化」研究センター国際シン
ポジウム「1930年前後の文化生
産とジェンダー」

場所：ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
時間：10：00～17：00(1/20)、9：00～17：00(1/21)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科附属「アジアの中の日
本文化」研究センター
教授　飯田祐子
y-iida@lit.nagoya-u.ac.jp

1月20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：「経済学はいつ、どのように生まれたのか？－社会科学
史的に考える－」
講演者：隠岐さや香(経済学研究科教授)
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］
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
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1月21日(日)
脳とこころの研究センター市民公
開講座「脳とこころの病気の予防
と治療に向けて」

場所：鶴舞キャンパス鶴友会館2階大会議室
時間：13：00～15：00
講演題目：「MRIでめまいを見る」
講演者：長縄慎二(医学系研究科教授／脳とこころの研究センター
長)
講演題目：「妊娠・出産に伴うこころの変化を知り、対応する」
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
講演題目：「脳の手術の最前線：ここまでできる今の技術」
講演者：若林俊彦(医学系研究科教授)
講演題目：「脳はしなやかに年を重ねる」
講演者：渡邉宏久(脳とこころの研究センター特任教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

脳とこころの研究センター事務部
052-744-1975

1月24日(水)
東海スタートアップカンファレンス
2018

場所：ミッドランドスクエアオフィスタワー5階ミッドランドホール(名古
屋市中村区)
時間：13：30～17：30
講演題目：「スタートアップとイノベーション」
講演者：大前研一氏(株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締
役社長・ビジネス・ブレークスルー大学長)
内容：講演、パネルセッション
定員：300名
対象：学生、一般
参加費：無料

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

1月25日(木)
第71回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「かすみとくしゃみはエアロゾル－その発生から影響まで
－」
講演者：長田和雄(環境学研究科教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
リサーチ・アドミニストレーター
戸次真一郎
052-747-6791

1月31日(日)
平成29年度
脳とこころの研究センター
シンポジウム

場所：鶴舞キャンパス医系研究棟1号館地下1階会議室
時間：13：15～17：50
講演題目：「精神・神経疾患のイメージングデータベース構築の重
要性」
講演者：花川　隆氏(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ
ンター部長)
講演題目：「睡眠制御研究の最前線」
講演者：粂　和彦氏(名古屋市立大学教授)
講演題目：「疼痛評価に関する大脳神経活動の検出」
講演者：寳珠山　稔(脳とこころの研究センター教授)
対象：脳とこころに関する研究者
参加費：無料

脳とこころの研究センター事務部
052-744-1975

2月3日(土)

2017年度ASUISHI人財ハブセン
ターシンポジウム「明日の医療の
質向上をリードする医師養成プロ
グラムの3年の成果とこれから」

場所：名古屋第一赤十字病院東棟2階内ケ島講堂
時間：10：00～13：00
講演題目：「医療への品質アプローチ－医療者を変え、病院を変
え、社会を変える－」
講演者：飯塚悦功氏(医療の質・安全管理学会理事)
内容：成果発表、特別講演、ディスカッション、指定発言
対象：患者安全、感染制御、質管理に興味ある医療関係者(職種不
問)
参加費：無料

医学部附属病院
ASUISHIプロジェクト推進室
052-744-2609

第37回博物館企画展
「春を迎える 年画に込められた願
いと意図」

博物館スポット展「ボタニカルアー
ト作品展」

2月6日(火)～
5月12日(土)
(日・月曜日休
館)

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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2月9日(金)

教育学部附属中学校・高等学校
SSH(スーパーサイエンスハイス
クール)第3期2年次研究成果発表
会

場所：教育学部附属中・高等学校交流棟4階交流ホール(全体会、
講演会)、各教室(公開授業、授業検討会)
時間：9：30～15：45
テーマ：「教科を活かし教科をつなぐ課題研究(STEAM)－協同的探
究学習を核として－」
講演題目：「探究と協同を通じた一人ひとりの『深い学び』－小中高
大の学びをつなぐ協同的探究学習－」
講演者：藤村宣之氏(東京大学教授)

教育学部附属高等学校
教諭　三小田博昭
052-789-2680

2月20日(火)
博物館コンサート NUMCo
「箏 尺八 早春の調べ－古典から
現代まで」

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

博物館事務室
052-789-5767

2月24日(土)、
25日(日)

第56回地球教室－フィールドセミ
ナー－「鉱物をさがそう！」

場所：名古屋市科学館(名古屋市中区)(2/24)、蒲郡市生命の海科
学館(蒲郡市港町)、三田石材(西尾市東幡豆町)(2/25)
時間：14：00～16：30(2/24)、9：00～16：00(2/25)
内容：鉱物の性質について学習し鉱物の採集と鑑定をする
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：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

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

場所：大幸キャンパス本館2階、東館4階
時間：9：00～12：00
内容：全体説明会、専攻別説明会
対象：大学院入学を検討している方
参加費：無料

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518

3月10日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2018

場所：中京大学名古屋キャンパス1号館(名古屋市昭和区)
時間：13：00～18：30
講演題目：｢大学ガバナンスから見た教育改革｣
講演者：吉武博通氏(首都大学東京理事)
内容：講演、分科会、ポスターセッション
参加費：1,000円

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

3月17日(土)
教育発達科学研究科心理危機マ
ネジメントコース創立10周年記念
シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～16：00
テーマ：「壊れそうなこころを守り支えるために心理学ができること」
講演者：氏家達夫(教育発達科学研究科教授)、窪田由紀(同教
授)、森田美弥子(同教授)
内容：すべての人が意図せずに巻き込まれるこころの危機に対し
て、心理学はどのような貢献ができるのか。これまでの研究成果を
提示しつつフロアと共に考える
対象：一般
参加費：無料

文系事務部総務課(教育)
052-789-2603

3月17日(土)
人間・知能機械協奏コンソーシア
ム第4回シンポジウム

場所：JRゲートタワー
未来社会創造機構
特任教授　松谷悦哉
052-789-4409

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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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   http://www.num.nagoya-u.ac.jp
地下鉄名城線「名古屋大学」駅2番出口すぐ、名古屋市バス「名古屋大学」バス停すぐ

開館／10：00～16：00（入館は15：30まで）
休館／日曜日、月曜日
 12/29～1/3、1/13 
会場／名古屋大学博物館

11/7 ～火
2017年

1/20土

2018年

◆ ギャラリートーク
 11月14日（火） 13：00～14：00 博物館友の会対象

◆ 博物館コンサートNUMCo
 「フラメンココンサート」
 12月 9日（土） 14：00～15：00

◆ 博物館公開シンポジウム
 「最新研究で蘇る古生物・古人類の暮らし」
 12月15日（金） 13：00～16：00

関連イベント

問い合わせ先

名古屋大学博物館 第36回企画展
Nagoya University Museum, The 36th Special Display

明治～平成のアナログ計測・観測・計算機器

入館
無料
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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 

65



66



https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.tongali

Tongaliプロジェクトの
Facebookはこちら

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
 Tongaliプロジェクト事務局

Tongali プロジェクト で検索!

お問い合わせ

アイデアピッチ
コンテスト開催！
アイデアピッチ
コンテスト開催！

▶ 場所 ： 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） Idea Stoa
▶ 対象 ： 東海地区（愛知県・岐阜県・三重県）および大阪大学 (EDGE-NEXT協力機関）の
　　　　 すべての学部生・院生・ポストドクター

　（奨励金使用後に報告書の提出が必要になります。）

　大学生・大学院生・ポストドクターを対象にアイデアコンテストを実施します。
アイデアの内容は起業をはじめ、企業とタイアップした新事業、社会貢献、
学生イベントを盛り上げるためのアイデアなど、おもしろアイデアならなんでもOK。
優秀なアイデアはTongaliプロジェクトが起業に向けてサポートします！

2017.12.22 16:00～19:30（予定） 
（ 19:30～20:30 懇親会 ）

上限10万円 × 5チーム

ワクワクをカタチに変える！

求む！
アイデ

ア

情報は随時更新していきますので、ホームページをご確認ください。

※応募多数の場合は事前に書類審査を行う場合があります。　

開
催
日

選ばれた方々は、平成30年1月から開
始のセミナー「リーンローンチパッド名
古屋」、優秀チームの中からデンマーク
KAOSPILOTでの課題解決研修に
ご招待します！

▶ 優秀賞 ： １案につき

▶ 個人でもチームでも応募可能
▶ 応募受付開始 ： 11/6～ 【締切12/15（金）17:00】
▶ 応募方法 ： 下記ホームページより申請書をダウンロードの上、メールフォームよりお申し込みください。

文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp

本イベン
トは東海

東京財団
の支援を

受けて開
催します

。

67



14：00 ～17：00 
名古屋大学NIC3F 大会議室  Tongaliイベント参加者、東海5大学の学生・院生・ポスドク参加資格

 Tongali主  催 名古屋スタートアップ株式会社後  援

土  交流会17：00 ～2017年１２月２３日
会 場

参 加 企 業

Tongali と著名 IT ベンチャー4社が夢のコラボイベント！
実際に ITベンチャーに参加していたメンバーはみんなと同じ20代
の頃に何をやっていたのか？ 一緒に座談会でおしゃべりしてみよう。
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参加企業

タイムテーブル

「クラッシュフィーバー」など、
世界で人気を得るスマホゲーム
を開発する名古屋発 IT ベン
チャー企業

逆求人サービス「Offerbox」な
どを手がける人材系ベンチャー
企業

日本・ベトナム・フィリピン・
バングラデシュに自社開発拠点
を持つ、グローバルオフショア
開発企業

企業向け SaaS 型 AI 搭載システ
ムを開発する名古屋大学発の AI
ベンチャー企業

お申し込み

お問い合わせ

http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/event/20171223_it-venture-meetup/
ホームページよりお申込みください

国立大学法人名古屋大学  Tongaliプロジェクト事務局
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC） 3 階
TEL: 052-747-6490　FAX: 052-788-6002　http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/contact/

定員 (50名)に達し次第、締め切ります

受付開始13:00～
開会の挨拶14:00～

16:50～
17:00～

参加企業紹介14:10～

15:30～

14:40～
『IT ベンチャーズのメンバーが大暴露！
 　　　　　　　 20代の頃は何してた？』

各企業による座談会

4社合同トークセッション

ベンチャーズトーク

閉会の挨拶
交流会

１２月20日（水） 締め切り
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テクノ・シンポジウム 名大 主催 名古屋大学大学院工学研究科 共催 公益財団法人 日比科学技術振興財団 一般社団法人 日本機械学会 LAJ委員会
協賛 一般社団法人 日本航空宇宙学会 中部支部 協⼒ 一般財団法人 トヨタ⼥性技術者育成基⾦

機 械 航 空 女 子 シ ン ポ ジ ウ ム
12月26日(火)

2017年

13:30～17:30

名古屋大学 坂田･平田ホール 先着100名様限定
大学の機械航空系学科への進学や機械航空分野への就職に関心のある

中学生以上の女性の方が対象です（参加無料、事前お申込みが必要です）

くわしくは 名古屋大学工学部ＨＰ をごらんください お問合せ先：名古屋大学宮田喜久子wmae2017@gmail.com

Women in  Mechanical  &  Aerospace Engineering
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 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 145 回招聘セミナー

理数探究科⽬に対応できる教員を 
養成するための演⽰実験とその開発 
  

伊東 正⼈ ⽒ （愛知教育⼤学理科教育講座・教授） 
 

講演概要 次期学習指導要領（⾼等学校）では、理科と数学を統合した探究科⽬「理数探究」が導

⼊される予定である。教員を輩出する教育学部において、数理的な探究授業に対応でき

る理系教員を養成しなければならない。 

講演者は、物理現象の背後に潜む数理的構造を⾒抜く⼒を⾝に付けさせるために、講義

中での演⽰実験を実践している。本講演では、実践している演⽰実験装置とその演⽰⽅

法・解析⽅法を紹介する。 

セミナー企画 ⇨ 物理学講義実験研究会 http://physicsdemo.org 

 

2018 年 1 ⽉ 9 ⽇（⽕） 13:00－15:00
場所：名古屋⼤学 東⼭キャンパス ⽂系総合館 7F オープンホール 

参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  
 
○いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。 
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利⽤くださいますようお願いいたします。 
 構内駐⾞された場合の⽤務証明書発⾏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 
 

【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 
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新規事業を迅速かつ効率的に
立ち上げる手法を学ぶ

リーンローンチパッド名古屋リーンローンチパッド名古屋
2018

受講者募集！受講者募集！受講者募集！受講者募集！
クラウドコンピューティングや３Ｄプリンタなどの登場により、

サービス・製品化へのインフラがかつてないほど整い、

アイデアや研究成果をいかに素早く事業化するかが重要になっています。

このプログラムでは「リーンスタートアップ」という新規事業立ち上げの理論を実践的に学び、
今求められている『新たな価値を創造する力』を鍛えます。

Lean LAUNCHPAD
N A G O Y A

実践型セミナー

参加費

無料

Lean 
LAUNCHPAD

https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.tongali

Tongaliプロジェクトの
Facebookはこちら

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
 Tongaliプロジェクト事務局

Tongali プロジェクト で検索!

対象 学生、若手研究者、起業を考えている教職員、社会人の方など 募集定員 10チーム

文部科学省「次世代アントレプレナーシップ育成事業（EDGE-NEXT）」

（※応募者多数の場合は選抜させていただきますのでご了承ください）

74



※スケジュール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。

第１回
日時 ： 1月14日（日） 10:00～17:00  /  場所 ： 名古屋ルーセントタワー16階会議室

製品アイデアからビジネスモデルの骨格を構築し検証する方法を身につける

第2回
日時 ： 1月27日（土） 10:00～17:00  /  場所 ： 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）

ビジネスモデルの検証のための必要最低限の製品(ミニマムバイアブルプロダクト、MVP)の技法を学び
実際に作ってみる

第3回
日時 ： 2月10日（土） 13:00～17:00  /  場所 ： 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）

マネタイズを工夫し収益性を高める方法を学び実践する

第4回
日時 ： 2月25日（日） 10:00～17:00  /  場所 ： 名古屋ルーセントタワー16階会議室

プランニングからプランへ。ビジネスモデルをもとにビジネスプランを作る

第5回
日時 ： 3月10日（土） 13:00～17:00  /  場所 ： 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）

スケーラビリティを高める方法とビジネスモデルを工夫し持続的な優位性を構築する方法を学び実践する

第6回 日時 ： 3月24日（土） 13:00～17:00  /  場所 ： 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）
DEMODAYで世の中にビジネスプランを披露する

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

日程・カリキュラム（予定）

講 師

Lean LAUNCHPAD
N A G O Y A

リーンローンチパッド名古屋リーンローンチパッド名古屋

堤 孝志
ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社
代表取締役

総合商社、シリコンバレーおよび国内のVCにおいて20年以上
にわたって一貫してリスクの高い新規事業の立ち上げと日米・
アジアにて幅広くベンチャー投資活動を行う傍ら個人的に「顧
客開発モデル」を中心とした講演、レクチャーを精力的に行って
きたが、2014年満を持してラーニング・アントレプレナーズ・ラボ
株式会社を共同設立。
東京理科大学工学部卒。McGill大学経営大学院修了。
訳書に『アントレプレナーの教科書』、『スタートアップ・マニュアル』（翔泳
社）、『リーン顧客開発』（オライリー・ジャパン）、『クリーンテック革命』（ファー
ストプレス）等。

飯野 将人
ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社
代表取締役
大手金融機関、米国コングロマリットといった大企業勤務、VC
におけるベンチャー投資に取り組む傍ら、自ら日米複数のスター
トアップの経営に参画。堤氏とともに「顧客開発モデル」を中心
とした講演、レクチャーを精力的に行ってきたが、2014年満を持
してラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社を共同設立。
東京大学法学部卒。米国ハーバード大学経営大学院修了。
訳書に『スタートアップ・マニュアル』（翔泳社）、『リーン顧客開発』（オライ
リー・ジャパン）、『クリーンテック革命』（ファーストプレス）等。

お申し込みは、Tongaliホームページで　

Lea
n 

LAUNCHPAD

このプログラムのポイント

参加費

無料
受講者
募集

ビジネスモデルの構築
これまでとの違い

これまでの新規事業立上げのアプローチは、
ビジネスプランの作成とその実行が主流でした。
しかし、ビジネスプランに含まれる多くの思い込
みと、愚直な実行で多くの失敗が重ねられてき
ました。本プログラムでは、ビジネスモデルの探
索と実現する方法を実践を通じて学びます。

必要最低限かつ迅速
（リーンスタートアップ）

方　法

仮説の構築、最低限の製品・サー
ビスの試作、仮説検証、軌道修正
というサイクルを繰り返すことで、素
早くビジネスモデルを探索し実現を
目指します。

メンター制

サポート

受講者には顧客候補へのインタ
ビューを通じた仮説検証をしていた
だきます。プログラム中はメンターが
つき、インタビュー先の紹介やビジ
ネスモデル探索の支援をします。

スタンフォード大学や
カリフォルニア大学で実施の

プログラム

チャンス

スタンフォード大学Steve Brank氏が開発した
「The Lean LaunchPad」の凝縮版（日本語）。
ベンチャーの本場で行われているプログラムを体
験する絶好の機会です。

http: // tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/

１． 自ら取り組む事業アイデアの内容や顧客ヒアリングの結果など事業化のための
　 仮説検証状況を互いに発表し、ディスカッションすることに同意いただけること
　 （内容を他の人に話したくない方のために、連名式の秘密保持契約書を締結します）
2． 必ず全部の回の講座に参加すること

3． 授業以外に、顧客インタビュー等の宿題があり、取り組む必要があること
4． グループウェアを使用するため、PCの持参が可能であること
5． 教科書として「スタートアップマニュアル」を購入すること
6． 3～5人程度のグループ参加であること（１人での応募を希望する場合は、事務局までご相談ください）

< 本講座の受講にあたっての注意事項 >
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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。

名古屋大学減災館減災ギャラリー
2018. 1. 15（月）   18:00 ～ 19:30

Guest 

GEN SCIENCE CAFE 

げんさいカフェ
【第 80回】

次の震災について
本当のことを話してみよう。
地震工学者  福和 伸夫 さん
名古屋大学減災連携研究センター長・教授

減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月１回のサイエンスカフェ。
今回は福和センター長が最近上梓した『次の震災について本当のことを話してみよう。』をテー
マにします。次の大震災では国民の半数が被災者になる恐れがあるのに我々は「見たくないもの」
に目をつぶって対応を人任せにしていないでしょうか？防災・減災にむけて「具合の悪いこと」
も「ホンネ」で語る必要があると強調する著者に直接その「ホンネのお話」を聞いてみましょう。

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

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。

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
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シンポジウム 中部地方で考える火山防災
文部科学省受託研究「臨床火山学の手法を応用した火山防災における課題解決法の開発」まとめの会

13:30～
基調講演 藤井敏嗣 （東京大学名誉教授）

「火山防災協議会に期待すること」
14:30～
活動報告 1. 臨床火山防災学の概要

2. 白山における取組み
3. 焼岳における取組み
4. 御嶽山における取組み

15:30～
パネルディスカッション

「地域が主体となった火山防災とは」
パネリスト 原久仁男 （木曽町長）

山﨑 登 （国士舘大学教授・元NHK解説委員）
大見士朗 （京都大学防災研究所）
石川県・長野県・岐阜県火山防災部局

司会 山岡耕春 （名古屋大学環境学研究科）

主催：名古屋大学環境学研究科地震火山研究センター
連絡先 052-789-3046

2018年1月17日（水） 13:30 - 17:00
名古屋大学 野依記念学術交流館

カンファレンスホール
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★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。
主催：名古屋大学 減災連携研究センター

第 137 回名古屋大学防災アカデミー

2018.1.19 ( 金 )　
※予約不要・⼊場無料名古屋⼤学減災館 1 階減災ホール

18︓00 -19︓30

吉岡 敏明
東北⼤学⼤学院環境科学研究科教授

災害廃棄物処理は一般廃棄物に位置づけられることから地方自治体が処理実施主

体になる。一方、一度に大量に発生する廃棄物を処理するためには民の力と学の

支援が必要になる。講演では、東日本大震災における事例から見える三者の協働

のあり方を紹介する。

災害廃棄物処理における

官⺠学連携
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 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 146 回招聘セミナー

韓国の⼊試専⾨官の 
職務内容と養成システム 
  

⼭本 以和⼦ ⽒ （京都⼯芸繊維⼤学アドミッションセンター・准教授） 

講演概要 このたびの⼤学⼊試改⾰の⽅向性では、多⾯的・総合的評価⼊試の拡⼤が⾒込まれるが、

その⼊試判定の質・量の対応策は講じられているとは⾔い難い。⼀⽅、韓国では、教科

学⼒による画⼀的な点数主義的評価から脱却するために⼊学査定官による多⾯的・総合

的評価⼊試を導⼊している。今回は、その⼊学査定官の専⾨性に着⽬し、その組織や役

割、専⾨性向上システムとその内容について紹介する。 

2018 年 1 ⽉ 19 ⽇（⾦） 16:00－18:00  
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 5F アクティブラーニングスタジオ 

参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  
 
○いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。 
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利⽤くださいますようお願いいたします。 
 構内駐⾞された場合の⽤務証明書発⾏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 

名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 146 回招聘セミナー 
第 5 回「アドミッション担当教職員⽀援セミナー」 

【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 
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〒464-8601　名古屋市千種区不老町ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）302

　　　　　　Tel:052-747-6490　E-mail:b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp　

　　　　　　URL:http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/

 

【お問合せ先】 

対象　　ポスドク ・ 博士後期課程学生に限らず、 進学希望の

学部生、 教職員の方などどなたでもお気軽にご参加ください。

★

★

　　博士人材の　　博士人材の

キャリアガイダンスキャリアガイダンスキャリアガイダンス

【場所】 名古屋大学 東山キャンパス

　　　 ナショナル・イノベーション・コンプレックス

　　　 ＮＩＣ　２階小会議室

　　　 
＊事前申込は不要。当日ご参加ください！

名古屋大学社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター

ご不明な点は
お気軽に
お問合せ下さい

対象

　博士の就職活動って何から始めたらいいんだろう…？博士、ポスドクに
焦点を当てた就職活動のポイント、就活開始時期、スケジュールの流れなどを
説明します。奮ってご参加ください！！

【時間】 １２：００～１３：００

　　　 

①12/1912/19
② 1/19 1/19

（火）（火）

（金）（金）
※①②とも同じ内容です

主催：名古屋大学　社会貢献人材育成本部　ビジネス人材育成センター
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同時開催展

『女人芸術』という回路

1.16［火］→21［日］
会場：ジェンダー・リサーチ・ライブラリ

本シンポジウムは、JSPS科研費JP15K02245、名古屋大学研究大学強化促進事業（The Program for Promoting 
the Enhancement of Research Universities）、公益財団法人大幸財団の助成を受けたものです

1.20［土］
◉次世代パネル ［10:00 –12:00］

アジア圏文化における身体=ジェンダー
 New Generation Panel: Body=Gender in Asian Culture

◎吴静凡（お茶の水女子大学大学院） WU Jingfan (Ochanomizu University)
『腐女子』は趣味について何を語るのか─ジェンダー秩序をめぐって

What Will the Fujoshis Talk about Their Hobbies?: Concerning Gender

◎中山佳子（名古屋大学大学院） NAKAYAMA Kako (Nagoya University)
老いの身体における「正常な異常性」 
 ─ドラマ「やすらぎの郷」にみる老いの身体と正しい身体の関係性
Aging Bodies as the “Normal Abnormalities”: The Relationship between Aging 
Bodies and “Normal” Bodies

◎游書昱（名古屋大学大学院） YU Shu-yu (Nagoya University)
1960年代後半の『メンズクラブ』という場─「メンズ」とは誰のことなのか
Reading “Men’s Club” of the Late 1960s: Who are the ‘Men’?

◎王温懿（名古屋大学大学院） WANG Wenyi (Nagoya University)
『愛のコリーダ』による「民主」と「女性解放」 
─1970年代のポルノグラフィ映画とポリティクス
“Democracy” and “Women’s Liberation” through Ai no korida: Pornographic 
Films and Politics in the 1970s

ディスカッサント：光石亜由美（奈良大学） MITSUISHI Ayumi (Nara University)
司会：大木龍之介（名古屋大学大学院） OOKI Ryunosuke (Nagoya University)

◉シンポジウム開催のご挨拶 ［13:00 –］

◉セッション 1 ［13:10 –17:00］

マルクス主義におけるジェンダー表象
Gender Representation in Marxism

◎呉佩珍（台湾政治大学） WU Pei-chen (National Chengchi University)
女性解放と恋愛至上主義とのあいだ 
 ─大正、昭和期におけるコロンタイ言説の受容
Between Women’s Liberation and The Doctrine of ‘Love is Best’:  
The Reception of Kollontai’s Discourses in the Taisho and Showa Periods

◎中谷いずみ（奈良教育大学） NAKAYA Izumi (Nara University of Education)
階級闘争と女性解放の夢
Class Struggle and the Dream of Women’s Liberation

◎李惠鈴（成均館大学） LEE Hey-ryoung (Sungkyunkwan University)
社会主義運動とモダンガール─韓国近代長編小説の様式におけるある秘密
Socialist Movements and Modern Girls: The Secret in the Form of Modern 
Korean Novels

ディスカッサント：林葉子（大阪大学） HAYASHI Yoko (Osaka University)
司会：池内敏（名古屋大学） IKEUCHI Satoshi (Nagoya University)

◉レセプション［18:00–20:00］

1.21［日］
◉セッション 2 ［9:00 –12:00］

交渉する表現主体とジェンダー
Negotiation of the Expressive Subject and Gender

◎笹尾佳代（神戸女学院大学） SASAO Kayo (Kobe College)
『女人芸術』の新人作家─社会運動と〈文学〉の交渉

Nyonin Geijutsu Magazine: Lessons in Literature

◎星野幸代（名古屋大学） HOSHINO Yukiyo (Nagoya University)
“閨秀作家”凌叔華の1930年代
“A Lady Writer” Ling Shuhua in 1930s China

◎木下千花（京都大学） KINOSHITA Chika (Kyoto University)
1930年代前半の日本映画産業における女性パイオニアの可能性 
 ─入江たか子のスター・プロダクション再考
In Search of Women Pioneers in the Japanese Film Industry of the 1930s: 
Reconsidering Irie Takako’s Star Productions

ディスカッサント：�岩田クリスティーナ（名古屋大学） 
Kristina IWATA-WEICKGENANNT (Nagoya University)

司会：藤木秀朗（名古屋大学） FUJIKI Hideaki (Nagoya University)

◉セッション 3 ［13:00 –15:00］

女性知識人の1930年前後
Women Intellectuals in the Years Around 1930

◎飯田祐子（名古屋大学） IIDA Yuko (Nagoya University)
「女性」の分裂と集合をめぐる闘争

Struggle between the Disunion and Union of “Women”

◎サラ・フレデリック（ボストン大学） Sarah FREDERICK (Boston University)
『女人芸術』のインターセクショナリティ 
 ─階級、エスニシティ、性、意識と『女人芸術』のフェミニズム
Intersectionality and Nyonin Geijutsu: Consciousness of Class, Ethnicity,  
and Sexuality in the Feminism of Women’s Arts

ディスカッサント：尾形明子（文芸評論家） OGATA Akiko (literary critic)
司会：浮葉正親（名古屋大学） UKIBA Masachika (Nagoya University)

◉総合討論 ［15:15 –17:00］
司会：飯田祐子（名古屋大学） IIDA Yuko (Nagoya University)

「アジアの中の日本文化」研究センター��国際シンポジウム

1930年前後の
文化生産とジェンダー
Gender and the Cultural Production 
in the Years Around 1930 

2018.1.20［土］, 21［日］
｜入場無料｜事前予約不要｜
主催：名古屋大学大学院人文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター
 Website: http://www.lit.nagoya-u.ac.jp/overview/centers/jacrc-topics/

問い合わせ先：飯田祐子  y-iida@lit.nagoya-u.ac.jp

会場：名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
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市民公開講座
総合テーマ「脳とこころの病気の予防と治療に向けて」

2018年 1月21日（日）

13:00～15:00（開場12：00）

名古屋大学鶴友キャンパス・鶴友会館2F

先着100名

講 演 内 容

１．MRIでめまいを見る
名古屋大学脳とこころの研究センター長 / 長縄 慎二

お問い合わせ：名古屋大学脳とこころの研究センター

052-744-1975
〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/noutokokoro/

名 古 屋 大 学 脳 と こ こ ろ の 研 究 セ ン タ ー

入 場
無 料

日 時

時 間

会 場

申 込

２．妊娠・出産に伴うこころの変化を知り、対応する
名古屋大学大学院医学系研究科
精神科・親と子どもの心療科 教授 / 尾崎 紀夫

３．「脳の手術の最前線：ここまでできる今の技術」
名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科 教授 / 若林俊彦

４．脳はしなやかに年を重ねる
名古屋大学脳とこころの研究センター 特任教授 / 渡辺 宏久

NAGOYA UNIVERSITY Brain & Mind Research Center  
後援 脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト / 脳科学研究戦略推進プログラム / 
新学術領域研究脳たんぱく質老化と認知症制御 / 新学術領域研究 グリアセンブリによる脳機能発現の制御と病態

愛 知 県 委 託 事 業
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13:30～17:30

主催 ： Tongali、中部オープンイノベーションカレッジ、中部ニュービジネス協議会
後援 ： 愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、中部経済連合会、名古屋商工会議所、
　　　 名古屋証券取引所

2018.1/24 水

300名

2018

文部科学省 「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

情報交換会

17:30～

大前 研一 氏
1943年福岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工
学科で修士号、マサチューセッツ工科大学（MIT）大学院原子力工学科で博士号を
取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972 年に経営コンサルティング会社
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、常務会
メンバー、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。現在、株式会社ビジネス・
ブレークスルー代表取締役社長及びビジネス・ブレークスルー大学学長。

株式会社
ビジネス・ブレークスルー  

代表取締役社長

ビジネス・ブレークスルー大学
 学長

お お まえ け ん い ち

基調講演

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

T O K A I  S T A R T U P  C O N F E R E N C E

ミッドランドホール
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号ミッドランドスクエア
オフィスタワー5F

会 場

定 員

Open
innovation

Product 
development

IDEA

STARTUP

University

GIFU

MIE

AICHI

accelerator 
program

TOKAI

東海におけるスタートアップ（ベンチャー創出）を活性化させていくことを
目的としたTongaliが、産学が協働で新事業創出のための現状、未来を語るための

「東海スタートアップカンファレンス2018」を開催します。
ベンチャーマインドを東海地区に根付かせ、オープンイノベーションの発展を目指していきます。

無料
参加
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13：30～ 挨拶 （ 名古屋大学 総長  松尾 清一 ）　

15：15～ 休憩

13：35～ 来賓挨拶 （ 文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 ）　

17：15～ 閉会挨拶 （ 東海東京証券株式会社 代表取締役会長　石田 建昭 氏 ）　
17：30～ 情報交換会

20182018

プログラム

スタートアップ × 既存企業　新事業創出のミライ15：30～
・ トヨタ自動車株式会社　CVカンパニー ハイラックス チーフエンジニア　前田 昌彦 氏
・ 三菱商事株式会社  執行役員 中部支社長　和田 浩一 氏  
・ 株式会社プロドローン 取締役副社長／研究開発本部技術統括　菅木 紀代一 氏   
・ APTJ株式会社 代表取締役社長　高嶋 博之 （名古屋大学発ベンチャー）
・ 株式会社トライエッティング 代表取締役社長  長江 祐樹 （名古屋大学発学生ベンチャー）　
・ 名古屋大学 理事（学術研究・産学官担当）・副総長   財満 鎭明
　　 ・ セレンディップ・コンサルティング株式会社 代表取締役会長、名古屋大学 客員准教授　高村 徳康

・ 東海地域からのスタートアップ
・ 産学で生み出すスタートアップ
・ 既存企業とスタートアップのコラボとは？
・ M&Aが、大企業のR&Dを飲み込む！
・ 東海地域のオープンイノベーションとベンチャーエコシステム

ファシリテイタ―

パネルセッション

テ
ー
マ

お問い合わせ

https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.tongali

Tongaliプロジェクトの
Facebookはこちら

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
Tongaliプロジェクト事務局

Tongali プロジェクト で検索！

13：45～

東海地域は、モノづくり地域と言われて久しく、他地域と比較しても起業開業率は全国でも低い中、
スタートアップ、アントレプレナーシップが大学から生まれる環境を作るための方法とは？
東海地域のオープンイノベーションの推進と、スタートアップとの連携へのヒントを語る。

基調講演 『スタートアップとイノベーション』
株式会社ビジネス・ブレークスル― 代表取締役社長、ビジネス・ブレークスルー大学学長

 大前 研一 氏

ホームページよりお申し込みください。

http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/

2017年12月20日（水） 定員に達し次第、締め切らせていただきます。

申込方法

申込期限

T O K A I  S T A R T U P  C O N F E R E N C E
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2018 251
18:30-20:00 （18:00開場）

主催　名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部
　　　TEL.052-747-6791　FAX.052-747-6796 
　         E-MAIL. asf@aip.nagoya-u.ac.jp　WEB.http://www.aip.nagoya-u.ac.jp　

71第 回

長田和雄  氏
名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻　教授  
1985 年に弘前大学理学部を卒業後、名古屋大学大学院理学研究科へ進学。
日本南極地域観測隊員・ニューヨーク州立大学バッファロー校研究補助員を
経て、1996 年に博士（理学）を取得（名古屋大学）。1993 年名古屋大学
太陽地球環境研究所助手、2001 年名古屋大学大学院環境学研究科助教授、
2017 年より現職。

大
津
通

久
屋
大
通

N

栄駅

矢場町駅

サンシャイン栄

広小路通

三越

LACHIC

メルサ

栄ガス
ビル

松坂屋

ジュンク堂書店ジュンク堂書店
ロフト名古屋店ロフト名古屋店
ジュンク堂書店
ロフト名古屋店

中日
ビル

錦通

入場
無料

・先着 30 名程度。整理券を配布します
・席に限りがありますので、お早めにお越し下さい
・本会場では飲み物の提供はありません

会場：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン

空気には、肉眼では見
えないエアロゾルとよばれる微
粒子（例えばPM2.5）が混じって
います。ひと粒では微々たるツブです
が、人々の健康や空の色、そして気候
にも影響するので、現状把握と成因に
ついての研究が必要です。ここでは、
PM2.5 や黄砂など、エアロゾルに
関する研究を紹介します。
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メインテーマ

「明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラムの
3年の成果とこれから」

文部科学省大学改革推進等補助金 課題解決型高度医療人材育成プログラム

明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム（ASUISHI）

【申込方法】
ASUISHIホームページから「2017年度ASUISHI人財ハブセンターシンポジウム参加申込書」フォームを
ダウンロードいただき、FAXまたはE-mailでお申込みください。

【お問い合わせ先】
名古屋大学医学部附属病院内 ASUISHIプロジェクト推進室 FAX： 052-744-2781 

E-mail : hrcjimu@med.nagoya-u.ac.jp
ASUISHIホームページ http://www.iryoanzen.med.nagoya-u.ac.jp/asuishi/

名古屋大学大学院
医学系研究科 TOYOTA

2018 年 2 月 3 日 （土）

10 時 ～ 13 時
開催日時

開催会場

参加費用

参加対象

名古屋第一赤十字病院
内ヶ島講堂

無料

患者安全、感染制御、質管理に
興味のある医療関係者(職種問わず)

2017年度ASUISHI人財ハブセンターシンポジウム

※公共交通機関でお越しください。 自家用
車でお越しの場合は下記までご相談ください。

名古屋市営地下鉄東山線
中村日赤駅下車

【第1部】 成果発表

■ ASUISHI修了生の取り組み発表

■ ASUISHI事業説明および3年間の成果 ASUISHIプロジェクトリーダー 安田 あゆ子

【第2部】 特別講演

「医療への品質アプローチ ～医療者を変え、病院を変え、社会を変える～」

医療の質・安全管理学会 理事 飯塚 悦功 先生

【第3部】 ディスカッション

テーマ ～医療者を変え、病院を変え、社会を変える～

■ ASUISHI修了生によるディスカッション

■ 指定発言 奈良県総合医療センター 集中治療部長 安宅 一晃 先生
※変更となる場合もあることをご了承ください
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2018年

2月6日火 5月12日土～
会場・主催：名古屋大学博物館
協　　　力：名古屋大学博物館友の会 ボタニカルアートサークル

臨時開館3/26 最終日は10時～15時（日・月曜日は休館）

講師：東海林 富子

ナンバンギセル
ハマウツボ科

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

2018年 4月4日水

入場
無料

ボタニカル
アート
作品展

ボタニカル
アート実演

至 八事

至 本山 ⇒

⇒ 博物館

博物館野外観察園

全学教育棟１Ｆ

環境総合館１ＦロビーＥＳ総合館

11

22

33

地下鉄名城線
名古屋大学駅
2番出口

豊田講堂豊田講堂

スポット展

2018年3月31日
細密画体験：深海魚を描こう！

申込不要・無料

申込不要・無料

申込必要・参加費500円

詳しくは、ホームページ、チラシをご覧下さい。

ボタニカルアートの技法を、東海林 富子（博物館友の会 ボタニカルアートサークル講師）が、実際に絵を描きながら説明します。

講師：氏原 温（名古屋大学准教授）

13:30～15:30 

13:30～14:30 

2018年2月20日
NUMCo 博物館コンサート

演奏：koto ～ひらり～ 
 岡崎 美奈江（箏）、三輪 聡美（箏・十七弦）、加藤 奏山（尺八）

14:00～15:00 箏・尺八 早春の調べ～現代から古典まで 

クラシックの調べ（予定）3月17日 14:00～15:00 

土

火

土
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       岡崎美奈江 箏          三輪聡美 箏･十七絃                                   

 

演奏： 
Koto ～ひらり～ 

           

 

 

     

              
                加藤奏山 尺八 

       

 

  2018  2/20 (火)  14:00 より 

名古屋大学博物館展示室 にて 

 
 

曲目：  千鳥の曲 

春の海 

初鶯 他 

 
 

入場無料・申し込み不要・全席自由 

200 席ご用意しますが足りない場合は立ち見となります 

  

名古屋大学博物館 （地下鉄名城線名古屋大学駅 2 番出口 5 分） 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町  TEL：052-789-5767  
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第７２回 

名古屋大学博物館 

コンサート NUMCo 
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をさが
主催：名古屋大学博物館・名古屋市科学館

協力 : 愛知大学名古屋一般教育研究室
　　   蒲郡市生命の海科学館

!
フィールドセミナー since 2005

第 56 回 地球教室

鉱物の性質について学習し、鉱物の採集と鑑定をします。
とき： 2018 年 2月24日 ( 土 )・25日 ( 日 )

　
  ところ： 名古屋市科学館
        蒲郡市生命の海科学館
　　    　　   三田石材 ( 愛知県西尾市 )

日帰り・二日間セット・2 日目の昼食は各自持参

定員と対象： 一般 30 名
（小学 3 年生以上、小学生は保護者同伴）

参加費： 1 名あたり1,000 円

申込方法 往復はがきに
● 催し名 : 「第 56 回地球教室」● 郵便番号・住所・電話番号・
E メールアドレス  ● 参加者全員の氏名 ( ふりがな ) と学年（一般
の方は年齢）● 返信宛名 ● この催しを知った方法 ● 名古屋
大学博物館友の会の方はその旨を記入して、下記の住所までお
申し込みください。※「消せるペン」の使用はお控えください

〒 464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館

　　申込締切 2018 年 2 月5 日 ( 月 ) 必着 
　　※応募多数の場合は抽選となります。ご了承下さい。

お問合せ　名古屋大学博物館
TEL:052-789-5767 FAX:052-789-5896　E-mail: earth@num.nagoya-u.ac.jp

そう
1 日目 14:00 〜 16:30 / 2 日目 9:00 〜 16:00

旅行企画・実施・お支払先
（株）ツーリスト中部（愛知県知事登録旅行業第２－１１３３号）総合旅行業務取扱管理者 平本　直靖　
〒452-0903　愛知県清須市助七 1-176　片岡ビル１階　TEL：052-409-8070　FAX：052-409-9130
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高大接続

「高大接続と高校教育の現状」
服部 弘幸（岐阜県立郡上高等学校）

「動き始めた高大接続入試」 鳴川 義雄（中京大学）

「高校生と大学が相互に選択するための支援基盤の
整備のために」 山本 康二（学校法人河合塾）

14：15～15：45 分科会第Ⅰ部

現場で活躍できる教務系職員の専門性

「現場で使える職員をどのようにして育てるか
－教務系職員の専門性はＫＫＬで育てる－」

村瀬 隆彦（大学教務実践研究会）

「職場の人材育成機能を高める」 宮林 常崇（首都大学東京）

「どのように教職課程事務を学んだのか」小野 勝士（龍谷大学）

発達障害のある学生への支援体制に関する現状や課題
－修学支援・就労支援－

「“どの入口から入っても大丈夫”な支援体制をめざして
：岐阜大学の現状と課題」 堀田 亮（岐阜大学）

「発達障害および発達障害傾向のある学生への支援の現
状－小規模大学における取組み－」

肥田 幸子（愛知東邦大学）

「障がい学生支援の取組みと課題－名城大学障がい学生
支援センター事例報告－」

井上 法保（名城大学）

「高等教育機関に望む障害学生支援のあり方」
田中 芳則（名古屋市総合リハビリテーション事業団）

事前参加登録はこちらから https://goo.gl/GpqXxB

3/10
会 場 中京大学名古屋キャンパス1号館（図書館・学術棟）
時 間 13：00 18：30 （受付12：00～）
参加費 1,000円

13：00～14：00 基調講演

https://sites.google.com/site/tokaiforum2018/

SAT

大学ガバナンスから見た教育改革 講演者：吉武博通（首都大学東京・理事）

…
…
…
…
.............…

....…
…
…

………………………………

主催 大学教育改革フォーラムin東海2018実行委員会

16：00～17：30 分科会第Ⅱ部

13：00～14：00 基調講演

教学IRによる大学教育の理解

「名古屋大学における教学IR事業と今後の課題」
丸山和昭（名古屋大学）

「教学データからの気づき：教学IRの実践」
児島完二（名古屋学院大学）

「教学IRで見えること、見えないこと」 大津史子（名城大学）

組織マネジメント

「大学ビジョンの実現に向けた組織マネジメント
－名城大学の事例を踏まえて－」 鶴田弘樹（名城大学）

「椙山女学園大学における人材育成」
小林嗣明（学校法人椙山女学園）

「愛知東邦大学における組織改革の取組」
増田貴治（学校法人東邦学園）

今一度見直す授業設計

「アフォーダンス理論に基づく文系数学の
授業デザインと実践」 落合洋文（名古屋文理大学）

「学生の学ぶ意欲を喚起させる授業の工夫」
石橋健一（名古屋産業大学）

物理教育におけるアクティブラーニングとその評価

「物理学講義におけるアクティブラーニングの効用と課題」
千代勝実（山形大学）

「概念の階層と理解について考える授業」 佐藤実（東海大学）

「体系的理解を目指した物理学講義実験のシリーズ化」
古澤彰浩（藤田保健衛生大学）

アクティブラーニングと学修成果の見える化

「『四日市大学成長スケール』とアクティブラーニング」
齋藤信（四日市大学）

「受講者にアクティブラーニングの意義・評価基準が伝わる
シラバスの作り方」 三上仁志（中部大学）

「アクティブラーニングと学修成果の見える化
：三重大学の取組」 山本裕子・久保田祐歌（三重大学）

17:30～18:30 ポスターセッション

…
......…

........…
…
…
.....…

....…
...…
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