
 

 

平成31年4月24日 

 

平成3１年度第１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．新役員のご紹介 

２．名古屋大学岡本若手奨励賞の設立 

～ 将来を担う若手研究者を奨励 ～ 

  

 ３．名古屋大学創立 80周年 × 東海国立大学機構 

   スタートアップ 名古屋大学基金募金キャンペーン 

  ～ GO NEｘT ～ 

  

 ４．世界屈指の研究大学へ！ 

  ～ 『 脳の動作原理を解明する 』 ～ 

新役員 

 

藤巻理事 

 

 

 

木村理事 

 

 

 

上川内 理学研究

科教授 

Ⅱ ハイライト 

 

５．第 60回名大祭 

～ テーマ 「君、勇気ある？」 ～ 

 

 

６．第4回Tongaliシンポジウム 

 ～ トンガることを恐れるな！ ～ 

 

名大祭実行委員会 

総務局長 文学部 

3年 鶴喰 貴也 

 

学術研究・産学官

連携推進本部 

岡部URA 

 

Ⅲ 輝け！名大生 

 

７．名古屋大学発学生ベンチャー「株式会社Sonoligo」 

～ 最高の感動体験を。もっと身近に、全ての人に。～ 

遠山 情報学研究

科大学院生／ 

株式会社Sonoligo

代表取締役CEO

兼エンジニア 

 

Ⅳ その他 ８．５月の行事予定 ほか 松尾総長 

 

 

 



名古屋大学岡本若手奨励賞の概要
１．設立の趣旨：

岡本佳男特別教授は、「らせん高分子」に関する永年の研究から、らせんの向きが決まった高分子の精密合成に
世界で初めて成功した。これを鏡像異性体の分離に用いて、医薬品・香料などとして世界に貢献する研究を先導し
た。名古屋大学では岡本特別教授のこの偉大な功績を称え、併せて将来を担う若手研究者の博士後期課程在学
時における研究を奨励し、顕彰する「名古屋大学岡本若手奨励賞」を設立する。

２．顕彰制度の概要
・顕彰対象：自然科学・技術の分野で特に優れた博士学位論文を発表し、名古屋大学から学位を授与された個人
・顕彰数：2名まで
・内 容：１件につき、正賞（表彰状）を授与し、副賞５０万円を贈呈
・資 格：名古屋大学の学位授与日から３年以内かつ３５歳未満の者

資料１
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名古屋大学岡本若手奨励賞
募集スケジュール

• 4月18日（木）～ 6月3日（月） 募集期間

• 6月中旬 書類審査

• 6月下旬～7月上旬 面接審査

• 7月16日（火） 受賞者決定

• 7月下旬～8月 授賞式
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名古屋大学岡本若手奨励賞募集の概要 

 

１．趣  旨 

  岡本佳男名古屋大学特別教授は「らせん高分子」に関する永年の研究から，右巻き

・左巻きのうち一方巻きらせん高分子の精密合成に世界で初めて成功し，さらにこれ

を鏡像異性体の分離にもちいて，医薬品・香料等の実用材料の開発・製造への途を拓

き，世界中の人々の研究・福祉に貢献する研究を指導した。本学では，岡本佳男特別

教授の基礎研究から実用化にまで展開した偉大な功績を称え，併せて将来を担う若手

研究者の博士後期課程在籍時における研究を奨励し顕彰するため名古屋大学岡本若手

奨励賞（以下「岡本若手奨励賞」という。）を設立した。 

 

２．目  的 

  岡本若手奨励賞は，岡本佳男特別教授から日本国際賞受賞記念として本学に寄附さ

れた寄附金を基に，自然科学・技術の分野で優れた博士学位論文を発表し，さらに今

後の発展が期待できる個人を顕彰すると同時に，本学の高い教育研究水準を学内外の

広報することを目的とする。 

 

３．申請資格 

  次の各号のいずれにも該当する者 

一 自然科学・技術の分野で本学から優れた博士学位を授与された者 

二 人物及び研究水準ともに特に優れていると認められる者 

三 募集年度の申請期限時に本学の博士学位授与から３年以内の者 

  （平成３１年度に限り、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までに本

学の博士の学位を授与された者） 

四 募集年度の末日時点で３５歳未満であること（国籍不問） 

 五 当該の研究科長が推薦する者 

六 名古屋大学学術奨励賞を受賞したことがない者 

 

４．申請方法 

研究科長からの推薦とし，推薦枠は原則として 2名までとする。なお，入学定員が 50

名以上の研究科については，推薦枠を 3名までとする。 

 

５．表  彰 

岡本若手奨励賞の授与数は毎年 2名以内とする。 

受賞者には，表彰状及び副賞として奨励金 50万円を贈呈する。 

 

６．審査・選考 

岡本若手奨励賞受賞候補者を選考するために岡本若手奨励賞審査委員会を設置する。 
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受賞候補者の審査・選考は，岡本若手奨励賞審査委員会が，原則として第一次審査及

び第二次審査により行う。 

 

第一次審査：申請書類に基づく書類審査 

第二次審査：審査委員との質疑応答等による面接審査（第一次審査合格者のみ） 

 

５．決  定 

受賞者の決定は，岡本若手奨励賞審査委員会の審査・選考による受賞候補者の推薦に

基づき，教育分科会の議を経て総長が行う。 

 

６．選 考 日 程 

第一次審査結果通知：6月中旬(予定) 

第二次審査（面接）：6月下旬(予定) 
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名古屋大学岡本若手奨励賞実施要項（案） 

 

（趣旨） 

第 1 名古屋大学岡本若手奨励賞（以下「岡本若手奨励賞」という。）の実施に関し必

要な事項は，この要項の定めるところによる。 

 

（目的） 

第 2 岡本若手奨励賞は，岡本佳男名古屋大学特別教授の寄附の意志に基づき，自然

科学技術の分野において，将来を担う若手研究者の研究活動の発展のため，名古屋

大学（以下「本学」という。）の大学院博士後期課程（以下「後期課程」という。）

在籍時における研究を奨励し顕彰すること及び本学の高い教育研究水準を国内外

に広報することを目的とする。 

 

（申請資格） 

第 3 岡本若手奨励賞に申請できる者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

一 自然科学・技術の分野で，本学から博士の学位を授与された者 

二 人物及び研究水準ともに特に優れていると認められる者 

三 募集の申請期日において，本学の博士の学位を授与された日から 3 年を経過し

ていない者 

四 募集年度の末日において 35 歳未満である者 

五 岡本若手奨励賞の受賞を希望する者（以下「申請者」という。）が後期課程に 

在籍した研究科の長が推薦する者 

六 名古屋大学学術奨励賞を受賞したことがない者 

 

（受賞者数及び受賞内容） 

第 4 岡本若手奨励賞の受賞者数は，一の年度につき 2 名以内とし，受賞者には，賞

状及び副賞として奨励金 50 万円を贈呈する。 

 

 （申請手続等） 

第 5 申請者は，次の各号に掲げる書類を，指定された期日までに，申請者が後期課

程に在籍した研究科に提出しなければならない。 

一 名古屋大学岡本若手奨励賞申請書（別紙様式 1） 

二 研究科長推薦書（別紙様式 2） 

2 研究科長は，申請者についてその申請内容等を総合的に評価の上，2 名（後期課程

の入学定員が 50 名以上の研究科にあっては 3 名）を限度として総長に推薦するも

のとする。 

 

（受賞者の決定） 

第 6 総長は，第 5 第 2項の規定に基づき研究科長から推薦のあった申請者について，

名古屋大学教育分科会の議を経て，受賞者を決定する。 

 

（実施期間） 

第 7 岡本若手奨励賞は，平成 31 年度から平成 50 年度まで実施する。 

2 前項の規定にかかわらず，寄附金の残余に鑑みて，岡本若手奨励賞を実施しない年

度を設けることができる。 

 

（事務） 
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第 8 岡本若手奨励賞に関する事務は，教育推進部学生支援課において処理する。 

 

（雑則） 

第 9 この要項に定めるもののほか，岡本若手奨励賞の実施に関し必要な事項は，別

に定める。 

 

附 則 

1 この要項は，平成 年 月 日から実施する。 

2 この要項の実施後最初の岡本若手奨励賞の実施に係る第 3 第 3 号に規定する申請

資格については，同号の規定にかかわらず，平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月

31 日までに本学の博士の学位を授与された者とする。 
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別紙様式 1 

名古屋大学岡本若手奨励賞申請書 

                              年   月   日 

研 究 科 名           研究科           専攻 

（ローマ字） 

（カタカナ） 

申請者氏名 

(             ) 
(             ) 
             ○印  

性 別 男・女 

生 年 月 日      年   月   日生 年 齢     ※ 

申請者連絡先 

〒   － 
 
 
電話：（    ）    － 
FAX：（    ）    － 
E-Mail： 

略   歴 

20  年 月～20  年 月   大学  学部  学科卒 
20  年 月～20  年 月   大学大学院   課程修了 

（   研究科   専攻） 
20  年 月～20  年 月 名古屋大学大学院博士後期課程修了 
                 （又は博士後期課程単位修得退学） 

（   研究科   専攻） 
20  年 月       名古屋大学課程博士（    ）の学位取得 
20  年 月～20  年 月 

 
 
 

（現在に至る） 
 

 
研究テーマ 
 
 

  
過去に受けた主な賞 
 
 

 
※2020 年 3 月 31 日現在の年齢を記載のこと  
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学位論文の研究概要 

                                       年  月  日 

Ⅰ【研究の概要】 

本人の研究について、（１）背景や研究動機、（２）研究の進め方、（３）研究内容、（４）研究の独創性とインパ

クト、（５）その他を記載してください。なお、研究内容の記載の際には、必要に応じて発表論文等の研究業績を適宜

引用（図表等を含めてもよい）しても構いません。 

 

【申請者氏名         】 
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研究概要（つづき） 

 

 

【申請者氏名         】 
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Ⅱ【発表論文等（主な論文又は著書等一覧）】 

次の項目について，申請者が中心的な役割を果たしたもののみ項目に区分して記載してください。その際，通し番号

を付すこととし，該当がない項目は「なし。」と記載してください。申請者には，アンダーラインを付してください。 
(1) 学術雑誌等（紀要，論文集等も含む。）に発表した論文・著書（査読中・投稿中の場合は，その旨記載してくだ

さい。） 
※ 著者（申請者を含む全員の氏名を，論文等と同一の順番で記載してください。），題名，掲載誌名，（発行所），巻号，pp開始頁－最

終頁，発行年をこの順で記入し，著者の所属・職については脚注に記載してください。 

(2) 学会発表等（口頭・ポスターの別を区分して記載してください。） 
※ 著者（申請者を含む全員の氏名を，論文等と同一の順番で記載してください。），題名，発表した学会名，論文等の番号，場所，月・

年を記載してください。発表者には，○印を付してください。（発表予定のものは除く。ただし，発表申込みが受理されたものは，記

載しても構いません。） 

（3) その他（受賞歴等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【申請者氏名         】
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【申請者氏名         】 
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別紙様式2 

 

研究科長推薦書 

                                        

 

申 請 者 氏 名 ：              

 

推薦理由を記載してください。 

 

名古屋大学岡本若手奨励賞 について 上記の者を推薦します。 

平成  年  月  日 

 

 

推薦者  名古屋大学     研究科長                                           

 

氏 名                         公印 
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名古屋大学岡本若手奨励賞の受賞候補者に係る審査・選考等に関する申合せ（案） 

 

平成 年 月 日 教育分科会 

 

 （趣旨） 

第 1 名古屋大学岡本若手奨励賞実施要項（以下「要項」という。）第 9 の規定に基づく名古

屋大学岡本若手奨励賞（以下「岡本若手奨励賞」という。）の受賞候補者（以下「候補者」

という。）の審査，選考等に関し必要な事項は，この申合せの定めるところによる。 

 

 （推薦） 

第 2 研究科長は，岡本若手奨励賞の受賞を希望する者から申請があった場合は，当該研究

科において申請内容等を総合的に評価の上，総長に推薦する。 

2 前項の場合において，各研究科から岡本若手奨励賞に推薦可能な人数は，2 名（大学院博

士後期課程（以下「後期課程」という。）の入学定員が 50 名以上の研究科にあっては 3 名）

を限度とする。ただし，医学系研究科にあっては，医学博士課程及び後期課程の課程ごと

に推薦できるものとする。 

 

 （審査委員会） 

第 3 岡本若手奨励賞の候補者の審査，選考等を行う審査機関として，名古屋大学岡本若手

奨励賞審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置き，次に掲げる委員をもって組織す

る。 

一 理事又は副総長のうち総長が指名した者 

二 名古屋大学の大学教員のうち総長が指名する者若干名 

三 その他総長が必要と認めた者 

 

 （委員長） 

第 4 審査委員会に委員長を置き，第 3 第 1 号の委員をもって充てる。 

2 委員長は，審査委員会を招集し，その議長となる。 

 

 （審査，選考等手続） 

第 5 審査委員会は，各研究科長から推薦のあった候補者の審査，選考等について，次に掲

げる手続を行う。 

一 第一次審査 申請書類に基づく書類審査により，5 名程度を第一次審査の合格者とし

て選考する。 

二 第二次審査 第一次審査の合格者を対象として面接審査を行い，2 名以内の候補者を

選考する。 

三 総長への推薦 審査委員会は，第二次審査により選考した候補者について，総合的に

評価の上，総長に推薦する。 

 

 （受賞者の決定） 

第 6 総長は，第 5 第 3 号の規定に基づき審査委員会から推薦のあった候補者について，名

古屋大学教育分科会（以下「教育分科会」という。）の議を経て，2 名以内の岡本若手奨励

13



賞の受賞者を決定する。 

 

 （雑則） 

第 7 この申合せに定めるもののほか，岡本若手奨励賞候補者の審査，選考等に関し必要な

事項は，教育分科会の議を経て，別に定める。 

 

   附 則 

この申合せは，平成 年 月 日から実施する。 

 申請資格について、平成 31 年度に限り、第 3 条第 3 項の規定にかかわらず、平成 28 年 4 

月以降から平成 31 年 3 月までに本学の博士学位を授与された者を対象とする。 
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脳の動作原理を解明する
1４:０0 - 

上川内 あづさ
理学研究科  

⽣命理学専攻、ニューロサイエンス研究センター

2019/0４/24名古屋⼤学 教育記者懇談会

資料３
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求愛歌 脳の神経回路
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ヒトの幼児のように、ショウジョウバエも
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晓栋

晓栋
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https://doi.org/10.7554/eLife.34348


第60回名大祭
令和元年6月13日(木)～16日(日)
第60回名大祭実行委員会総務局長
文学部3年 鶴喰貴也

資料４
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1. 第60回名大祭テーマ

2. 学術企画

3. テーマ企画

4. その他の実行委員企画

5. その他の企画
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第60回名大祭テーマ
•テーマ 「君、勇気ある？」

•テーマロゴ テーマを表現するロゴ

•マスコットキャラクター ふりゃあ

第60回を記念し制作第
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学術企画

講演会「障害と共に生きる～家族と専門家の視点から～」

 6月16日(日) 13:00～14:40 ＠IB館IB大講義室
講演者：堀田あけみ氏（椙山女学園大学教授）

発達障害についての理解を深める

総合企画
「ふりゃあからの挑戦状～名大の探偵

（プライベートアイ）～」

 6月15日(土) 第３グリーンベルト
学びを通して謎を解く子ども向け体験企画 41



テーマ企画

テーマ企画「総長と語る～君、勇気ある？～」

 6月15日(土) 13:00～14:20 ＠IB館IB大講義室
講演者：松尾清一氏（名古屋大学総長）

名大生の生の声を総長に直接ぶつける！！

名大祭公式サイトで質問募集中！

42



その他の実行委員企画
オープニング

古本市

縁日

盆

43



その他の企画

フリーマーケット

模擬店

有志企画 44



ご静聴ありがとうございました
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20190424 資料

Tongaliシンポジウムと
ビジネスプランコンテスト開催概要

名古屋大学
学術研究・産学官連携推進本部
人材育成・情報発信G
URA 岡部周平

資料５
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Tongaliの実施体制（東海地区産学連携大学コンソーシアム）

東海地区にある 国立大学
名古屋大学、豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、

三重大学、岐阜大学
が形成する東海地区産学連携大学コンソーシアム

各大学の得意とする分野、および特徴あるプログラムを共有・提供 247



文部科学省次世代アントレプレナー育成支援事業（EDGE-NEXT）

3

事業の目的
次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）は、EDGEプログラム
に採択された大学をはじめ、これまで各地の大学で取り組まれてきた
アントレプレナー教育で得られた成果や課題を踏まえて、大学等の研究
開発成果を基にした起業や新事業創出に挑戦する人材の育成、関係者・
関係機関によるベンチャー・エコシステムの構築を目的としています。

Tokai-EDGE（Tongali）プログラム
「Tokai network global leading innovators」
東海地域で起業するという蓋然性を高めることを目的として、
アントレプレナーシップ教育、アントレプレナー育成、STARTUP支援
を実施するプロジェクト
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ベンチャー支援制度の全体概要

●●●●
起業家マインドの醸成

●●●●
起業知識・スキルの習得

●●●●
起業実践

●●●●
産学連携

●●●●
グローバル展開

自身のアイデアや技術シーズを基に、起業・社会実装するまでを
シームレスに進められるプログラム 449



アントレプレナーシップ教育（共通プログラム）

5

年度から、東海 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、
名古屋大学）で、共通プログラムを開始。 年度には、 － に採択を受け、
プログラムの充実を図っている。
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6

（株）オプティマインド （名大、 情報学研究科）

を用いた各種産業へのシステム提案

（株） （名大、農学部）

食のクラウドファンディング

（株）マップフォー （名大、情報科学研究科）

自動運転用地図

（株） （名大、工学研究科）

（株）シナスタジア （名大、情報科学研究科）

仮想空間ゲーム

（株）ヒューロビント （岐大、工学部）

プロトタイプ・ロボット製作、工学教室。

（株） 国際医療コーディネーター

（名大、医学研究科）

海外からの医療滞在のマッチングサービス

（株） （岐大、工学部）

製造業を対象とした、機械学習によるソリューション

（株）トライエッティング （名大、工学研究科）

データ解析・コンサルティング事業

（株） （名大、医学系研究科）

生活習慣改善支援プログラム

（株） （情報文化学部）

留学生のアルバイト・就職マッチング

（株）センスフォー （情報科学研究科）

自動運転用センシング技術
（株）キスモ （情報文化学部）

を活用した教育システム
（株） （情報科学研究科）

データの解析に関する業務全般

（株） （名工大）

（株） （豊橋技科大、機械工学）

（株） （名大、工学部）

大学というコミュニティを対象とする総合プラットフォーム

（合） （名工大）
ソフトウェア開発の受託業務とコンサルティング

（株） （名大、情報学研究科）
音楽に焦点をあてたプラットフォーム事業

合 （名大、医学研究科）
医療系ソフトウェア及びデバイスの研究開発

（株）ブレインフォー （名大、情報科学研究科）

自律ナビ

データマ（株） （名大、工学研究科）

を用いたイベント開催サービス

（会） （名工大、建築・デザイン工学科）

商業デザインなどの企画、制作

近年に起業した学生発ベンチャー
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Tongaliシンポジウム

7

 対象：東海地区の大学および大阪大学の
学部生・院生・ポスドク・卒業生・高校生

 プログラム
 基調講演

GROOVE X 株式会社 代表取締役 林要氏

 トークセッション
株式会社オプティマインド 代表取締役 松下健氏
株式会社エブリー 代表取締役 吉田大成氏

 イノベーターズトーク
10名の若手起業家、実務家をお呼びし
少人数で話をする機会を設定

52



Tiongaliビジネスプランコンテスト２０１９

8

 対象：東海地区の大学および大阪大学の
学部生・院生・ポスドクが代表のチームまたは個人

 優秀賞
 １チームにつき４０万〜８０万円の活動支援金

 学内外のコワーキングスペースの１年間利用権
 Tongaliハウス、なごのキャンパス

 海外でのピッチイベント挑戦権
 愛知県と連携してテキサスでの海外研修

 スポンサー賞
 10社の企業様よりサポーター賞の提供
 副賞とメンターサポート
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Sonoligo
名古屋大学大学院情報学研究科M2

遠山寛治

資料６



Sonoligo 2018年10月に設立した文化×ITの 
名古屋大学発のスタートアップベンチャー 

音楽・芸術・スポーツを包括した 
文化に焦点が当てられた社会を目指します。役員 3人

社員数 4人



代表取締役社長 CEO 兼 エンジニア 
遠山寛治 

1994年生まれ、愛知県刈谷市出身。 
中学時からサックスをはじめ、ソロコンクールで全国大会優勝を含む、
多数のコンクールで入賞。名古屋大学工学部を卒業し、同大学大学院情
報学研究科に進学。大学時には、国際コンクールの本選にも出場した。 
在学中、トビタテ日本代表プログラムに選出され、ドイツのミュンヘン
工科大学に一年間の留学を経験。帰国後、株式会社Sonoligoを設立。
現在、名古屋大学大学院を休学中。

代表の紹介
Sonoligo



Vision
最高の感動体験を。 

もっと身近に、全ての人に。



文化が生活に浸透した世の中にしたい。

Sonoligo
目指す世界

文化イベントへ人が集まり、より豊かな社会にしたい。



「文化イベントに行く。感動する。生活がもっと豊かになる。」 
感動体験の機会を提供するプラットフォーム + サービス提供企業

文化イベントが集約された 
プラットフォームの提供

プラットフォーム運用事業

文化イベントへ気軽に参加できる 
サブスクリプションサービスの提供

月額定額制イベント参加サービス

より魅力あるイベントが登録され 
プラットフォームの価値を高める

魅力あるイベントをアピールできる 
場所を提供する

プラットフォーム

企業が導入しやすい形の 
イベント参加サービスを提供

企業向けイベント参加サービス

Sonoligo

各種サービス

サービス内容
Sonoligo



「月額制でイベントに行ける」 
Sonoligo Premiumの説明



毎週文化イベントに行ける定額サービス

Sonoligo
Sonoligo Premium

✓月額2,980で月4回イベント参加が可能 
✓ワンクリックで簡単に予約 
✓スマホだけで入場可能



イベント主催者様のメリット



Sonoligo
イベント主催者様のSonoligo Premiumのメリット

80%以上の確率で新規の
お客さんが来る。

アンケートを自動集計で 
見えなかったお客さんの声が明確に。

イベント来場者数に応じて報酬が発生します。 
新しい収益を生むことが可能に。

ファンへ半永久的にイベント
情報を自動で届けれる。

￥0
導入費用や月額費用は一切いただきません。 
無料でSonoligoをご利用いただけます。



音楽・舞台 スポーツ

- 提携済 - 提携済
Fリーグ（フットサル） 
名古屋オーシャンズ

なでしこリーグ（サッカー） 
NGU名古屋ラブリッジ

- アタッチ済み

Jリーグ（サッカー） 
名古屋グランパスエイト

名古屋市文化振興事業団 
（芸術創造センター、各区の文化小劇場、
名古屋能楽堂などの計二十施設）

ブルーノート名古屋 
ヤマハ名古屋店 
セントラル愛知交響楽団 
株式会社メニコンビジネスアシスタント 
音楽事務所2社 
ドルチェ楽器名古屋店 
ライブハウス2店舗

芸術・その他

参加団体増加中！（主な参加団体 ※名古屋のみ）
Sonoligo

美術館を中心に展開予定



あるジャンルの 
顧客の求める価値

あるジャンルの 
イベントが 
提供する価値

そのジャンルの市場

音楽 美術 スポーツ

✓各ジャンルが連携を取れていない 
✓各ジャンルの成長は頭打ちになる

..

音楽 　美術 スポーツ

音楽 美術 スポーツ

..

..

「文化イベント」としてジャンルを統合し 
ジャンルを超えてお客さんが足を運ぶ。

Sonoligo
どうして新規お客さんが高確率で来るのか？

現在 Sonoligo導入後



Sonoligo
会社への福利厚生、学校への導入でもっと文化を身近に。

新しいライフスタイルを。

音楽、スポーツ、アートなど 
好きなイベントが選べます。 

働き方改革の昨今、定時帰りにフラッと 
イベントに参加することが可能に。 

生でイベントを体感することで感性を育みます。

地域の文化貢献につながります。

イベントに参加することで、 
音楽家、アーティスト、スポーツ選手たちの 

貢献につながります。 

地域の文化を育てる、そんなことをもっと身近に 
するサービスです。



!14

文化版ミシュランを目指す。

- Sonoligoが文化イベントを評価・発信 
→各分野のトップレベルの実力者によるイベントの評価 + 星付け 

　→分野間を超えた今まで取りきれなかった行動データを解析

文化版のミシュランを目指す＆5年以内にユニコーン企業に。
Sonoligo

2025年にユニコーン企業に。

文化に関わる人、場所、イベントの 
圧倒的な登録データ

利用者がいつどこにどれだけ足を運んだかという 
分野間と超えた行動データ＋



資料７

日程 時間

1 2019年4月24日（水） １４：００～

2
2019年5月28日（火）

（議題を固定せず懇談形式）
１６：００～

3 2019年6月26日（水） １４：００～

4 2019年７月16日（火）　※ １７：３０～

5 2019年9月24日（火） １４：００～

6 2019年11月27日（水） １４：００～

7
2020年1月28日（火）

（議題を固定せず懇談形式）
１６：００～

8 2020年2月26日（水） １４：００～

平成31年度教育記者会との定例懇談会開催予定日

※7月16日（火）は定例懇談会はありません。
　教育研究評議会メンバーの納涼会に合わせて、
　17:30～情報交換会を開催します。
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資料８

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

4/26日(金)、
13日(月)、
20日(月)、
27日(月)、

役員会

21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)

8日(水) 教授会(環境学研究科)

15日(水)
教授会(人文学部・人文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、経済学部・経
済学研究科、医学部・医学系研究科、国際開発研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

22日(水)
教授会(法学部・法学研究科、情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、多元数
理科学研究科、宇宙地球環境研究所)

23日(木) 教授会(創薬科学研究科)

24日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

29日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、国際開発研究科、未来材料・システム研究所、
総合保健体育科学センター)

31日(金) 教授会(環境医学研究所)

名古屋大学　令和元年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

12月4日(火)～
4月30日(火)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「明治～昭和初期の名大医学
部生」

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)
内容：所蔵する史料の中から明治～昭和初期の名古屋大学医学
部(前身校を含む)の学生の講義ノートや学生証、カリキュラム、卒
業アルバム、 写真等を展示公開する
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

3月2日(土)～
4月28日(日)
(日・月曜日休
館、4月28日特
別開館)

第30回日本医学会総会2019中部
「医学史展－近代医学の幕開け
から現代まで－」

場所：博物館スポット展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月1日(月)～
5月16日(木)
(土・日・祝日閉
館)

博物館サテライト展示
「博物館友の会 写真サークル写
真展(前期)」

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25日(木)、
5月17日(金)

大学院生のための
キャリアガイダンス

場所：理学部B館3階B319
時間：12：00～13：00
対象：大学院生、ポスドク
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
052-747-6790

4月27日(土)、
6月15日(土)

理学研究科物質理学専攻(化学
系) 2019年度大学院入試説明会
＆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(両日とも同じ内容)
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

4月27日(土)

環境学研究科社会環境学専攻地
理学講座
映画「I Am Rohingya -A Genocide
in Four Acts-」上映会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：30～16：40
講演題目：「バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプ」
講演者：杉江あい(高等研究院)
内容：カナダ在住のロヒンギャ難民が演劇を通じて迫害の経験を世
界の人々に伝えようと奮闘するドキュメンタリーの上映。バングラデ
シュで現在も劣悪な環境に暮らすロヒンギャ難民の現状について
現地調査をもとに講演
定員：60名
対象：一般(小さなお子様連れの方のために別室でも同時上映)
参加費：無料

高等研究院　杉江あい
agnes2aisha@gmail.com

5月7日(火)～
17日(金)
(土・日曜日休
館)

8th Exhibition of ITbM Gallery
"Flora & Fauna in New Zealand"

場所：ITbM1階エントランスホール
時間：9：30～19：30
内容：Daniela Palandreによるボディペイントと写真の融合作品を展
示
対象：本学構成員、一般
入場料：無料

[ライブ・ペインティング]
時間：10：00～12：00(火曜日)、16：00～18：00(水曜日)

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
特任助教　髙橋一誠
052-747-6843

5月8日(水)
第96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：「安政東海地震とディアナ号」
講演者：都築充雄(減災連携研究センターエネルギー防災寄附研
究部門准教授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

5月10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
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5月11日(土)、
5月18日(土)、
5月25日(土)

多元数理科学研究科、情報学研
究科数理情報学専攻
大学院入試説明会

場所：多元数理科学棟5階509講義室(5/13)、京都府立総合社会福
祉会館ハートピア京都4階第4会議室(京都市中京区)(5/18)、東京
八重洲ホール2階201大会議室(東京都中央区)(5/25)
時間：14：00～15：30
対象：数理系の学部4年生・修士課程2年生および他の学年、 他の
学科・研究科の学生

多元数理科学研究科
052-789-2429

5月11日(土)
創薬科学研究科
大学院入試・進学説明会

場所：農学部講義棟3階第3
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・2年
生・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11日(土)
理学研究科生命理学専攻
2020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(日)、
26日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第31回医学部、第32回情報学部

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：「なぜ人は白血病になってしまうのか？」(5/12)
講演者：早川文彦(医学系研究科准教授)
講演題目：「コンピュータ科学の医学分野への挑戦－画像処理研
究が医学をどのように変えるのか？」(5/26)
講演者：森　健策(情報学研究科教授)
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23日(日)、6月30日(日)、7月7日(日)、8月25日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

5月18日(土)、
19日(日)

第61回地球教室－フィールドセミ
ナー－「博物館の収蔵庫と野外で
深海の地層と化石を調べよう！」

場所：博物館(5/18)、南知多の海岸(愛知県南知多市)(5/19)
時間：13：30～16：00(5/18)、9：00～16：00(5/19)
内容：深海でできる地層の特徴や化石の観察方法を学ぶ
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

博物館事務室
052-789-5767

5月18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

5月18日(土)
第4回Tongaliシンポジウム
「トンガることを恐れるな！」

場所：ミッドランドスクエア8階東海東京証券ホール(名古屋市中村
区)
時間：13：00～18：30
講演題目：「『情熱×テクノロジー』から生まれる世界に通じるプロダ
クトとは？」
講演者：林　要氏(GROOVE X株式会社代表取締役)
内容：講演、トークセッション、イノベーターズトーク、他
定員：120名
対象：東海地区の大学および大阪大学の学生・ポストドクター・卒
業生、高校生
参加費：無料(情報交換会は1,000円、学生：500円)

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

5月20日(月)～
6月28日(金)
(土・日・祝日閉
館)

博物館サテライト展示
「博物館友の会 写真サークル写
真展(後期)」

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22日(水)
Tongaliプロジェクト
「社会起業を学ぶセミナー2019」

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：13：30～17：00
内容：講演、フリーディスカッション
対象：学生、教職員
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
052-747-6476

5月25日(土)～
7月13日(土)
(日・月・祝日・
第2第4火曜日
休館)

減災館第26回特別企画展
「昭和東南海地震の真実」

場所：減災館2階
時間：13：00～16：00
監修：武村雅之(減災連携研究センター教授)、都築充雄(同准教
授)、山中佳子(環境学研究科准教授)
内容：クラウドファンディング事業「昭和東南海地震」の成果報告と
して特別企画展を開催
対象：一般
入場料：無料

[スペシャル・ギャラリートーク](5/25)
場所：減災館1階減災ホール
時間：14：15～
講演題目：「昭和東南海地震の真実」
講演者：武村雅之(減災連携研究センター教授)
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

5月28日(火)～
10月19日(土)
(日・月曜、8月
13日、14日休
館)

第25回博物館特別展
名古屋大学創立80周年記念
「名古屋大学キャンパスミュージ
アム展」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
内容：東山キャンパスに残された自然や建築物をはじめ本学のユ
ニークな教育・研究などを幅広く紹介する
入場料：無料

［第60回名大祭研究室レクチャー「名大博物館ギャラリートーク」］
(6/13～16)
時間：11：00～、14：00～(6/14～16)
講師：梅村綾子(博物館研究員)

博物館事務室
052-789-5767

5月29日(水)
第25回博物館特別展関連企画
博物館野外観察園見学・
電子顕微鏡観察会

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

博物館事務室
052-789-5767

6月1日(土)
Tongaliビジネスプランコンテスト
2019

場所：名古屋インターナショナルレジェンドホール(名古屋市中区)
時間：13：00～17：00
内容：ビジネスプランに関する7分間のプレゼンテーションを行った
後、審査員より5分間の質問時間を設ける

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

6月1日(土)
環境学研究科
大学院説明会2019

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～
内容：総合説明会、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

6月1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・研究室別説明会

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
052-789-2402

6月1日(土)
第25回博物館特別展関連企画
「仮説をあつめた本をつくる」

場所：博物館3階小展示室
時間：13：00～16：00(随時参加可能)
講師：フジマツ(アートプログラムユニット)
内容：博物館や東山キャンパスでみつけたちょっと気になるものが
一体なんなのか「もしも、たとえば、もしかしたら」といろいろ考え
て、みんなで本をつくる
対象：小児～一般(未就学児は保護者同伴)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月8日(土)
第25回博物館特別展
関連トークイベント

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：30
講演題目：「名古屋大学の最新研究『球状コンクリーションの謎』」
講演者：吉田英一(博物館教授)
定員：50名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767
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6月13日(木)～
16日(日)

第60回名大祭「君、勇気ある？」

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

[テーマ企画「総長講演会」](6/15)
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：13：00～14：20
講演テーマ：「総長に聞く－君、勇気ある？－」
講演者：松尾清一(本学総長)
参加料：無料

[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：13：00～14：40
講演題目：「障害と共に生きる－家族と専門家の視点から－」
講演者：堀田あけみ氏(椙山女学園大学教授)
参加料：無料

教育推進部学生支援課
052-789-2164

6月15日(土)
サイエンスカフェ名古屋大学の地
球環境科学

場所：理学部E館1階講義室(101号室)
時間：13：00～14：00
講演題目：「はやぶさ2の最新成果」
講演者：諸田智克氏(東京大学准教授)
内容：講演、講師たちと歓談
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

環境学研究科
准教授　城野信一
052-789-3556
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Nagoya University Medical Museum 
Small Exhibit 19th 

明治～昭和初期の

名大医学部生 

２Ｏ１８ １２．４ ＴＵＥ - ２Ｏ１９ ４．３０ ＴＵＥ 

名古屋大学附属図書館 医学部分館 ２階入口ホール 
問合せ先： 名古屋大学附属図書館医学部分館 

名古屋市昭和区鶴舞町６５ 

ＴＥＬ Ｏ５２－７４４－２５Ｏ５ 

２Ｏ１９年４月１６日（火）１４：ＯＯ－１５：３Ｏ予定 （名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室１ ） 

（タイトル未定） * 詳細が決まり次第、医学部分館ＨＰ等でお知らせします

平日 ９：ＯＯ－２Ｏ：ＯＯ   １月７日、２月２０日－３月９日は９：ＯＯ－１７：ＯＯ 

土   １３：ＯＯ－１７：ＯＯ ２月２０日－３月９日の土曜日は休館日 

休館日 日・祝日・年末年始は休館 

ミニ展示会

入場無料 

特別講演会 羽 賀 祥 二 （名古屋大学名誉教授） 
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明治～昭和初期の名大医学部生      は、名古屋大学医学部史料室（附属図書館

医学部分館４階）に所蔵している近代医学黎明期の史料の中から、明治～昭和初期の名古屋

大学医学部（前身校を含む）の学生の講義ノートや学生証、カリキュラム、卒業アルバム、 

写真等を展示公開します。明治維新以降、日本の医学界では、伝統医学とされてきた漢方 

医学を抑え、西洋医学を本流として、教育制度が整備されていきました。明治～昭和初期の

日本は、度重なる戦争や大恐慌、濃尾地震等の大災害があり、まさに激動の時代でした。 

名古屋大学にとっても、洋医学校の発足から帝大医学部へ紆余曲折を経ながら発展して 

いった時期にあたります。このような中で、名古屋大学医学部の先輩達が、どのように学生

生活を送り医学を修めていたか、史料から垣間見える様子から想像してみてはいかがでしょ

うか。 

また展示期間中に、特別講演会（後日 HP等で詳細発表）も開催予定です。ぜひご来場くだ

さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   近代医学の黎明デジタルアーカイブ

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

 資料ご寄贈のお願い 

みなさまがお持ちの医学・医療史に関連する資料がありましたら、 

ぜひご寄贈いただきますよう、お願いいたします。 

hhh

 

名古屋大学医学部史料室は、附属図書館医学

部分館の４階にあります。 

医学部史料室では、名古屋大学の源流である

明治４年の名古屋県仮医学校設立前後の史料を

中心とし、東海地方の医学の歴史的発展過程、さ

らに広く医学・医療史に関係する古医書、歴史的

医療器具、古写真、絵画等を所蔵しています。 

名古屋大学医学部史料室に所蔵している

史料をデジタル化し、「近代医学の黎明デジ

タルアーカイブ」として、インターネットで公

開しています。ぜひご覧ください。 

ミニ展示会 
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地下鉄名城線
名古屋大学駅
2番出口

至本山

名古屋大学博物館

山手通1

名大南

名古屋大学前

入館
無料

3月2日

開催
期間

会場

3月2日●～4月28日●土 日
2019年

◎10:00～16:00（入館は15:30まで）

◎お問合せ TEL:052-789-5767

◎休館日／日曜・月曜（4/28除く）

名古屋大学博物館（名古屋市千種区不老町）

会場

日程 13:30 -14:30

名古屋大学博物館 講義室

■主催／第30回 日本医学会総会 2019 中部   ■協力／内藤記念くすり博物館

そ
の
扉
を

開
い
た
の
は

誰
か
?

日
本
と
世
界
の
医
学
の
リ
レ
ー

土

第30回 日本医学会総会 2019 中部

近代医学の幕開けから現代まで

医学史展
『蔵志』 名古屋大学附属図書館医学部分館 所蔵

『愛知県公立病院外科手術の図』 
名古屋大学附属図書館医学部分館 所蔵 『解体新書』内藤記念くすり博物館 所蔵

◎講演者：

福田 眞人先生
●名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科科長・教授
●名古屋大学名誉教授　●東華大学客員教授　●オックスフォード大学医学史研究所客員研究員

◎講演タイトル：

「病気の歴史：結核と梅毒」

［開会特別講演］
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技術の進歩や最新の研究は様々な領域において未来の医療の扉を開こうとしています。

医学・医療は社会とともに私たちの暮らしの中にあり、健康福祉にかかわるあらゆる活動と

つながっています。その医学の歴史は、どのようにはじまり現在に至っているのでしょうか?

本 展 示では、医 学 の 歴 史 的 事 実・発 見を日本と世 界を合わせて時 系 列に紹 介します。

16世紀、ヨーロッパで近代化に進みだした医学が日本に到達したのは18

世紀の江戸中期頃です。人びとは、写実的な西洋解剖図に驚き、西洋医

学への関心が一気に高まります。実証的で科学的な西洋医学はその後も

発展を続け、漢方が主流であった日本も西洋医学へと大きく舵を切ります。

19世紀後半、医学は科学や研究技術・施設などの発展により大変革期を

迎え始めます。感染症の原因となる細菌の発見やワクチンの開発など、こ

の時代は現代医学の基礎を作ったといわれます。日本でも、明治維新後の

医学教育の普及とともに多くの優秀な人材が輩出し、さまざまな研究成果

と発見が開花します。

20世紀は科学とその応用技術が緊密に結びつき、物理学や生物学ととも

に医学研究も急速な発展をとげます。個々の疾病に劇的に作用する技術

が求められ、より専門的な研究が進められました。また、病院を中心とした医

療が主体となり、的確な診断と確実な治療のために、様々な診断・医療機

器が開発されました。

ノーベル賞を受賞した日本人はこれまで 26 人で、その内医学生理学賞

は 5 人です。日本人の医学研究は戦前からも注目されていましたが、 20

世紀後半には国際的にも高く評価されるようになり、今や世界の医学発

展に及ぼす貢献は大きいと思われます。

Ⅰ.近代医学の夜明け（ルネサンス～19世紀半ば）

Ⅱ.医学研究の発展（19世紀後半～20世紀前半）

Ⅲ.医療への応用と深化（20世紀）

Ⅳ.ノーベル賞受賞者とその研究
（20世紀後半～21世紀にかけて）

『ファブリカ』 

ペスト菌を発見した
北里柴三郎

名古屋大学附属図書館
医学部分館 所蔵

初期のレントゲン写真
金沢工業大学
ライブラリーセンター 所蔵

出典 Wikimedia Commons

桐原教授と軟性胃鏡
名古屋大学附属図書館
医学部分館 所蔵

『解体新書』 
内藤記念くすり博物館 所蔵

高橋信次の発明した
回転横断撮影装置のひとつ
長縄慎二 教授
（名古屋大学医学部量子医学分野）所蔵

関連展示 こちらもぜひご来場ください。
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日時： 年 月 日（土） 開場
場所：名古屋大学環境総合館１階レクチャーホール
アクセス：地下鉄名城線「名古屋大学」下車２番出口

Date: April 27th, 2019 (Sat) Venue Opening: 13:00-
Venue: Lecture Hall, Graduate School of 

Environmental Studies 1F, Nagoya University
Access: http://www.env.nagoya-u.ac.jp/english/access/index.html

プログラム Program：

13:30-15:30 映画上映 Movie screening in English with Japanese subtitles

15:30-15:50 休憩 Break

15:50-16:10 講演「バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプ」
      杉江あい（名古屋大学高等研究院*）*2019年4月1日より

Lecture in Japanese with PPT in English 

                        ‘Rohingya refugee camps in Bangladesh’ 
                         Ai Sugie (Nagoya University)

16:10-16:40 質疑応答 Q&A

                         in Japanese and English

参加無料 Free Admission 

問い合わせ Contact: agnes2aisha@gmail.com
主催：名古屋大学大学院環境学研究科

地理学講座
後援： 駐日事務所 国連 協会

知ってください、私たちのこと、 
私たちが経験した悲劇を ―  

Please know about us,
and about our tragedy ―

映画「アイ・アム・ロヒンギャ」上映会
The screening of ‘‘I Am Rohingya –A Genocide in Four Acts– ’’

環境総合館 
Graduate school of
Environmental Studies

地下鉄2番出口 
Subway Exit 2

八事 Yagoto

本山 Motoyama
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展示コンセプト：
人の手はとてもユニークです。創造し、破壊もします。柔らかく、
優しくもあれば、残酷で暴力的でもあります。
人の手は地球上で最も美しい芸術作品を生み出しましたが、歴史
上最も無慈悲な戦争も起こしました。私たちは皆、自らの行動を
認識するべきであり、地球の生命にも敬意を払うべきです。
私はこの地球上の自然と生き物の美しさを、ニュージーランドで
撮影したハンド・ペイントを通じて表現したいと思います。

アーティスト紹介：
私の名前はラ・マーノです。スペイン語とイタリア語で「手」と
いう意味です。私はいつも絵を描くことが好きでした。10 年前に
フランスでフェイス・ペイントを始め、学園祭やチャリティーイ
ベント等でペイントをしてきました。ハンド・ペイントは３年前
に来日してから始めました。スペースの限られた日本において、
私の手はとても小さなキャンバスであり、常に私と共にあります。

The 8th Exhibition of

Daniela
Palandre
Flora & Fauna
in New Zealand

火曜日　10:00 - 12:00

木曜日　16:00 - 18:00

ライブ・ペインティング

2019年5月7-17日
平日 9:30-19:30，入場無料
名古屋大学 ITbM 1F エントランスホール

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）
ウェブサイト : http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/itbm-gallery/ 80



建築構造学者 都築　充雄 さん

名古屋大学減災連携研究センター

エネルギー防災寄附研究部門准教授

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
2019. 5. ８（ 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
研究プロジェクト」との共催で実施しています。

げんさいカフェ
【第 96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。
今回のカフェは「令和」になって最初の開催となります。過去には大災害などをきっ
かけに元号が変えられる「災異改元」がありました。1854 年にこの地方を襲った安
政東海地震も「嘉永」から「安政」に改元されるきっかけとなったとされています。
時代の変わり目の大震災で実際に起こった元気の出るドラマをたどり、災害への心
構えを考えてみましょう。

安政東海地震とディアナ号

令和
最初
の

Gen Science Café
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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ろ
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）

2019年、「名大研究室の扉 in 河合塾」は6年目を迎えます。
普段は体験することのできない、名古屋大学や名古屋大学大学院で実際に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、やりがいを実感し、自分が進学した先で何を学びたいのかを
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、その先の大学院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

2014～2018年の「名大研究室の扉 in 河合塾」
（第1回～第30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

19-C52-316

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）

教育発達科学
研究科

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。

2019年 年間予定共催

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

教  授

教  授

准教授

教  授

講  師

教  授

医学系研究科

情報学研究科

工学研究科

理学研究科

法学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 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 12日 ●日

 5月 26日 ●日

 6月 23日 ●日

 6月 30日 ●日

 7月 7日 ●日

 8月 25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

医学部

情報学部

教育学部

工学部

理学部

法学部

なぜ人は白血病になってしまうのか？

“非常識”の教育学

超伝導の不思議な世界

行動の進化を神経回路から理解する

コンピュータ科学の医学分野への挑戦
―画像処理研究が医学をどのように変えるのか？―

憲法典は「憲法」ではない！？
―法を解釈するということ―

早川　文彦

森 　 健 策

内 田 　 良

生田　博志

石川　由希

大河内 美紀

第31回

第32回

第33回

第34回

第35回

第36回

はやかわ　　  ふみひこ

もり　　　　けん  さく

うち　 だ　　　   りょう

いく  た　　　ひろ  し

いしかわ　　　ゆ　 き

おお  こうち　  み のり
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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
　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。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
https://kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

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：4/1（月）

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 
https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/tokai/meidai/

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　名大研究室の扉

「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。

2019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。

2014～2018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：  8/18（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/17（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。

医進フェスタ 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！
（2018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。

凄く内容が濃かったので、

高校だけではなく、大学も

詳しく検索してみたいと

思いました。

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
COSMO 地下鉄
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名古屋駅

JPタワー
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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。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
https://kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

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。

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

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

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

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

0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

受付開始：4/1（月）

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

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

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

窓口 窓口申込
会場校舎の窓口にてお申し込みください。

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

●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。
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パソコン・スマートフォンから 
https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/tokai/meidai/

河合塾　名大研究室の扉

※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。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

教育発達科学
研究科

教  授

教  授

准教授

教  授

講  師

教  授

医学系研究科

情報学研究科

工学研究科

理学研究科

法学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 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 12日 ●日

 5月 26日 ●日

 6月 23日 ●日

 6月 30日 ●日

 7月 7日 ●日

 8月 25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

医学部

情報学部

教育学部

工学部

理学部

法学部

なぜ人は白血病になってしまうのか？

“非常識”の教育学

超伝導の不思議な世界

行動の進化を神経回路から理解する

コンピュータ科学の医学分野への挑戦
―画像処理研究が医学をどのように変えるのか？―

憲法典は「憲法」ではない！？
―法を解釈するということ―

早川　文彦

森 　 健 策

内 田 　 良

生田　博志

石川　由希

大河内 美紀

第31回

第32回

第33回

第34回

第35回

第36回

はやかわ　　  ふみひこ

もり　　　　けん  さく

うち　 だ　　　   りょう

いく  た　　　ひろ  し

いしかわ　　　ゆ　 き

おお  こうち　  み のり

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

第31回
医学部

日　　時：5月12日●日
会　　場：河合塾 千種校

なぜ人は白血病に
　　　なってしまうのか？

講 演 者：早川 文彦 教授
はやかわ ふみひこ

大学院生：・医科学専攻（分子細胞化学）
 ・リハビリテーション療法学専攻（理学療法学）

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）

血液細胞は、骨髄にある造血幹細胞が、
白血球や赤血球など特定の機能を持つ

細胞に成熟、つまり分化することによって作られています。
血液細胞の分化・増殖は、キナーゼによる細胞内シグナ
ル伝達や、転写因子による遺伝子発現調節などにより
制御されています。血液細胞の遺伝子の異常などにより
これらの制御に障害が起こり、正常に分化が起こらず、
異常に増殖するようになることで、白血病が起こります。
様々な遺伝子の異常により様々な様式で白血病は起き
ており、それを一つひとつ解明していく事が治療法の開
発のためにも重要です。そうした研究の一端を紹介します。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

2019年度　第31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。

19-C52-318
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2019年度　河合塾名大イベントの紹介（抜粋）

2014～2018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

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。

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。

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：  8/18（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/17（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。

医進フェスタ 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！
（2018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。

第31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
1968年生。愛知県知立市出身（岡崎北高校卒）
1993年名古屋大学医学部卒業
研修医、血液内科医としての勤務を経て、1996年名古屋大学大学院に入学し、
白血病の研究を開始。医学博士号取得の後、2001年からカリフォルニア州立大
学デービス校にてポスドク（博士研究員）。
2004年に帰国後、2005年から名古屋大学医学部附属病院血液内科にて診療
と研究に従事。
2010年同助教、2016年同講師。
2018年から現職。

主には以下の３点を中心に研究を行っています。
1.急性リンパ性白血病における遺伝子異常を同定し、その
遺伝子異常が白血病を発症するメカニズムを解明する。

2.白血病のモデル細胞、モデル動物を作成し、これらを用
いて白血病治療に有効な物質を探索する。
3.臨床研究を行い白血病に対する有効な治療法を探索
する。

Notch受容体によるシグナル伝達は、多細胞生物の発生や恒常性の維
持に重要です。このNotch受容体の異常により、様々な疾患が引き起こされ
ます。最近の生化学、遺伝学的解析から、Notch受容体が正しく働くために
は、Notch受容体タンパク質自体に結合する糖鎖修飾が必要であることが
明らかになってきました。しかしどのように糖鎖がNotch受容体を形作るかは
明らかになっていません。これを調べるために、高感度質量分析技術を用い
てNotch受容体の糖鎖修飾の構造解析に取り組んでいます。

（私立大学 生命医科学部出身）

新しい発見で新しい治療法や機器の開発に

つながるお話をうかがえて、楽しかったです。

大学院に行くことにより、

研究や活動がかなり深くなることを知り、

大学院に行く事に興味を持てました。

大学生活と大学院生活の違いが

わかりました。自分の興味が

あることを研究している姿が

楽しそうでした。

実際にどのように大学院生が

研究に取り組んでいるのかを

知ることができ、俄然受験勉強に

やる気がわいてきました。

●AIは今後どのように
　関わってくるか
●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...

早川 文彦教授 研究トピックス

大学院生 医科学専攻（分子細胞化学）研究内容 大学院生 リハビリテーション療法学専攻（理学療法学）研究内容

（高1生）
（高2生）

（高卒生）

（中学生）

私はリハビリテーション療法学専攻の博士課程に所属しており、主
に精神疾患のリハビリテーションに関する研究を行っています。人体は
左右のバランスがうまく取れたように見えるものの様々な左右差があり、
現在私は脳の左右差に関する研究をしています。作業療法士は精神
疾患だけでなく、認知症や脳卒中の方などのリハビリテーションも行う
ため、分野に限らず様々な意見交換をしながら研究に励んでいます。

（名古屋大学 医学部保健学科出身）

研究開発の楽しさが伝わってきました。

思わぬ発見があったり、手作りで試作品を

つくったりするというような身近な感覚の話を

きくと、研究開発の実際の世界が魅力的だと

思いました。（高3生）

「やりたいことをやる」「興味がないとできない」

「自分との戦い」という言葉がすごく重く

感じました。大学に行くことの意味を、改めて

自分の中で考えたいと思いました。（高卒生）
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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。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
https://kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

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。

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

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

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

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

0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

受付開始：4/1（月）

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

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

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

窓口 窓口申込
会場校舎の窓口にてお申し込みください。

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

●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。

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

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

河合塾　名大研究室の扉

※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。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

教育発達科学
研究科

教  授

教  授

准教授

教  授

講  師

教  授

医学系研究科

情報学研究科

工学研究科

理学研究科

法学研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 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 12日 ●日

 5月 26日 ●日

 6月 23日 ●日

 6月 30日 ●日

 7月 7日 ●日

 8月 25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

医学部

情報学部

教育学部

工学部

理学部

法学部

なぜ人は白血病になってしまうのか？

“非常識”の教育学

超伝導の不思議な世界

行動の進化を神経回路から理解する

コンピュータ科学の医学分野への挑戦
―画像処理研究が医学をどのように変えるのか？―

憲法典は「憲法」ではない！？
―法を解釈するということ―

早川　文彦

森 　 健 策

内 田 　 良

生田　博志

石川　由希

大河内 美紀

第31回

第32回

第33回

第34回

第35回

第36回

はやかわ　　  ふみひこ

もり　　　　けん  さく

うち　 だ　　　   りょう

いく  た　　　ひろ  し

いしかわ　　　ゆ　 き

おお  こうち　  み のり

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

第32回
情報学部

日　　時：5月26日●日
会　　場：河合塾 千種校

コンピュータ科学の
　　　　医学分野への挑戦
－画像処理研究が医学をどのように変えるのか？－

講 演 者：森 健策 教授
もり  けんさく

大学院生：・複雑系科学専攻（情報学、農業情報）
 ・社会情報学専攻（情報学、観光情報）

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）

（情報学研究科）

本講演では、情報学・コンピュータ科学が
医学分野における諸課題にどのように挑戦

しているかを示したいと思います。コンピュータ科学と医学と
聞いて、ピンとこない人がいるかもしれません。しかしながら、
病院などでは大量のデジタルデータ（X線CT画像、内視鏡
画像、血液検査などの数値）が取得されています。これらの
デジタルデータから、診断や治療に必要な情報をコンピュー
タが取り出し、判断し、そして、示すことも、コンピュータ科学
の重要な役割です。今回の講演では、AI内視鏡やCT画像
解析技術などの開発経験を踏まえながら、コンピュータ科学
の魅力について医療支援の切り口から述べたいと思います。

共催

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。

19-C52-320

2019年度　第32回 情報学部
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2019年度　河合塾名大イベントの紹介（抜粋）

2014～2018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

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。

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。

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：  8/18（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/17（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。

医進フェスタ 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！
（2018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。

第32回 情報学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1988年  愛知県立旭丘高等学校卒業
1992年  名古屋大学工学部電子工学科卒業
1996年 9月 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻

博士後期課程修了
名古屋大学工学研究科計算理工学専攻講師、スタンフォード大学医学部脳神経外科客
員助教授などを経て、2009年９月名古屋大学情報連携統括本部情報戦略室教授。
現在、名古屋大学大学院情報学研究科知能システム学専攻・情報学部コンピュータ科学
科教授、ならびに、名古屋大学情報基盤センター長。画像処理技術とその医学分野におけ
る研究に従事。

画像処理技術、人工知能、機械学習など知能シス
テムと呼ばれる分野の研究を行っています。特に、医療
支援を念頭に置きながら知能システム分野の研究を進
めてきています。自動的に病変を分類し診断を支援す
るAI内視鏡やCT画像などから病変などを自動的に発
見する研究、そして手術を支援する知能システムの開
発を行っています。

近年、ロボット技術情報通信技術（ICT）を活用したスマート農業が注
目されています。経験や勘に頼った作業が多い農業への新規参入を促
すには、栽培ノウハウのデータ化が有効です。私は、機械学習手法に
よって生育環境データなどから数理モデルを作成し、植物工場で栽培す
るトマトの栽培作業日をより正確に予測する研究を行っています。最終
的には、この研究を応用して、植物工場の自動環境制御システムを作る
ことを考えています。　　　　　　 （名古屋大学 情報文化学部出身）

情報学部に入りたいと考えていたので、

とても参考になり、名大に入りたい

という気持ちが

一層強まりました。

大学や大学院ではどのようなことを

研究して、それがどのように社会で

役立つのかわかりました。

具体的な研究内容や大学院に

進学するに至る経緯を

なかなか聞く機会はないので、

とても良かったです。

●プログラミングに興味があるが、
　入学までに必要なスキルは
　ありますか
●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
●他学部との交流はありますか
●クオーター制について
●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...

森 健策教授 研究トピックス

大学院生 複雑系科学専攻（情報学、農業情報）研究内容 大学院生 社会情報学専攻（情報学、観光情報）研究内容

（高1生）

（高2生）

（高卒生）

（高3生）

社会情報学という分野では、発展する情報社会を分析し、実際に社
会に役に立つ情報システムをデザインすることをめざしています。私は、
中でも地域観光という視点から、地域の観光資源を活かすための情報
技術を応用する研究を行っています。例えば、全国には文化財と呼ばれ
る歴史的に重要な建物が多くありますが、それらは十分に活用されてい
ません。文化財におけるプロジェクションマッピングの手法などを実証を
通して研究しています。　　　　　　（私立大学 情報理工学部出身）

情報学部で実際に

何をやっているか

知らなかったのですが、

今回の講演で知り、

勉強へのモチベーションを

あげることができました。（高3生）

情報学部の幅広さを

知ることができて

良かったです。（高卒生）

懇談会では、

調べてもわからないことを

質問することで

理解できました。
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◆受付 ： ： ～ ： 東館４階 大講義室前

◆全体説明会： ： ～ ： 東館４階 大講義室

「本研究科の目指すもの」 寳珠山 稔 保健学統括専攻長

リーディング大学院「ウェルビーイング アジア」の概要

◆専攻別説明会： ： ～ ： 各専攻において研究分野の説明等を行います

・看護学専攻： 本館２階 第１講義室

・医療技術学専攻（医用量子科学分野）：                 本館２階 第２講義室

・医療技術学専攻（病態解析学分野）： 本館２階 第３講義室

・リハビリテーション療法学専攻（理学療法学分野）： 本館２階 第４講義室

・リハビリテーション療法学専攻（作業療法学分野）： 本館２階 第５講義室

■ お問い合わせ先

名古屋大学医学部・ 医学系研究科

大幸地区事務統括課教務学生係

名古屋市東区大幸南

■ 交通案内

＜地下鉄利用＞

名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅（①番出口）

または「砂田橋」駅（①番出口）徒歩8分

＜JRまたは名鉄利用＞

「大曽根」駅から徒歩20分

「大曽根」駅からゆとりーとライン「砂田橋」駅下車徒歩5分

「矢田」駅から徒歩9分

【会場：名古屋大学大学院医学系研究科 大幸キャンパス】

201920192019年年年

555月月月181818日日日(((土土土)))

WEBページ上に本研究科教員紹介・シラバスがありますので是非ご覧ください。  

http://www.met.nagoya-u.ac.jp/

大学院入学を検討されている方が対象です。  

事前申込不要ですので、受付に直接お越しください。  
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「学生時代から始め
る

スタートアップ！」
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社会起業を学ぶセミナー

日時日時：： 年年 月月 日日（水）（水） ––

会場：名古屋大学

３ 大会議室

内容：第一部：講演
第二部：フリーディスカッション

対象：大学院生・学部生・教職員

主催： プロジェクト（東海地区産学連携大学コンソーシアム）

・・・・・・・・講演者・・・・・・・・
株式会社 坂ノ途中

代表取締役

小野 邦彦 氏

合同会社
代表

廣中 桃子 氏

様々な社会的課題に取り組み、社会の変革に挑む社会起業家。「 とんがり プロジェクト」では、

昨年度から、社会起業家を目指す学生さん、研究者の方々の支援を目的に、講演会やワークショップを

開催しています。今回は、海外と日本国内の地方における社会課題に対してご活躍の社会起業家の方

に、社会起業の面白さ、意義などについてお話し頂きます。また、本年夏に、計画しております、実践研修

についてもご説明致しますので、社会起業にご興味のある方、ぜひご参加ください。

連絡先・申込先
プロジェクト事務局

：
：

ホームページよりお申し込みください。
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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

TEL

Nagoya International 
LEGEND HALL
（愛知県名古屋市中区大須1-7-26）
地下鉄鶴舞線「大須観音」駅下車、4番出口徒歩１分

2019年4月22日（月）～5月7日（火）まで

下記ホームページより申請書をダウンロードの上、フォームよりお申し込みください。

東海地区および大阪大学の
学部生・院生・ポストドクターが
代表者で構成されるチーム、個人
１案につき

40～80万円×５チーム
※個人でもチームでも応募可能

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

（活動支援金使用後に成果報告書、会計報告書の
   提出が必要になります。）

※5/11（土）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）
   1F Idea Stoaにて予選会を開催予定です。

 6/1
13:00～17:00
（ 17時～18時 情報交換会 ）

日
催
開

予定

土
2
0
19

場所

応募
資格

優秀賞

応募
期間

応募
方法

お問い合わせ 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。

参加者募集

　東海地区（愛知県・岐阜県・三重県）の大学および大阪大学のすべ
ての学部生・院生・ポストドクターを対象に、学生が持つ技術やビジネ
スシーズ・アイデアをもとに起業するプランを出し合うコンテストを開
催いたします。本コンテストで選ばれた優秀なビジネスプランは、様々
な賞とともに活動支援金最大80万円を授与します。また、メンターによ
るブラッシュアップや各種コンテストなどの参加を通して、確度の高い
ビジネスプランに仕上げ、今後のビジネスをサポートします。
多くの皆様のご応募をお待ちしております！

文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

「なごのキャンパスの
コワーキングスペース（仮称）」

一年間使用権

「Tongaliハウス」の使用権

テキサスでのピッチおよび
出展挑戦権

選ばれた方々は、

が得られます！
（予定）
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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

名古屋大学 大学院環境学研究科
大学院説明会  2019 
2019年 6月1日(土)  13:00～

場所 プログラム

お問い合わせ先

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

E

F

会場はこちら

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

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/

ES

NIC ITbM
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入試説明会会場は名古屋大学東山キャンパスの坂田・平田ホ
ール （理学南館） です。研究室別説明会で 4 研究室まで個別
に訪問できます。

自己推薦入試では自己推薦書・学部成績・面接による試験
で選抜します。物質理学専攻 （物理系） は若干名の理科教員
枠があります。出願前に志望研究室と連絡を取ってください。

入試説明会に来られない方は、 返信用封筒 （角形 2 号に 400 円切
手を貼り、返信先住所と宛名を記入したもの） を次の宛先まで送
付して出願書類をお取り寄せください。

〒464‒8602　名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院理学研究科　教務学生係
 

電話での問合せ：052‒789‒2402、 5756
 

入試情報・研究室情報の詳細 ：
https://www.phys.nagoya-u.ac.jp/entrance/

物性物理宇宙物理 生物物理

入試の情報はこちら

ATLAS Experiment © 2014 CERN

素粒子・ハドロン物理 太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学太陽・地球系科学

2019/6/1 入試説明会　　 13:00～13:30
研究室別説明会 13:30～18:00土

大学院入試説明会 ・ 研究室別説明会

自己推薦入試

一般選抜入試

6/24 月 金～28願書受付

7/13 土 日～14面接試験

7/29 月 水～31願書受付

8/21 水 金～23一般選抜試験

出願書類請求 ・ 問合せ先

2020 年度入学・博士前期課程

大学院生募集
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）
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徒歩5分

2019年6月15日（土）13:00～14:00

6    22

レクチャーホール

城野信一 
sirono@eps.nagoya-u.ac.jp
052-789-3556

はやぶさ2の最新成果
諸田智克 准教授（東京大学）

講演後は講師達とご歓談ください！

名古屋大学理学部E館 101号室

小惑星探査機「はやぶさ２」は今年の2月に小惑星リュウグウへ
の着陸に成功しました．その時に採取されたリュウグウのサン
プルを2020年に地球に持ち帰る予定です．
現在までに「はやぶさ２」によって何がわかったのか？どのよ
うなサンプルがえられたのか？それらのサンプルから今後どん
なことが明らかになるのか？「はやぶさ２」の科学目的と最新
の成果について紹介します．
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