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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． 世界屈指の研究大学へ！ 

～指定国立大学法人に指定～ 

松尾総長 

Ⅱ ハイライト 

 

２．女性科学者に明るい未来を！ 

～第３８回猿橋賞受賞～ 

 

３． 国連機関での活躍を支援！ 

 ～「グローバルリーダー･キャリアコース」を新設～  

 

寺川講師 

 

 

岡田副理事 

Ⅲ 輝け！名大生 

 

４．学術研究の発展の寄与に期待！ 

～ 日本学術振興会育志賞受賞 ～ 

村手 宏輔 

工学研究科 

博士後期課程 3年 

（現・工学研究科助教） 

 

Ⅳ その他 

 

 

５．５月の行事予定 ほか 松尾総長 

 



　名古屋大学　指定国立大学法人構想概要
～世界屈指の研究大学を目指して～

◆ 若手や次世代を担う研究拠点候補を重点的に育
成・支援する「研究の進展に合わせた多層的なシ
ステム」の構築

◆ 国際的に魅力ある教育プログラムの充実（3,200名の留学生受入へ）
　・大学院授業の英語化の推進
　・G30プログラムによる留学生受け入れ枠の拡大　等
◆ G30プログラムの日本人学生への拡大
◆ ジョイント・ディグリー推進につながる国際大学間コンソーシアムを主導
◆ アジアの研究者と世界の課題解決に挑む「アジア共創教育研究機構」の活
動推進

◆ 海外への情報発信機能の強化に向けた広報体制の拡充

◆ 機動的な施策提示・審議・執行が可能な体制構築
　・統括理事（プロボスト）の設置
　・学内の多様な意見の反映に向けた教育研究評議会
　　の見直し　等
◆ 戦略的で開かれた教員選考の実施
◆ 男女共同参画の推進（女性教員比率を30％へ）
◆ ユニバーシティ・デザイン・ワークショップによる
大学経営人材の育成

◆ 総長直轄組織であるDevelopment Officeを中心
としたファンドレイジングの機能強化（基金残高
100億円以上）

　・株式等の評価性資産の寄附受入の強化
　・同窓会海外支部を通じた外国人卒業生へのファンド
　　レイジングの強化　等
◆ 財源の多様化による財務基盤の強化
　・財務戦略室を中心とした収益事業強化（大学保有不動産の
　　 活用、エクステンション・プログラム開設　等）

◆ 参加大学の自律性を尊重しながらも、地域の国立
大学間の壁を取り払う新たなマルチ・キャンパス
システムを実現

　・個々の大学の持つ強みに
　　応じた研究拠点形成、教育
　　研究機能強化、公的資金・
　　外部資金の獲得増、国際
　　競争力強化　等

◆ イノベーションの創出、実践的人材育成、産業界への貢献等に向けた研究
マネジメント体制の強化

◆ ｢組織｣対｢組織｣の本格的な産学共同研究の推進
　・共同研究費用負担の適正化に対応する「指定共同研究」の推進
　・産学共同研究講座・部門の拡充（50へ）等
◆ 産学官共創によるオープンイノベーション研究開発拠点の整備
◆ 大学発ベンチャー企業の創出による産業への貢献
　・スタートアップ支援、アントレプレナーシップ教育の充実　等

◆ 博士課程教育の高度化と質保証に向けた全学的プラットフォーム「博士課程
教育推進機構」の設置

　・トランスファラブル・スキルの涵養　等
◆ 最先端研究拠点等と連携した博士課程教育プログラムの提供
　・卓越大学院の設置　等
◆ 国際研究ネットワークと連動したジョイント・ディグリー実施（20ユニット）
◆ 産学共創教育(Sharing Education)の推進
◆ 博士後期課程学生の経済支援・キャリアパスの拡大
　・基金を活用した奨学金の創設　等

◆ 世界的に卓越した研究拠点の確立
　・重点分野として「WPI拠点が先導する化学・生物学融
合研究」「未来エレクトロニクス研究」「素粒子・宇宙
物理学」「超高齢社会を支える医学・生命科学研究」

　・最先端国際研究ユニット(WPI-next)の拡大（6ユニットへ）
　・若手育成プログラム（Young Leaders Cultivation）の拡大（50名へ）
　・若手新分野創成研究ユニットの拡大（16ユニットへ）　等

資料１
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名古屋大学大学院環境学研究科
附属地震火山研究センター

講師 寺川寿子

地震の発生における

水の働き

資料２
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寺川寿子（TERAKAWA, Toshiko）の略歴
専門：地震学（博士・理学） 出身：東京都

●学歴 ●職歴

1991年早稲田大学教育学部理学科数学専修卒業

1993年早稲田大学理工学研究科修士課程数学専攻修了

1993年～2001年 （株）富士総合研究所研究員/主事研究員

2003年東京大学理学系研究科修士課程地球惑星科学専攻修了

2006年東京大学理学系研究科修士課程地球惑星科学専攻修了

2006年～2009年東京大学理学系研究科産学官連携研究員

2009年～2010年 ボン大学シュタインマン研究所研究員

2010年～名古屋大学環境学研究科助教，講師（2015年から現職）
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摩擦力
力Fばね

ブロック

断層面
断層に働く
法線応力sn

断層の摩擦
抵抗

プレート運動に
よる応力蓄積

s n s断層強度： (： 摩擦係数 sn:法線応力)

断層に働く
剪断応力

地震の発生

地震は地殻内の既存弱面を利用した断層すべり（剪断破壊）
である．

地震は，断層面内の力 が断層強度に達したときに発生する．
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断層に働く力と断層強度

断層を押さえつける力（法線応力sn）

断層をすべらせようとする力（剪断応力）

s n s断層強度： ： 摩擦係数 sn:法線応力

ns



 s n fP  s 

断層強度は，断層を押さえつける
力に比例して大きくなる

Pf: 間隙流体圧

間隙流体Pf

実質的な押さえつける力 ns 



Pfが高まると…
断層強度が低下 すべり易くなる（地震の発生）
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地下に働く力と間隙流体圧の推定

地下に働く力
断層強度

知りたい情報

どちらも直接測定する
のは難しい！

どの断層がすべるのか？

最適面

30°

断層運動による力
の解放パターン

統計的平均

地下に働く力 間隙流体圧

最適面から
のずれ 6



2009年イタリア・ラクイラ地震震源域の間隙流体圧

I. 前震

II. 本震・余震（4/6）

III. 余震（4/7-13）

[Terakawa et al., 2010]

地震活動推移と間隙流体圧イタリアの地震活動

ラクイラ地震

CO2放出

3D間隙流体圧分布

地下の3次元間隙
流体圧分布の推定
に初めて成功した．

M  6
INGV
1976-2017
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2011年東北沖地震の余震・誘発地震と間隙流体

[Terakawa, Hashimoto and Matsu’ura, 2013]

応力変化本震前応力場

nCFF   s    

応力変化から予想される
地震活動度の変化

減少 増加

予想に反して地震活動度が増加した領域での地震の発生は，間隙
流体圧の上昇に伴う断層強度の低下で合理的に説明できる．
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地震の発生における間隙流体圧の役割の実証

[Terakawa, 2014]

M
P

a/
da

y

注水中止
圧力解放

バーゼル地熱貯留層の間隙流体圧 間隙流体圧の時間変化と地震

最大地震
Mw 2.95

dP/dt (MPa/day)

井戸

開口部

誘発地震の多くは，
間隙流体圧の上昇
に伴って発生したこと
を実証した．
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まとめ
地震の発生を理解するためには，地下に働く力の状態と断層
強度の両方を推定する必要がある．

本日の研究紹介

 地震データから間隙流体圧場を推定する解析法を開発した．

• 大地震による余震・誘発地震や，人工的な注水による誘
発地震が，断層強度の低下によって引き起こされている
ことを実証した．

• 大地震の発生は，強度の低下だけでは説明できない．

断層強度
断層面内の力

地震の発生

 力の増大

 断層強度の低下

力が強度に達したとき，地震が発生する．
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国際機関での活躍を支援！：
国際開発研究科が「グローバルリーダー・キャリアコース」を新設

26年度 27年度 28年度 29年度

ユネスコ 2名

JICA 3名 1名 1名 1名

UNFPA 1名 2名 2名

ユニセフ 1名

IRRI １名

＜国際機関インターンシップ派遣実績＞

＜国際連合食糧農業機関(FAO)

30年度派遣予定＞

杉本有沙 （生命農学研究科博士後
期課程3年）

派遣先： FAOミャンマー事務所
派遣期間： H30年5月7日～8月3日

クロフォード 後藤 花 （国際開発研
究科博士後期課程1年）
派遣先： FAOローマ本部
派遣期間： H30年5月21日～9月7日

・2018年4月、大学院国際開発研究科は、国際機関就職をめざす
学生のために「グローバルリーダー・キャリアコース」を新設。

・国立大学で唯一、中部地方初の国際機関でのキャリアをめざす
グローバル人材育成のための大学院コース。
・博士課程教育リーディングプログラム「〈ウェルビーイングin アジ

ア〉実現のための女性リーダー育成プログラム」の実績を踏まえ、
発展的に特別コースとして開設。
・多くの国際機関とインターンシップ協定を締結。
・国際機関のトップリーダーによるレクチャーシリーズの開講。
・2017年2月に、FAOと名古屋大学はインターンシップ協定を締結。
今年度2名のインターンを派遣。
・ＦＡＯ駐日連絡事務所所長は本学修了生: 
Dr. Charles MbuliBoliko(国際開発研究科博士前期課程1993年、
博士後期課程1996年修了）。

資料３
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唐辛子の
内部構造

ICカードの
内部構造

研究背景：テラヘルツ波とは？

マイクロ波 ミリ波

0.1 1 10 100 THz

赤外線 可視光テラヘルツ波
電波の透過性を有する最短波長域 光の扱い易さを有する最長波長域

波長 3mm 300μm 30μm 3μm

周波数

乾燥エビの
内部構造

LSIの故障診断

葉内の水分量分布

・透過性

・吸収スペクトル（指紋スペクトル）
から試薬同定可能

・被曝なし（人体に安全）

禁止薬物検査13



禁止薬物検査はテラヘルツ波にしかできない

3THz
100cm-1

100mm

透過
指紋スペクトル

透過

Micro THz IR visible UV X-ray
0.5THz
17cm-1

600mm
・粉であることは分かるが、その同定は困難
・被曝の危険性あり

税関、国際郵便局において、信書
（捜査令状なしで開封困難）を装った
禁止薬物の密輸が問題となっている

→唯一テラヘルツ波のみが非破壊
で禁止薬物の検出が可能

しかし光源や検出器の開発が遅れており
実用化が進んでいない

封筒内の禁止薬物検査例
K Kawase, et.al., Opt. Express, Vol. 11 (2003)
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私が研究を進める独自のテラヘルツ波光源

光注入型テラヘルツ波パラメトリック発生器

is-TPG
（injection-seeded THz wave parametric generator)

非線形
光学結晶：

LiNbO3

注入光（CW光）
1069～1075 nm

is-TPG (THz波発生)

2波長近赤外光⇒テラヘルツ波（2波長の差の周波数に相当）
世界トップレベルの出力（>50kW）

測定サンプル

赤外光
検出器

is-TPG (THz波検出)

テラヘルツ波⇒近赤外光（検出光）
超高感度検出

テラヘルツ波

検出光

LiNbO3

励起光（高出力パルス）
1064 nm

マイクロチップ
Nd:YAGレーザー

励起光（高出力パルス）
1064 nm

パイロ
検出器

検出用
結晶

発生用
結晶

励起光

注入光

THz波

検出光

マイクロチップ
レーザー+アンプ

ECLD

全体のサイズ：
1.5 m×1.5 m
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研究内容

目的：テラヘルツ波の応用を目指した
高性能測定システム開発

1.高ダイナミックレンジ分光器開発及び応用

2.多波長発生によるリアルタイム分光

3.極微弱テラヘルツ波の高利得増幅

16



１. 高ダイナミックレンジ分光器開発

高ダイナミックレンジ化 広帯域化

ダイナミックレンジ
4桁⇒7桁以上を実現

TH
z波
出
力

周波数 [THz]

0.6～5 THz

従来：
1～3 THz

0.5  1                2                3                4                5

今まで15年改善されていない周波数帯域を

0.6-5THzと大きく拡大

K. Murate, et. al., IEEE Trans. on Terahertz Sci. and Tech., 
vol. 4, no. 4 (2014)

K. Murate, et. al., APEX, vol. 9, no. 8 (2016)

検
出
光
出
力

周波数 [THz]

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

-40 dB

-50 dB

-60 dB

-70 dB

Noise

floor

THz波減衰率

1.0    1.5                   2.0                  2.5

＞70dB

結晶のTHz波
吸収が高周波
で高くなる

従来の問題点
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３次元THz-CT

・厚手の遮蔽物下の試薬識別を実現

コンセント

S. R. Tripathi, Y. Sugiyama, K. Murate et. al., 
Optics Express, vol. 24, 6 (2016)

M. Kato, S. R. Tripathi, K. Murate, et al., 
Optics Express, vol. 24 (2016)

郵便物内試薬検査

ナイロンコネクタ 内部欠陥検査

厚紙封筒

ダンボール
気泡緩衝材

マルトース

グルコース

フルクトース

THz波

測定試薬
マルトース

グルコース

フルクトース

・50dB以上減衰する製品の
3次元CT測定を実現

is-TPGを用いることで他光源では困難な以下の応用が実現

１. 分光器を用いた応用

スペクトルをデータベース
と照合し、各試薬の分布
を抽出（主成分分析法）
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２. リアルタイム分光の実現
従来の問題点

波長を変える必要あり

⇒分光測定時間が長い

波長

出
力 波長可変

多波長発生による改善

励起光

多波長
注入光

テラヘルツ波

アイドラー光

THz波発生用
MgO:LiNbO3

励起光

赤外カメラ

検出光

THz波検出用
MgO:LiNbO3

波長
出
力

多波長発生

波長の違うTHz波を分離して同時検出可能

多波長発生により

⇒１ショット・リアルタイム
分光の実現

5波長発生・検出の様子

1.6 2.01.4 1.8 (THz)

19



２. リアルタイムで試薬識別を実現

1.36 THz 1.48 THz 1.64 THz 1.83 THz 2.0 THz

Frequency [THz]

Tr
an

sm
it

ta
n

ce

Frequency [THz]

Tr
an

sm
it

ta
n

ce

1.3     1.5 1.7 1.9                   2.1   1.3     1.5 1.7 1.9                   2.1   

1.36 THz 1.48 THz 1.64 THz 1.83 THz 2.0 THz

マルトース挿入時 ラクトース挿入時

データベース(http://thzdb.org/)から参照したスペクトル

サンプル挿入と同時にスペクトルが測定可能

⇒リアルタイムで試薬識別を実現
K. Murate, et. al., APEX, vol. 10, No. 3 (2017)
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３. 極微弱テラヘルツ波の高利得増幅

MgO:LiNbO3励起光

微弱THz波入力

広帯域THz波

入力の情報を
含む近赤外光

広帯域光（ノイズ）発生に
エネルギーが流れていた

⇒極微弱光の増幅に課題

従来の問題点

新型増幅器による改善

一旦近赤外光に波長変換し
広帯域光を除去

⇒大幅な利得向上を実現

アイリス(絞り)

MgO:LiNbO3

単一周波数(963GHz)
THz波出力入力の情報を含む

近赤外光(1068.7nm)

励起光

微弱THz波入力 (963GHz) 21



増
幅
度

入力 波エネルギー

増幅度

３. 極微弱テラヘルツ波の超高利得増幅に成功

※論文は未発表、現在準備中

100 zJ （=10-19J）以下
のテラヘルツ波を

20億倍（90 dB）以上増幅

テラヘルツ波増幅度（963GHz）

90 zJ
（zJ =10-21J）

94 dB
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まとめ テラヘルツ波の応用を目指した高性能測定システム開発

高性能テラヘルツ分光システムの開発

他光源では難しい

・厚手の遮蔽物下の試薬測定
・様々な3次元CT測定

リアルタイム測定装置の開発

・0.6-5THzと広帯域化に成功

・ダイナミックレンジ7桁以上実現

高利得増幅器開発

多波長発生により

・リアルタイムで試薬同定を実現

・100 zJ（=10-19 J）以下のテラヘルツ波を
90 dB以上の超高利得増幅に成功

入力

出力

現在は企業（日立ハイテクノロジー
ズ、澁谷工業）との共同研究で実用
化を目指している
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

(4月)27日
(金)、
14日(月)

役員会

15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)

2日(水) 教授会(医学部・医学系研究科)

9日(水) 教授会(環境学研究科)

16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、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
学部・医学系研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科、医学系研究科)

17日(木) 教授会(創薬科学研究科)

18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)

23日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、未来
材料・システム研究所、総合保健体育科学センター)

30日(水) 教授会(宇宙地球環境研究所)

名古屋大学　平成30年5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

2月1日(木)～
4月27日(金)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「医療器具で見る日本医学史」

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)、13：00～17：00(土曜日)
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

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」

4月2日(月)～
6月10日(日)

附属図書館2018新入生歓迎展示
会「貴重書コレクション－時を超え
る贈り物－」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：8：00～21：30(平日)、8：45～21：30(土・日・祝日)
内容：本学の知的活動の一端に触れるものとしてノーベル賞受賞
者5名の博士論文と、貴重資料のなかから新入生に親しみやすい
資料を展示
対象：一般
入場料：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

4月5日(木)～
5月11日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示「博物館友の会
写真サークル 写真展」

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

博物館事務室
052-789-5767

4月24日(火)～
5月7日(月)
(土・日・祝日休
館)

教養教育院プロジェクトギャラリー
「clas」展覧会「名古屋大学写真部
春展『4月5日』」

場所：教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」
時間：10：00～18：00(初日は13：00から、最終日は17：00まで)
入場料：無料

[ギャラリートーク]
時間：17：00～18：00

教養教育院プロジェクトギャラリー
「clas」
052-789-5767

4月24日(火)
博物館企画展関連ワークショップ
「『年画』を刷ってみよう！」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～15：00
内容：中国・台湾で春節に貼り替える縁起物の版画である年画を中
国天津楊柳青の画師(版画師)韓　祖音氏が実演し、参加者で版画
の刷りを体験する
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月24日(火)
教職員のためのトレーニングルー
ム開放＆マシン利用方法講習会

場所：山の上新体育館トレーニングルーム
時間：17：00～19：00
講師：水野貴正(総合保健体育科学センター准教授)
内容：開放時間中はトレーニングルームの利用を教職員に限定し
自由に器具を利用する(事前登録不要)。マシン利用方法講習会は
事前登録必要
定員：なし(講習会は各15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　水野貴正
052-789-3963

4月28日(土)、
29日(日)

先進科学塾＠名大第18回講座

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
テーマ：「飛行を考える」
講師：林　煕崇氏(F研究室客員研究員／愛知工業高校非常勤講
師)
内容：飛行機はなぜ飛ぶか？ブーメランはなぜ曲がるか？大いに
実験してから考えましょう(両日とも同じ内容)
定員：各20名
対象：中学生以上、一般
参加費：500円(実験教材費)

未来材料・システム研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

2月6日(火)～
5月12日(土)
(日・月曜日休
館)

博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料
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5月9日(水)
第84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：「『南海トラフ地震に関する情報(臨時)』が出された
ら・・・」
講演者：鷺谷　威(減災連携研究センター教授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

5月11日(金)
名誉教授称号授与式、
名誉教授懇談会

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：11：20～13：30

総務部職員課
052-789-2023

5月12日(土)、
6月9日(土)

理学研究科物質理学専攻(化学
系) 平成30年度大学院説明会＆
研究室紹介

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：00～
内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問、他
対象：化学だけでなく物理、生命科学、工学、薬学、農学、医学など
様々な分野で学んだ人

理学部・理学研究科事務部
化学事務室
052-789-2961

5月12日(土)
理学研究科生命理学専攻
平成31年度入学大学院説明会

場所：野依記念学術交流館1階
時間：13：00～16：00
内容：全体説明、研究グループの紹介、研究室訪問
対象：進学・入学を考えている方

理学部・理学研究科事務部
生命理学事務室
052-789-5734

5月12日(土)
創薬科学研究科
平成31年度大学院博士前期・後
期課程入試説明会

場所：農学部講義棟3階第3講義室
時間：13：00～17：00
内容：概要説明、研究室紹介
対象：理系(化学系・生命系・薬学系)大学の学部4年生・修士1年・
修士2年・外国人留学生および社会人を主な対象とするが特にこれ
に限定しない

創薬科学研究科事務部
052-747-6780

5月16日(水)

省エネルギー社会の実現に資す
る次世代半導体研究開発第2回
公開シンポジウム「青からパワー
へ 離陸する革新的省エネ技術」

場所：学術総合センター2階一橋講堂(東京都千代田区)
時間：14：00～17：00
内容：事業概要、成果報告、パネルディスカッション、他
定員：500名
対象：一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-789-4685

5月18日(金) 第140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：「東日本大震災時における災害対応経験とその後の取
り組み」
講演者：石井　正氏(東北大学病院教授)
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

5月19日(土)
工学研究科マイクロナノ・メカトロ
ニクス研究センターセミナー

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：30～18：00
講演題目：「心を故郷へ帰す－今後の科学技術に絶対必要なこと
－」
講演者：森　政弘氏(本学電気学科9回生／東京工業大学名誉教
授)
参加費：無料

未来社会創造機構
特任准教授　上出寛子
kamide@coi.nagoya-u.ac.jp

5月21日(月)～
8月31日(金)
(土・日・祝日お
よび8月11日～
14日休館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示「みんなで撮った
ミクロの世界」

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
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5月23日(水)
超高エネルギー宇宙線反応国際
シンポジウム企画
市民向け特別講演

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：17：00～18：30
講演題目：「光では見えない宇宙を探る」
講演者：梶田隆章氏(東京大学宇宙線研究所長)
内容：宇宙の高エネルギー現象を理解する手段としてニュートリノ、
重力波、ガンマ線、宇宙線自体の観測の現状と将来について
定員300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
教授　伊藤好孝
052-789-4319

5月23日(水)

2018産総研・名⼤GaN-OILシンポ
ジウム「産学官連携で実現する次
世代窒化物半導体デバイスの開
発－世界最先端の省エネルギー
社会の実現へ向けて－」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：20
内容：産総研・名大GaN-OILにおけるこれまでの研究成果の紹介、
先端の研究を推進する研究者の講演
力ながらでも寄与
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
窒化物半導体先進デバイス
オープンイノベーションラボラトリ
052-736-7611

5月26日(土)、
27日(日)

第57回地球教室－フィールドセミ
ナー－「愛知県の石 ピッチストー
ンってどんな石？」

場所：博物館(5/26)、鳳来寺山(愛知県新城市)(5/27)
時間：13：30～16：30(5/26)、9：00～16：30(5/27)
内容：内容：松脂岩(英語でピッチストーン)と呼ばれる岩石について
学習しその主要産地の鳳来寺山に出かける
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：2,000円(バス代・保険代)

博物館事務室
052-789-5767

5月26日(土)
環境学研究科
大学院説明会2018

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～
内容：総合説明、パネルによる研究内容の紹介、専攻別説明会
対象：進学を予定している人、 これから進路を考える大学生、一般
参加費：無料

環境学研究科事務部
052-789-4272

5月27日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第25回理学部

場所：河合塾千種キャンパス千種校(名古屋市千種区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「生命現象を電子スピンでとらえる」
講演者：三野広幸(理学研究科准教授)
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

［今後の開催予定］
6月3日(日)、6月17日(日)、7月1日(日)、8月26日(日)、9月16日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

5月29日(火)～
10月20日(土)
(日・月曜日およ
び8月11日～14
日休館、6月10
日臨時開館)

第24回博物館特別展「カニコレ’
18－カニのハサミは使いよう－」

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

5月30日(水)～
9月29日(土)
(日・月・第2第4
火曜日休館)

減災館第24回特別企画展
「関東大震災と愛知県－『人事の
あえてよくする所』とは？－」

場所：減災館
時間：13：00～16：00
担当者：武村雅之(減災連携研究センター客員教授)、都築充雄(同
寄附研究部門教授)、他が日替わりでギャラリートークを開催
定員：各日約100名
対象：一般
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

5月31日(木)
第5回人間機械協奏技術コンソー
シアム公開シンポジウム

場所：国立研究開発法人産業技術総合研究所臨海副都心センター
(東京都江東区)

未来社会創造機構
052-789-4409
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6月2日(土)、
3日(日)

2018年度教育学部附属中・高等
学校SSH(重点枠)1st ステージ

場所：教育学部附属中・高等学校交流棟4階交流ホール
時間：13：30～17：30(6/2)、8：00～12：00(6/3)
内容：「数学的思考力を基盤に多領域に応答する人材」を育成する
ことを目的に3つのステージを実践。今回の第1ステージでは事前
課題審査によって全国から選ばれた数学好きが附属学校に集結
し、第2ステージ進出をかけて、講義の受講と議論、そして課題解決
に挑む
対象：選考を通過した10校40名と附属学校生徒8名

教育学部附属高等学校
副校長　三小田博昭
052-789-2680

6月2日(土)
理学研究科素粒子宇宙物理学専
攻、物質理学専攻(物理系)
大学院入試説明会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～
内容：研究室紹介、大学院入試説明会、研究室訪問
対象：入学を考えている方

理学部・理学研究科事務部
052-789-2876

6月7日(木)～
10日(日)

第59回名大祭「夢路」

場所：東山キャンパス
内容：サークル・有志団体の発表企画、研究室公開、学術企画、ス
ポーツ企画、模擬店、フリーマーケット、古本市など170余りの企画
を実施

［学術企画講演会］
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「過去、現在、未来へ－大切なエネルギーを考える－」
講演者：水野倫之氏(NHK解説委員)
参加費：無料

教育推進部学生交流課
052-789-2164

6月8日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第27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：「東海地方の経済情勢と金融面の諸課題」
講演者：寺田達史氏(東海財務局長)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

6月23日(土)
環境学研究科地球環境科学専攻
大学院説明会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～
内容：全体説明会、パネルによる研究内容の紹介、研究室見学
参加費：無料

環境学研究科
教授　角皆　潤
052-789-3498

6月23日(土)
第31回マイクロニューログラフィ学
会

場所：野依記念学術交流館
時間：12：00～17：00
講演者：齊藤　満氏(豊田工業大学)、他
内容：マイクロニューログラムを用いた研究の発表
定員：30名
対象：研究者
参加費：2,000円

総合保健体育科学センター
教授　片山敬章
052-789-5754

7月21日(土)、
8月18日(土)

ミクロの探検隊Ⓡ
「名古屋大学のムシを電子顕微鏡
で観察しよう！」

場所：博物館2階実験室、展示室、東山キャンパス
時間：10：00～15：30
テーマ：「観察園のムシ」(7/21)、「雑木林のムシ」(8/18)
内容：本学構内で各自ムシを採集し、実体顕微鏡、走査型電子顕
微鏡を使用し微細構造の観察をしながら分類や働きを学ぶ(雨天決
行)
定員：各24名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767
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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
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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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至本山

名古屋大学前

山手通1

名大南

名古屋大学
博物館

地下鉄名城線
「名古屋大学」駅

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

問い合わせ先
名古屋大学博物館

主催:名古屋大学博物館　協力：愛知文教大学　

関連イベント （入場無料・お申込み不要）

「ボタニカルアート作品展」
同時開催

休 館 日／日・月曜日
臨時開館／3月26日（月）

2月6日火
5月12日土

2018年

名古屋大学博物館 第37回企画展
Nagoya University Museum, The 37th Special Display

年 画 に 込 め ら れ た 願 い と 意 図
Art or Propaganda? Chinese Woodcut New Year Pictures with People's Wishes and Wills for the Arrival of Spring

■ 2月17日（土）　午後1時30分～3時

辻千春　愛知文教大学教授

飾り絵に耳を澄ませば！？
̶中国年画でたどる庶民の願い―

■ 3月10日（土）　午後1時30分～3時

辻千春　愛知文教大学教授

絵は口ほどにモノを言う！？
̶中国年画でたどる政治―

■ 4月21日（土）・4月24日（火）　午後1時～3時

「年画」を刷ってみよう！
中国版画師による実演と体験

講演会

ワークショップ

博物館コンサート　NUMCo
■ 2月20日（火）　午後2時～3時

■ 3月17日（土）　午後2時～3時（予定）

箏 ・尺八 早春の調べ ～古典から現代まで
演奏：koto～ひらり～　岡崎美奈江（箏）
　　　　　　　　　　三輪聡美（箏・十七絃）
　　　　　　　　　　加藤奏山（尺八）
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今年で9回目の開催となる、名古屋大学写真部による「clas」での写真展です。 
4月5日に撮った写真を展示しています。
部員それぞれの1日の過ごし方を感じながら、作品をぜひお楽しみください。

名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」 
〒464 - 8601 名古屋市千種区不老町 
地下鉄名城線「名古屋大学」駅 1番出口より西へ5分，全学教育棟南入口横
http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/clas/

名古屋大学写真部 春展 「4月5日」

予約不要 入場無料

会期 : 2018年4月24日[火]-5月7日[月] 10:00-18:00    
(土日祝はお休み 初日は13時から 最終日は17時まで)

主催 : 名古屋大学芸術文化研究会

イベント : ギャラリートーク 日時 : 2018年5月1日[火]17:00-18:00日時 : 2018年5月1日[火]17:00-18:00　

会場 : 名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」
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4/21(土)  

    /24 (火) 

13:00―15:00 

        両日とも同じ内容です 

場所：名古屋大学博物館 実験室 

地下鉄名城線名古屋大学駅２番出口 徒歩すぐ 
 

 

 

 

※年画とは中国･台湾で春節に貼り替える 

縁起物の版画 
 

≪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：052-789-589 

企画展 春を迎える  

年画に込められた願いと意図 

ワークショップ 
 

｢年画｣を 
刷ってみよう！ 
 

申し込み不要・無料 

中国天津楊柳青の画師

(版画師) 韓 祖音氏が 

版画の刷りを実演 

後半はみんなで版画の

刷りを体験します 
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催しの情報 

講師： 林 煕崇 

日時： 2018 年 4 月 28 日（土）29 日（日・祝） 

    10：00～16：00（途中昼休みを挟みます）。 

 （二日とも同一内容で実施） 

場所：名古屋大学 理学部 C 館 2 階物理会議室 

参加費：実験材料費 500 円 

対象 ：中学生以上～一般の方 

定員 ：二日それぞれ 20 名 

   ＊定員に達ししだい締め切ります。 

服装など：実験をしますので汚れても良い 

動きやすい服装で来て下さい。 

 
申し込み方法： 

「先進科学塾@名大」ホームページ（http://asw.flab.phys.nagoya-u.ac.jp/）に開講のお知ら

せを掲載しますので、各講座のお知らせ欄から申し込んでください。そのほか、はがき、FAX

による申し込みも受け付けます。 

 

実施主体/問い合わせ先：  先進科学塾の会／事務局＠名大 中村光廣 

〒464－8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学理学部物理 F 研究室内 

電話：052－789－3532、FAX：052－789－2864 

問い合わせは、できれば「先進科学塾＠名大」ホームページよりお願いします。 

先進科学塾＠名大 第１８回 講座 

宮崎駿「紅の豚」より：・・新しい翼断面を使いたいの…これだけで５ノットは速く

なるはずよ・・・・・スピードにのれば粘りのある翼だ 翼の取付角を図面より０．５度

増やしてくれ あとはこのまますすめていい・・・・ だがな お嬢さん 

ひとつだけ条件がある 徹夜はするな 睡眠不足は いい仕事の敵だ ・ 

 

飛行機はなぜ飛ぶか？ ブーメランはなぜ曲がるか？ 

大いに実験してから考えましょう。 

講師プロフィール： 林 煕崇 

 

名古屋大学 F研究室客員研究員。愛知工

業高校非常勤講師。2003 年度まで高校

教諭。名古屋大学の教養教育院の実験授

業の教材開発やスーパーサイエンスハ

イスクールの出前授業講師など多数。在

職時より様々な手作り実験を工夫し、物

理の楽しさを追求する。東レ理科教育賞

受賞（1995、1998、2001 年度）。これま

で数え切れないほどの実験講師をつと

め、参加者ともども物理を楽しんでき

た。 
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地殻変動学者 鷺谷　威 さん

名古屋大学減災連携研究センター教授

「南海トラフ地震に関する情報 ( 臨時 )」

が出されたら ・ ・ ・

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。

名古屋大学減災館減災ギャラリー
2018. 5. 9（水）   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 84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とが対話する月１回のサイエンス・カフェ。
南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が大規模地震と関連するかどうか
調査を開始した場合、気象庁は「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」を発表します。
あれ？いまの科学では時期や場所・規模を確度高く地震予測することは困難という結
論だったのでは？私たちはその情報をどう受け止めればいいの？そんな疑問について
専門家との対話で考えます。
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問い合わせ先

創薬科学研究科事務室

TEL: 052-747-6780/6775

E-mail: 
nyushi_tantou@ps.nagoya-u.ac.jp

(メール標題に「大学院説明会」と

ご記入をお願い致します）

出願時に、TOEFL/TOEICのスコア

シートが必要です。受験日などに

ご注意ください。TOEICの場合は

5月15日(火) 15:00 締切の第231回

までの回の受験が必須です。

理学部B館

ES館

野依記念
学術交流館

NIC館

野依記念
物質科学
研究館

豊田講堂

理学部E館

平成31年度大学院

博士前期・後期課程入試説明会

日時：平成30年5月12日（土）13〜17時
場所：名古屋大学東山キャンパス
農学部講義棟3階 第3講義室

事前連絡・予約等は不要です。気軽に御参加ください。
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東日本大震災時における
災害対応経験と
その後の取り組み

★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

名古屋大学減災館 1 階減災ホール

18：00-19：30

石井　正

東北大学病院
総合地域医療教育支援部　教授

※予約不要・入場無料

第 140 回名古屋大学防災アカデミー

東日本大震災時、宮城県石巻医療圏 （石巻市、東松島市、

女川町） は死者 + 行方不明者数レベルでは 6095 名と最大

の被災地となった。 本講演では、 同医療圏での災害医療救

護活動経験を述べるとともに、 阪神淡路大震災以降の日本

の災害救護の歴史や、 東日本大震災後に見えてきた課題に

対する取り組みについても紹介する。

2018５/１８ （金）

37



日時：2018 年 5 月 19 日（土）  15:30 〜 18:00 

場所：名古屋大学 ES 総合館 ES ホール（地図は左下） 

講演者�
森� 政弘�
（本学電気学科９回⽣・東京⼯業⼤学名誉教授）�

講演 � �
⼼ 故郷 帰 −今後 科学技術 絶対必要 −�

概要 
人間は、生まれたての赤子の時は、誰もが天使のような良い顔をしているのに、 

物心がつくにしたがって、その顔は卑しくなって行く。これは、世間に矛盾を感じたり、 

わがままな欲望が頭をもたげてくるからである。	

この現象を、心が家出し、放浪の旅を続けていると言う。しかし無意識領域の心底には、

帰巣本能という本家に帰りたい気持があるので、そこを頼りに、 

本家の方へと指示・案内することが可能である。	

本家に帰るとは、自然（じねん）になること、自然体に戻ることを意味する。	

今後、科学技術に携わる者は、この自然（じねん）即ち自然体に帰らなければ、 

人類も地球も危なくなる。	

 講演では、この実家へ心を帰す方法と意味について、ご説明したい。 

 

共催�
日本ロボット学会ロボット考学研究専門委員会	

日本生体医工学会 未来のバイオメディカルデザイン研究会 次世代内視鏡研究会	

参加費� 無料（事前予約 不要 ）�
連絡先� kamide@coi.nagoya-u.ac.jp�（名古屋⼤学� 上出）�

名古屋⼤学�

⼤学院⼯学研究科主催�
・ 研究 �

�

略歴 

 １９２７年生まれ。１９５０年、名古

屋大学工学部電気学科卒。１９５

９年、東京大学助教授（生産技術

研究所）。１９６９年、東京工業大

学教授（東京大学教授併任）。現

在、東京工業大学名誉教授、日

本ロボット学会名誉会長。1992年

NHK放送文化賞受賞。1994年紫

綬褒章受章。1999年勲三等旭日

中綬章受章。不気味の谷現象発

見者。ロボットコンテスト創始者。 

この間、１９７２年より４０年以上に

わたり、	後藤榮山老大師（現在、

臨済宗妙心寺派龍澤寺専門道場

師家）に師事して、禅のみならず、

仏教一般も学ぶ。	

	著書	

「ロボット考学と人間」オーム社	

「退歩を学べ」佼成出版社	

「仏教新論」佼成出版社	

「親子のための仏教入門」幻冬舎		

他３０冊ほど。	

名古屋大学駅
（名城線）

3番出口

豊田講堂

ES館
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2018
産総研・名⼤ GaN-OILシンポジウム
産学官連携で実現する次世代窒化物半導体デバイスの開発
－世界最先端の省エネルギー社会の実現へ向けて－

産総研では、2016年度から経済産業省が進める「オープンイノベーションアリーナ構想」の一環として、
大学等のキャンパス内に産学官連携の研究拠点となる「オープンイノベーションラボラトリ」を整備し、
大学等の基礎研究と産総研の目的基礎研究・応用技術開発を融合することで、産業界へ技術の「橋渡し」
を推進しています。
産総研・名大 窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ（産総研・名大 GaN-OIL）
は、本政策のもと、産総研と名大が連携し、双方の研究ポテンシャルを融合、発揮することで、「窒化物
半導体（GaN）デバイスの実用化に関する研究開発」を促進するため設置しました。
今回、産総研・名大 GaN-OILにおけるこれまでの研究成果をご紹介するとともに、先端の研究を推進する
先生方からのご講演、またご参加皆様から貴重なご意見をお寄せいただくことで、本研究分野の発展に微
力ながらでも寄与できればと、シンポジウムを開催することとしました。

日 時 平成30年5月23日（水）13:00～17:20
交流会（会費：3,000円）開催 17:30～

会 場 名古屋大学 ES総合館 ESホール

定 員 200名（参加費無料）

主 催 国立研究開発法人産業技術総合研究所
国立大学法人名古屋大学

以下事項を記入し、E-mailにて、5月10日（木）までにお申し込みください。
・申 込 先：gan-oil_symposium2018@aist.go.jp
・記入事項：氏名（ふりがな）、所属（会社・団体名、部署、役職）、住所、

電話番号、メールアドレス、参加申込（シンポジウム・交流会）

※登録に際しご記入いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法のもとに適切に管理し、本目的以外への
転用はいたしません。

※交流会ではアルコール類を提供します。飲酒される方は公共交通機関をご利用ください。

参加申込
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産総研・名⼤ GaN-OILシンポジウム2018
産学官連携で実現する次世代窒化物半導体デバイスの開発
－世界最先端の省エネルギー社会の実現へ向けて－

国立研究開発法人産業技術総合研究所
窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ

TEL：052-736-7611
E-mail：gan-oil_symposium2018@aist.go.jp
URL：https://unit.aist.go.jp/gan-oil/

問い合わせ先

13:00 ～ 13:10 開会挨拶
産業技術総合研究所　理事長　中鉢 良治

名古屋大学　総長　松尾 清一

13:10 ～ 13:20 来賓挨拶
経済産業省
文部科学省

13:20 ～ 13:30 窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ（GaN-OIL）紹介
産総研 GaN-OIL　ラボ長　清水 三聡

13:30 ～ 13:40 GaN研究コンソーシアム紹介
GaN研究コンソーシアム代表／名大　理事・副総長　財満 鎭明

13:40 ～ 14:00 本格的産学共創によるGaN研究開発拠点形成について
名大 学術研究・産学官連携推進本部　首席URA　佐藤 浩哉

14:00 ～ 14:45 GaN光半導体を⽤いた次世代応⽤開発について
日亜化学工業株式会社 先端応用開発センター長　板東 完治

GaN半導体は結晶性成⻑技術に加えて光半導体としての応⽤技術が進歩し、多⽅⾯で利⽤されるようになった。ここではGaNの開発ロードマップと半導体による光制御機
能を活かしたスマート照明やADBヘッドランプなど次世代デバイスの開発状況について紹介する。

14:45 ～ 15:30 三族窒化物半導体量子ドットの単一光子発生ダイナミクス
東京大学 生産技術研究所　准教授　Mark Holmes

15:30 ～ 15:40  休　憩

15:40 ～ 16:00 インテリジェントパワー集積回路に向けたGaN MOSFETの開発
産総研 GaN-OIL GaNパワーエレクトロニクスチーム　主任研究員　田岡 紀之

ゲートドライブ回路などの各種周辺機能とパワーデバイスを集積したインテリジェントパワー集積回路においては、MOSFETが重要な役割を担うため、高性能

GaN MOSFETの実現を目指し研究を推進している。GaN MOS特性を中心に、これまでの成果を紹介する。

16:00 ～ 16:20 フルカラーGaN指向性マイクロLEDの実現に向けて
産総研 GaN-OIL GaN光デバイスチーム長　王 学論

低消費電力・高輝度・高精細のマイクロLEDディスプレイや耐環境性可視光通信などへの応用を目指して、独自原理に基づくGaN指向性マイクロLEDの開発を

進めている。指向性制御の基本原理とともに最新の開発状況について紹介する。

16:20 ～ 16:40 GaNパワーデバイスを用いた非接触給電技術の進展
産総研 GaN-OIL GaNパワーエレクトロニクスチーム　主任研究員　井手 利英

GaNトランジスタは高周波・高出力な電磁波を発生させる回路の形成に有利であるため、非接触給電回路の高出力・高容量化や回路規模の小型化に有利であ

る。今回、GaNデバイスの導入により13.56MHzで100Wを超える非接触給電を開発し、ドローンへの給電等の応用を含めた研究の実施について紹介する。

16:40 ～ 17:00 機械学習を活用した高品質SiC溶液成長法の開発とその応用
産総研 GaN-OIL　副ラボ長／名大　教授　宇治原 徹

機械学習を用いることで、結晶成長シミュレーション結果を高速に予測する手法を開発し、実際にその技術を活用して溶液法によるSiC高品質結晶成長のための

最適条件を見いだし実現した。SiC溶液成長のみならず、さまざまな結晶成長や素材プロセスに発展する可能性を秘めている本手法について紹介する。

17:00 ～ 17:15 総合討議（質疑応答）

17:15 ～ 17:20 閉会挨拶
産総研 エネルギー・環境領域　理事・領域長　小林 哲彦

  17:30 ～ 交流会
ES総合館1F　レストラン シェ・ジロー

　閉　会

【Program】

　開　会

　イントロダクション

　特別講演

　研究講演
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Graduate School of Environmental Studies

　名古屋市 千種区 不老町
　名古屋大学 東山キャンパス内

　
環境総合館1階 レクチャーホール

　第一部　総合説明会（13:00～14:00）
　第二部　パネルによる研究内容の紹介（14:00～15:00）
　第三部　専攻別説明会（15:00～，1時間程度）

　〒464-8601　名古屋市 千種区 不老町 D2-1(510)
　　　　　　　 名古屋大学 大学院環境学研究科 大学院係

　　　Phone: 052-789-4272　　Fax: 052-789-3452
　　　Email: env@adm.nagoya-u.ac.jp

地球環境科学専攻 社会環境学専攻都市環境学専攻

理学部

郵便局

1

3

2

至本山

守衛室

豊田
講堂芝

N

博物館

四谷通3

A

B

C
E

F

会場はこちら

A
2

D

G

地下鉄名城線
「名古屋大学駅」
２番出口より
案内板に従って
お越しください

＝地下鉄入口

＝バス停

　
（名古屋大学駅）

　　　至八事

　  　

名古屋大学 大学院環境学研究科
大学院説明会 2018
2018年 5月26日(土) 13:00～

場所 プログラム

お問い合わせ先

詳しくは環境学研究科ホームページをご覧下さい。

http://www.env.nagoya-u.ac.jp/
42



 

 
 
 
 
  

平成 30年 3月 27日

名古屋教育記者会各社 殿 

河合塾共催 

「名大研究室の扉ｉｎ河合塾」 

平成 30 年度 開催概要 決定 

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

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

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

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

 

行きたい想いが加速する 

名大研究室の扉ｉｎ河合塾 
概要 

開催時期：平成 30 年 5 月から開催 

平成 30 年度は 6回開催予定（平成 30、31 年度で 12 回、全 9学部を紹介） 

 

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

        14 時から 16 時までを予定 

 

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

名駅キャンパス 名古屋校（名古屋市中村区椿町 2－1） 

 

共催：国立大学法人名古屋大学、学校法人河合塾 

 

平成 30 年度 参加学部と講師： 

第 25 回  理学部  三野 広幸  理学研究科・准教授    

第 26 回  文学部  宮地 朝子  人文学研究科・准教授 

第 27 回 医学部   宮田 卓樹  医学系研究科・教授 

第 28 回  工学部  丸山 一平  環境学研究科・教授、伊藤 伸太郎 工学研究科・准教授 

第 29 回 農学部  野田口 理孝 生命農学研究科・助教  

第 30 回  経済学部 隠岐 さや香 経済学研究科・教授 

 

申込方法：第 25～第 28 回は 4月１日（日）、第 29・第 30 回は 6月 1日（金） 

河合塾の Web、電話、窓口で受付、Web は下記アドレスから、 

www.kawai-juku.ac.jp/event/ 

国立大学法人 名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 担当：成・戸次 
TEL 052-747-6791 受付時間 9:30～17:30（土・日・祝を除く） 

E-mail: rc_c.info@aip.nagoya-u.ac.jp 
 

学校法人河合塾 中部本部 中部企画管理部 担当：藤橋・上鵜瀬・藤本  
TEL  052-735-1400 受付時間 9:30～17:30（土・日・祝を除く） 
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平成 30 年 3 月 27 日(火) 

共催 名古屋大学×河合塾 

 

行きたい想いが加速する 

名大研究室の扉ｉｎ河合塾 

平成 30 年度 開催概要 

 

 

1．本イベントの特徴 

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

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

て加わることで学部、そして大学院まで含めた研究生活を知ることが出来ます。 

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

な疑問、質問にお答えします。 

 

2．イベント構成（イベント全体で 2時間程度） 

（１）各学部に所属し活躍する研究者による講演（60 分） 

（２）大学院生が研究や大学生活を講演（15 分×2名） 

（３）参加講師 3名と参加者の間での懇談会（30 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．参加者の感想（お客様シートから感想を抜粋）  

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

た。凄く楽しそう。 (理） 

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

ました。(経済） 

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

よくわかりました。(工） 

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

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

に活躍されている方のお話を聞けてよかったです。（医） 

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

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

 

平成29 年 7 月 第 21 回法学部  

参加者の質問に答える田村先生 

平成 28 年 8 月 第 16 回農学部  

懇談会で参加者と談話する大学院生 
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平成 30 年 3 月 27 日(火) 

4．平成 30 年度の概要 

 

 

5 月 27 日(日）        会場  河合塾 千種校 

第 25 回 理学部 「生命現象を電子スピンでとらえる」 

講師 理学研究科   

三野 広幸（みの ひろゆき）准教授 

 

6 月 3 日(日）   会場 河合塾 名古屋校 

第 26 回 文学部 「日本語のしくみをとらえる 

―変化に見入る・魅入られる―」 

講師 人文学研究科     

宮地 朝子（みやち あさこ）准教授 

 

 

6 月 17 日(日）      会場 河合塾 千種校 

第 27 回 医学部 「からだづくりの原理を問う：脳はどうできる？」 

講師 医学系研究科  

宮田 卓樹（みやた たかき）教授 

 

7 月 1 日(日）    会場  河合塾 千種校 

第 28 回 工学部 「コンクリートの科学」 

講師 環境学研究科    

丸山 一平(まるやま いっぺい)教授 

 

      「ナノ計測が拓く超精密機械工学」 

講師 工学研究科    

伊藤 伸太郎（よしはし さちこ）准教授 

 

8 月 26 日(日)       会場 河合塾 名古屋校 

第 29 回 農学部 「植物と共に生きるための未来の技術を育む」 

講師 生命農学研究科  

野田口 理孝（のたぐち みちたか）助教 

 

 

9 月 16 日(日）       会場 河合塾 名古屋校 

第 30 回 経済学部「「経済」って何だろう？ 

—ことばの歴史から考える—」 

講師 経済学研究科        

隠岐 さや香（おき さやか）教授 
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名古屋大学各学部の最先端研究者によ
る研究を、河合塾で実際に体験することがで
きます。志望学部に限らず、さまざまな専門分
野の研究についての講演を聴くことで、興味
が広がり、将来自分が大学で何を学びたい
のかを考えるよい機会になります。また、名古
屋大学の研究室の特長にも触れていただけ
ます。

①名大教員による
　最先端研究についての講演（60分）

大学・大学院生活や研究内容、高校時
代の話や進路決定などについてお話しいた
だきます。学生に近い目線での講演が魅力
です。身近な先輩の実体験に基づく講演は、
自分の将来を想像させるような具体的な内
容で、実際の大学や大学院での生活を知
ることができ、学問を追究して頑張りたいと
いう気持ちをサポートしてくれます。

②大学院生による大学生活や
　研究についての講演（30分）

講演後、講演内容についての質問はもちら
ん、現在の研究活動や将来どういった道に進
むことができるかなどの具体的な内容を講演者
に直に尋ねることができます。名古屋大学の最
先端の研究が、私たちの未来とどのように関
わっていくのかを実感できます。受験生の方は、
受験に対する不安の解消やモチベーション
アップのため、積極的に質問してください。

③講演者や大学院生と
　参加者による懇談会（30分）

2018年、「名大研究室の扉 in 河合塾」は5年目を迎えます。
普段は体験することのできない、名古屋大学で行われている研究を、リアルに体験できます。
研究の奥深さ、楽しさを体感し、自分が何を学びたいのか改めて考える絶好の機会です。
名古屋大学を志望している方はもちろん、大学進学をめざすすべての方、
そして進路を一緒にお考えの保護者の方も、ぜひご参加ください。

名大研究室の扉 in 河合塾 内容紹介

2014～2017年の「名大研究室の扉 in 河合塾」
（第1回～第24回）の詳細をご覧になりたい方はこちら

要 申 込

行きたい想いが加速する

名大研究室の 扉  in 河合塾

18-C52-315

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

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。

河合塾　イベントレポート

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

※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）（受付時間10：00～18：00）

模擬試験

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。

河合塾　名大魅力発見BOOK

ご請求いただいた方には、「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。

2018年 年間予定共催

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

准教授

准教授

教  授

教  授

准教授

助  教

教  授

理学研究科

人文学研究科

医学系研究科

環境学研究科

工学研究科

生命農学研究科

経済学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名古屋校

 5月 27日 ●日

 6月 3日 ●日

 6月 17日 ●日

 7月 1日 ●日

 8月 26日 ●日

 9月 16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

理学部

文学部

医学部

工学部

農学部

経済学部

生命現象を電子スピンでとらえる

コンクリートの科学

ナノ計測が拓く超精密機械工学

日本語のしくみをとらえる
―変化に見入る・魅入られる―
からだづくりの原理を問う：

脳はどうできる？

植物と共に生きるための
未来の技術を育む
「経済」って何だろう？

―ことばの歴史から考える―

三野　広幸

宮地　朝子

宮田 卓樹

丸山　一平

伊藤 伸太郎

野田口 理孝

隠岐 さや香

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

  み   の　  　 ひろゆき

みや  ち　　   あさ  こ

みや た　　 　たか き

まるやま　　 いっぺい

 い とう　しん た ろう

 の　た ぐち　みちたか

 お　き　　　　　  か
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●英語の重要性について
●受験勉強の計画の立て方
●院試について
●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
●名大合格のために
　センター試験対策で
　力を入れたこと
●教員免許の取得について
●失敗や挫折の乗り越え方
●高校生のときにやっておけば
　良かったことは何ですか
　　　　　　　　　etc...

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

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（入塾の場合）なお、記入された「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、提供されない個人
情報がある場合、左記①の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。

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

お問い合わせ・お申し込み先

0120-745-191 0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

受付時間
10：00～18：00

受付開始：第25・26・27・28回は4/1（日）、第29・30回は6/1（金）

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」に同意されたうえでお申し込みください。

パソコン・スマートフォンから www.kawai-juku.ac.jp/event/

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

●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。

●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。

河合塾　イベント

「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、お客様が記入され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。

2018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、実戦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。

2014～2017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
「名大入試オープン」（年2回実施）＋スクーリング（解説講義）

第1回 名大入試オープン：  8/19（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/18（日）実施

毎年実施の医学部特別講演では、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！
（2017年度実施校舎：千種校・豊橋校 対象：高1・2）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施

※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。

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）

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。

懇談会ではさらに掘り下げた

お話が聞けて参考になりました。

教授のお話と大学院生の方のお話

両方が聞けたのが良かったです。

（高卒生）

（中学生）

（高2生）

（高3生）

研究への興味がわいた。

思わぬところで世界初の発見が

あることや、名古屋大学では

自由に研究ができることに

興味を持った。（高卒生）

難しい内容をわかりやすく説明

してくださったので

自分でも理解することが

できて、とても楽しむことが

できました。（高1生）

受験へのモチベーションが

非常に上がりました。
（高3生）
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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 受付時間
10：00～18：00 0120-743-191 受付時間

10：00～18：00

受付開始：第25・26・27回は4/1（日）、第28・29・30回は6/1（金）

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」に同意され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、お客様が記入され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。
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（入塾の場合）なお、記入された「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、提供されない個人
情報がある場合、左記①の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。

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。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

准教授

准教授

教  授

教  授

准教授

助  教

教  授

理学研究科

人文学研究科

医学系研究科

環境学研究科

工学研究科

生命農学研究科

経済学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名古屋校

 5月 27日 ●日

 6月 3日 ●日

 6月 17日 ●日

 7月 1日 ●日

 8月 26日 ●日

 9月 16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

理学部

文学部

医学部

工学部

農学部

経済学部

生命現象を電子スピンでとらえる

コンクリートの科学

ナノ計測が拓く超精密機械工学

日本語のしくみをとらえる
―変化に見入る・魅入られる―
からだづくりの原理を問う：

脳はどうできる？

植物と共に生きるための
未来の技術を育む
「経済」って何だろう？

―ことばの歴史から考える―

三野　広幸

宮地　朝子

宮田 卓樹

丸山　一平

伊藤 伸太郎

野田口 理孝

隠岐 さや香

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

  み   の　  　 ひろゆき

みや  ち　　   あさ  こ

みや た　　 　たか き

まるやま　　 いっぺい

 い とう　しん た ろう

 の　た ぐち　みちたか

 お　き　　　　　  か
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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
2018年度
第25回
理学部

日　　時：5月27日●日
会　　場：河合塾 千種校

生命現象を
　　電子スピンでとらえる

講 演 者：三野 広幸 准教授
み  の　 ひろゆき

大学院生：・多元数理科学研究科（解析数論）
 ・環境学研究科（地球惑星科学）

講演内容
14：00～16：00

内　容
①名大教員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）

20世紀に誕生した量子力学は微小世界の原理を解
明し、近代科学は大きく発展しました。我々の身の回りに
は多種多様な特徴をもった物質があふれていますが、そ
れらの個性をつかさどっているのが電子です。物質世界
という劇場では、主演俳優を電子とし、どのような舞台装
置に立たせ、どのような役割を与えるかで決定されます。
それは身近な生命活動においても例外ではありません。
身近な生物の中にどのような量子現象があるのかを見
てみましょう。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第25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。

18-C52-317
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2018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、実戦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。

2014～2017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）

※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、「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：  8/19（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/18（日）実施

毎年実施の医学部特別講演では、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！
（2017年度実施校舎：千種校・豊橋校 対象：高1・2）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施

第25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
1995年 3月 関西学院大学大学院理学研究科博士課程後期課程

（物理学）修了
1996年 10月 理化学研究所　基礎科学特別研究員
2001年 1月 名古屋大学大学院理学研究科 助手

その後、助教授を経て、
2007年 4月 名古屋大学大学院理学研究科　准教授

植物の光合成の酸素発生機構は100年の謎であり、光合成最大
の研究テーマです。最近になってようやく酸素発生物質であるマンガ
ンクラスターの構造が明らかになりました。しかし分子構造からだけで
はどのように反応がおこるのかはわかりません。電子スピン共鳴法を
用いてマンガンの価数や原子間のスピン間相互作用を決定しました。

私は素数という小学生の頃に教わるようなごく「初等的」なことを大学院
で研究しています。素数はこの科学技術が著しく発展している現在におい
ても謎に包まれた数です。昨今の研究では「複素数」という素数とは一見、
無関係なものが用いられます。そのような無関係に思える二つのものがつ
ながる美しい世界を少しでも味わっていただけたらと思います。

理学部の範疇の広さに驚きました。

分野ごとの間の壁について調べ、

自分にあった道をさがし、向いている学校、

学部・学科をさがしてみたいと強く感じました。

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学・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

「伝えたいことがたくさんある！」という院生の方の

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...

三野 広幸准教授 研究トピックス

大学院生 多元数理科学研究科（解析数論）研究内容 大学院生 環境学研究科（地球惑星科学）研究内容

（高1生）

（高卒生）

（高2生）

（保護者）

（中学生）

「砂山はどうして崩れるの？」と子供の頃に砂場で考えたことがある
人は多いのではないでしょうか。答えは「まだわかっていない」のです。
一見小さな問題に思えますが、実は地球惑星科学をはじめとして
色々な分野に関係する大きな問題なのです。私はそんな身近で重要
な「砂の科学」を、実験やシミュレーションなどを駆使して日々研究して
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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左︓退京者の様⼦『震災絵葉書』』より
中 : 退京者の様⼦ [ 北原⽷⼦『写写真集関東⼤震災』
吉川弘⽂館、2010］より
右端︓軍艦上の避難者 [ 北原⽷⼦⼦『写真集関東⼤
震災』吉川弘⽂館、2010］よりり
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名古屋大学教育学部附属中・高等学校
スーパーサイエンスハイスクール（SSH重点枠）

1stステージ

3rd ステージ

2nd ステージ

6月2日（土）～3日（日）

全国予選（課題審査）

全国予選を通過した「とんがり数学高校生」

が附属学校に集結。2ndステージ進出に向
けて凌ぎを削る。

８月2日（木）～５日（日）

1stステージを通過した「Leading型とんが
り数学高校生」が商店街で数学を探す。

3ndステージ進出に向けて凌ぎを削る。

3月上旬

2ndテージを通過した「Top型とんがり数学高
校生」が米国の数学エリートと協同で
「数学」をする。

今回はこれ!!
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名古屋大学 大学院理学研究科
素粒子宇宙物理学専攻
物質理学専攻（物理系）
平成31年度博士前期課程
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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 受付時間
10：00～18：00 0120-743-191 受付時間

10：00～18：00

受付開始：第25・26・27・28回は4/1（日）、第29・30回は6/1（金）

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」に同意され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、お客様が記入され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。
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（入塾の場合）なお、記入された「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、提供されない個人
情報がある場合、左記①の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。

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。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

准教授

准教授

教  授

教  授

准教授

助  教

教  授

理学研究科

人文学研究科

医学系研究科

環境学研究科

工学研究科

生命農学研究科

経済学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名古屋校

 5月 27日 ●日

 6月 3日 ●日

 6月 17日 ●日

 7月 1日 ●日

 8月 26日 ●日

 9月 16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

理学部

文学部

医学部

工学部

農学部

経済学部

生命現象を電子スピンでとらえる

コンクリートの科学

ナノ計測が拓く超精密機械工学

日本語のしくみをとらえる
―変化に見入る・魅入られる―
からだづくりの原理を問う：

脳はどうできる？

植物と共に生きるための
未来の技術を育む
「経済」って何だろう？

―ことばの歴史から考える―

三野　広幸

宮地　朝子

宮田 卓樹

丸山　一平

伊藤 伸太郎

野田口 理孝

隠岐 さや香

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

  み   の　  　 ひろゆき

みや  ち　　   あさ  こ

みや た　　 　たか き

まるやま　　 いっぺい

 い とう　しん た ろう

 の　た ぐち　みちたか

 お　き　　　　　  か

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

河合塾マナビス千種校河合塾マナビス千種校

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

トライデント

N

至
久
屋
大
通

至 

栄

地下鉄亀島駅

IMONビル

ビックカメラビックカメラ
エスカ7番出口至中村区役所

タ
ワ
ー
ズ

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

太
閤
通
口

名鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅

至
高
畑

地下鉄
名古屋駅IMONビル

河合塾
COSMO 地下鉄

名古屋駅
Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

N

近鉄
名古屋駅

JPタワー

ゲートタワー

JPタワー

ゲートタワー

名古屋校

名駅校
（医進館/
東大・京大館）

別館
専用自習室

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
2018年度
第26回
文学部

日　　時：6月3日●日
会　　場：河合塾 名古屋校

日本語のしくみをとらえる
－変化に見入る・魅入られる－

講 演 者：宮地 朝子 准教授
みや ち　あさ こ

大学院生：・人文学研究科（ジェンダー学）
 ・人文学研究科（日本語学）

講演内容
14：00～16：00

内　容
①名大教員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）

（人文学研究科）

日本語学の研究対象は？　現代共通語はもちろん、
若者語も新聞や文芸の表現も、古典語もその末裔の京
阪方言も、尾張弁も日本語です。日本語はいかに多様か、
何を要因としてどのように変化する/してきたのか。その把
握も興味深いのですが、変化をおもしろく観察していると、
そこに一定の類型や不変のしくみがあることに気づきま
す。過去の文献も方言差も豊富な日本語は、変化に見
入ってしくみをとらえる手法にうってつけの研究対象です。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第26回 文学部

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。

18-C52-319
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2018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、実戦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。

2014～2017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）

※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、「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：  8/19（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/18（日）実施

毎年実施の医学部特別講演では、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！
（2017年度実施校舎：千種校・豊橋校 対象：高1・2）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施

第26回 文学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1996年 名古屋大学 文学部 卒業
2001年 名古屋大学大学院 文学研究科博士課程 修了
 博士（文学）学位取得
同年 名古屋工業大学 共通講座教室/留学生センター 講師
2004年 名古屋大学大学院 文学研究科 講師
2007年 同 准教授
2017年 名古屋大学大学院 人文学研究科 准教授　現在に至る

長らくシカ・ダケ・キリなど古代語になかった助詞の成立や用法変
化について考えてきました。ここ数年、再びダケに捕らわれています。
ダケは名詞タケ（丈）に発し、近世末までは「飲めるだけ飲む」のよう
に最大量を表していましたが、近代以降「箸だけある」のように少量
に偏る限定解釈、さらに「A社についてだけ調べる」のように文中で
高い自由度を示す助詞に変化しました。この変化を引き起こした要
因と条件を考え続けています。

私はジェンダーやセクシュアリティについて、教育という面から研究し
ています。学校という場において、異性愛規範や性別二元論のもと、
性的少数者の子どもは周縁化されてしまいます。そこで私は学校教育、
とりわけ性教育に注目し、その課題点を踏まえたうえで、性的少数者が
周縁化されないような教育の在り方について検討しています。

文学部で行うこと、学んでいくことは

「トランスファーできる能力」を育て、

まったく違うように見えるものでも

共通していることがあるのだと知って

驚きました。

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。

文学部が何をしているか

よくわからなかったが、

この講演を聞いて

おもしろみがよくわかった。

とても興味深い話が聞けて、

理系の自分でもわかりやすく

おもしろかった。

●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
●受験勉強の計画の立て方
●文学部を選んだ理由
●高校生のときにやっておけば
　良かったこと
●大学生活でやっておけば
　良かったこと
●大学院の院試について
●「文学」を学んで役に立つこと
　　　　　　　　　etc...

宮地 朝子准教授 研究トピックス

大学院生 人文学研究科（ジェンダー学）研究内容 大学院生 人文学研究科（日本語学）研究内容

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高1生）

（高3生）

（中学生）

私は日本語可能表現の歴史について研究しています。現代語で頻繁
に使われる「可能動詞（ex.飲める、走れる）」「ら抜き言葉」「～出来る」
は平安・鎌倉時代では使用例が見られず、中世・近世以降に初めて確認
されます。これらの（その時代から見れば）新たな可能表現がどのようにし
て生まれ、広まっていったかを明らかにしたいと考えています。
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2018.6.7(Thu)~6.10(Sun)

TEL　   :052-789-5179
e-mail  :mail@meidaisai.com
URL　  :http://meidaisai.com
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三越

松坂屋
北館

松坂屋
本館

中日ビル

日本経済新聞社
名古屋支社

会場：日本経済新聞社
名古屋支社３F

 日経栄カンファレンスルーム

から徒歩5分

栄駅:出口13
から徒歩5分

地下鉄
東山線

から徒歩5分
地下鉄 矢場町駅：出口1

から徒歩5分
主催：名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター，一般社団法人キタン会

後援：日本経済新聞社名古屋支社，一般社団法人中部経済連合会

 お問合せ先  

　名古屋大学国際経済政策研究センター（名大ERC）
　〒464-8601 名古屋市千種区不老町
　TEL：052-789-4926・4945 （FAX：4942）　 葉書・FAXからお申込の方は
 　住所、氏名（フリガナ）、電話番号、勤務先（又は職業）をご記載ください

主催：名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター，一般社団法人キタン会

後援：日本経済新聞社名古屋支社，一般社団法人中部経済連合会

名大ＥＲＣ・キタン会＊ 名古屋ビジネスセミナー

第

 

回
27

■ 講師
　東海財務局長
　　 寺田　達史 氏  

東
海
地
方
の
経
済
情
勢
と

金
融
面
の
諸
課
題

2018年6月8日（金） 18:30-20:00   [18:00 開場]

お申込は名大ERCのサイトから
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/erc/

参
加
無
料

  

事
前
申
込
制

定
員
百
名

先
着
順

名大ERC  検索

＊キタン会：名大経済学部同窓会
2018年6月8日（金） 18:30-20:00   [18:00 開場]
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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 受付時間
10：00～18：00 0120-743-191 受付時間

10：00～18：00

受付開始：第25・26・27回は4/1（日）、第28・29・30回は6/1（金）

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」に同意され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、お客様が記入され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。
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（入塾の場合）なお、記入された「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、提供されない個人
情報がある場合、左記①の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。

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。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

准教授

准教授

教  授

教  授

准教授

助  教

教  授

理学研究科

人文学研究科

医学系研究科

環境学研究科

工学研究科

生命農学研究科

経済学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名古屋校

 5月 27日 ●日

 6月 3日 ●日

 6月 17日 ●日

 7月 1日 ●日

 8月 26日 ●日

 9月 16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

理学部

文学部

医学部

工学部

農学部

経済学部

生命現象を電子スピンでとらえる

コンクリートの科学

ナノ計測が拓く超精密機械工学

日本語のしくみをとらえる
―変化に見入る・魅入られる―
からだづくりの原理を問う：

脳はどうできる？

植物と共に生きるための
未来の技術を育む
「経済」って何だろう？

―ことばの歴史から考える―

三野　広幸

宮地　朝子

宮田 卓樹

丸山　一平

伊藤 伸太郎

野田口 理孝

隠岐 さや香

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

  み   の　  　 ひろゆき

みや  ち　　   あさ  こ

みや た　　 　たか き

まるやま　　 いっぺい

 い とう　しん た ろう

 の　た ぐち　みちたか

 お　き　　　　　  か

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

河合塾マナビス千種校河合塾マナビス千種校

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

トライデント

N

至
久
屋
大
通

至 

栄

地下鉄亀島駅

IMONビル

ビックカメラビックカメラ
エスカ7番出口至中村区役所

タ
ワ
ー
ズ

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

太
閤
通
口

名鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅

至
高
畑

地下鉄
名古屋駅IMONビル

河合塾
COSMO 地下鉄

名古屋駅
Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

N

近鉄
名古屋駅

JPタワー

ゲートタワー

JPタワー

ゲートタワー

名古屋校

名駅校
（医進館/
東大・京大館）

別館
専用自習室

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
2018年度
第27回
医学部

日　　時：6月17日●日
会　　場：河合塾 千種校

からだづくりの原理を問う：
　　　　　脳はどうできる？

講 演 者：宮田 卓樹 教授
みや た　たか き

大学院生：・医科学専攻（脳神経外科学）
 ・総合医学専攻（機能組織学）

講演内容
14：00～16：00

内　容
①名大教員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）

（医学系研究科）

からだが「できてくること（発生）」ってすごいことだと思
います。あちこちで奇跡のような細胞たちの大河ドラマが
進み、上手に立体構造が組み立てられます。脳は、細胞
の数・種類が多く、組立てが複雑です。その分、「巧みだ
なあ！」と関心させられることが多いです。私たちが人生で
さまざまな出会いを通じて社会に貢献する道を見つけて
いくように、細胞たちが「組織」として脳の働き、ひいては
命を支えることになるまでにたどる、いくつかの「生い立
ち」の例を紹介します。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第27回 医学部

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。

18-C52-321
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2018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、実戦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。

2014～2017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）

※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、「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：  8/19（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/18（日）実施

毎年実施の医学部特別講演では、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！
（2017年度実施校舎：千種校・豊橋校 対象：高1・2）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施

第27回 医学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
高知市出身（土佐高校卒）。1988年高知医科大学（現高知大学医学部）卒。
2年間の耳鼻咽喉科研修ののち、基礎研究へ（生理学の大学院生として脳の
発生の研究開始）。医学博士号取得ののち、筑波ライフサイエンスセンター、東
大医科学研究所、コロラド大学ボウルダー校でポスドク（計3年ほど）。帰国後、
大阪大学医学部で助手（1年ほど）、理化学研究所脳科学総合研究センターで
研究員（4年間）。2004年1月から現職。

発生期の細胞たちは、全体の動きが渋滞せず建築がうまく進む
よう工夫しているのだと、最近の研究成果から学びました。親細胞
の分裂で生まれる子細胞たちは、せまいトンネルのような通り道に
同時に押し寄せるのではなく、二つの細胞があれば、必ずどちらか
が先に、もう片方が後に動きます。この「時差出勤」がないと、過剰
な混雑のために脳づくりがうまく進みません。
（2013年 朝日新聞「声」：脳細胞に学ぶ日常のマナー）

私は脳神経外科学研究室で脳腫瘍グループに所属し、免疫細胞
療法をテーマとして研究を行っています。癌は生体内で異物であるにも
関わらず、免疫系によって排除されることなく増殖していきます。そこで、
患者さん自身が持つ免疫細胞を用いて脳腫瘍を特異的に攻撃する治
療法の確立をめざし、研究に取り組んでいます。

臨床現場を踏まえたうえで研究者が

やっていること、考えていること、

どのように役立つのか、

実際に活躍されている方のお話を

聞けて良かったです。

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。

大学院生の話は、

今の自分が将来そうなるかも

しれないとう興味をもって

話を聞くことができた。

●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
●失敗や挫折の乗り越え方
●研究内容を決めた理由
●高校生のときにやっておけば
　良かったこと
●研究テーマはどのようにして
　決めたのか、きっかけは
●大学では他学部、他大学との
　交流はあるか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

宮田 卓樹教授 研究トピックス

大学院生 医科学専攻（脳神経外科学）研究内容 大学院生 総合医学専攻（機能組織学）研究内容

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高1生）

大学院では、神経系の再生について研究しています。私たちの体をつ
くる神経系̶特に脳や脊髄といった中枢神経系は、一度損傷を受けると
再生することができません。脳梗塞や脊髄損傷などによる後遺症が激し
いのはこのためです。そこで、どのようにしたらそのような中枢神経を再生
させることができるのか、というメカニズムを明らかにすべく、日々研究を
行っています。

講演会後の懇談会での

個別事例の話が大変参考に

なりました。（中学生）

実際に教授や院生の方と

お話しできて良かったです。

（高3生）
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会期：平成30年6⽉月23⽇日（⼟土）
会場：名古屋⼤大学 野依記念学術交流館
主催：マイクロニューログラフィ学会
共催：名古屋⼤大学 総合保健体育科学センター

第31回 マイクロニューログラフィ学会

Annual Scientific Meeting of Microneurography

www.htc.nagoya-u.ac.jp/̃microneuro.html
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