
 

 

令和元年6月26日 

 

令和元年度第３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．世界屈指の研究大学へ！ 

   21世紀発明奨励賞受賞 

  ～ 『硬い鋼の超精密切削を実現！』 ～ 

  

社本 工学研究科

教授 

Ⅱ ハイライト 

 

２．名古屋大学創立 80周年記念 

～ 第25回名古屋大学博物館特別展 

名古屋大学キャンパスミュージアム展 ～ 

 

３．アフリカで猛威を振るう寄生植物ストライガを撲滅！ 

～ TICAD７に向けた提言「イノベーション・エコシステム

の実現をアフリカと共に」 ～ 

 

４．微細藻類によるCO2排出量の削減を！ 

 ～ 南アフリカ共和国での実用化を目指して ～ 

    

吉田 博物館教授 

 

 

 

松本 ITbM 特任

教授 

 

 

 

神田 工学研究科

助教 

Ⅲ 輝け！名大生 

 

５．第97回全日本選手権大会入賞！ 

 ～ 名古屋大学漕艇部女子ダブルスカル ～ 

 

 

６．2019日本学生陸上競技個人選手権優勝！ 

～ 名古屋大学陸上競技部男子 400mハードル ～ 

 

 

７．2019年度アジア高校生国際会議 

 ～ アジア架け橋プロジェクト ～ 

 

武田 生命農学研

究科准教授（漕艇

部部長）ほか 

 

永峰 情報学研究

科准教授（陸上競

技部部長）ほか 

 

附属高等学校 

三小田 副校長 

Ⅳ その他 ８．ウズベキスタン学長会議の開催について  ほか 

 

松尾総長 

 

 

 



国立大学法人 名古屋大学

大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 生産工学研究室
教授 社本 英二

『硬い鋼の超精密切削を実現！』

名古屋教育記者会との懇談会 研究成果報告
2019年6月26日

資料１



令和元年度全国発明表彰受賞報告 2019年6月10日

「超音波楕円振動切削技術の発明（特許第４９７３８２７号）」
２１世紀発明奨励賞 名古屋大学教授 社本 英二，他1名

２１世紀発明貢献賞 名古屋大学総長 松尾 清一

受賞式の様子
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産業における「切削」の重要性

樹脂部品（バンパー, インパネ等）: 
- 金型による射出成形
- 金型は切削によって製造

ブロック状金属部品 (エンジン, シャフト等): 
- 金型によるダイキャスト/鍛造で概略成形
- 金型は切削によって製造
- 切削による仕上げ

板状金属部品（ボディ等）: 
- 金型によるプレス加工で成形
- 金型は切削によって製造

自動車の例

工作機械によるボンネット金型の切削

工作機械によるカムシャフトの切削
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需要の高い鋼に対する従来の鏡面加工需要の高い鋼に対する従来の鏡面加工

切削の課題：硬い鋼に対する鏡面加工が困難

一般的なコーティッド超硬
合金工具（R0.4）の切れ刃

単結晶ダイヤモンド工具

鋭利な切れ刃 100μm

100μm

通常工具(超硬合金)

粗い切れ刃

手磨き (橋本産業，レンズ金型)

極めて鋭利な単結晶ダイヤ
モンド工具（R1）の切れ刃

ピックフィード方向

切削後の仕上げ面

鋼に対するダイヤモンド切削鋼に対するダイヤモンド切削

切込み（3.5µm）に等
しい激しい摩耗

問題：精度劣化，微細形状困難，
長時間，高コスト

問題：精密・微細加工用工具が需要の高い金属（Fe,W,Ni,Co,Mo,Cr等）に対し激しく摩耗

10mm

Rake face

Flank face

Tool wear

3.5m3.5m

工具摩耗

すくい面

逃げ面

粗い仕上げ面拡散現象による激しい摩耗

C
C

C

ダイヤモ
ンド工具

金型鋼
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楕円振動切削加工法

切削速度: 260 m/min, 切込み: 10 m,
直線/円振動, 振幅: 5 m, 周波数: 1.2 Hz

単結晶ダイヤモンド工具

被削材： 無酸素銅

仕上げ面

楕円振動切削による切りくず

通常切削
による切
りくず

基礎的な電子顕微鏡内切削実験
によるプロセスの直接観察

楕円振動切削加工プロセス

社本,他3名：楕円振動切削加工法(第4報) 工具振動システムの開発･･･,
精密工学会誌, 67‐11 (2001) 1871‐1877.

2001年精密工学会賞受賞

毎周期の酸素吸着膜生成に
よる拡散摩耗の強力な抑制

切削方向が変化
しても滑らかな
仕上げ面生成

切りくず流出方向
運動成分による摩
擦損失大幅低減

欠損の回避

Chip Tool

Workpiece

ダイヤ
モンド
工具

金型鋼

切りく
ず

O2

O2

O2
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実用化された超音波楕円振動切削装置と金型加工例

多賀電気(株)製39kHz超精密楕円振動装置
(株)アライドマテリアル製専用インサート工具

名古屋大学との共同研究プロジェクト成果

切削方向切削方向

被削材被削材
焼入れ鋼（焼入れ鋼（STAVAXSTAVAX））

超音波楕円振動子超音波楕円振動子

動力計動力計ミストノズルミストノズル

単結晶ダイヤ単結晶ダイヤ（（R1R1））

1 mm

W合金製ガラスレンズ金型加工例
(0.03-0.04 m Ry)

マイクロフレネルレンズ金型加工例

2007年精密工学会技術賞受賞
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社会貢献

本技術は産業界で最も川上に位
置し、装置1台で年数百個の金型
を製造し、さらに一つの金型は数
十万個の製品を量産する。
この連鎖を考慮すれば、社会への
実質的な貢献は極めて大きい。

・貢献している産業分野
本技術が貢献する社会ニーズの例
① 自動車用光学部品（LEDライト・

ヘッドアップディスプレイ部品など）
② 電気製品用光学素子（液晶導光板、

複眼レンズ、ホログラム素子など）
③ その他光学製品（各種レンズなど） トヨタ自動車 www.toyota.co.jp/

・具体例としての社会貢献
トヨタ、ホンダ、BMW、アウディ、VW等向けの車載LED光
学系、電気・医療機器メーカで各種光学部品（スマート
フォン・ディジタルカメラ用レンズ、フレネルレンズ、セン
サ光学系等）用の金型製造技術として適用

LED光学系部品用金型

ハイビーム防眩用金型

あいち次世代自動車イノベーション・エコシステム
形成事業 ～100年に1度の自動車変革期を支え

る革新的金型加工技術の創出～

本技術をコア技術の一つとして、文部科学省 H30 地域
イノベーション・エコシステム形成プログラムに採択

主に、磨きレス高精度微細金型・角隅を有する精密金型に利用され、
今後のものづくり産業を支える基盤技術として生活水準向上に貢献

200m2
m

液晶用導光板金型（外観と形状測定結果）

国内数十社、国外（台湾,中国,ドイツ,オーストリア,カナダ,
韓国）数十社で利用
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2020年完成予定
約1500m2

ホール 180席
講義室 60席ｘ3室
会議室 50m2

研究室 200m2

実験室 250m2

工作機械 2台

✔オークマ工作機械工学館

✔オークマ工作機械工学寄附講座
2015年～現在

工作機械の産学連携教育研究拠点
切削加工等を行う機械

✔オークマとの共同研究
2003年～現在
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9

ご清聴ありがとうございました！

超⾳波楕円振動切削によって⾦型鋼表⾯に創製した微細ハニカムパターン
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資料２
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名古屋大学・創立80周年

名古屋大学の前身校の発展に留めなく、愛知県に総合大学を設置することは地

域の人々の長年の願いでした。一貫してその必要性を政府に訴え、ついに1939

年（昭和14年）、全国にある七つの帝国大学の七番目に名古屋帝国大学の創立

が実現しました。

ここ東山キャンパスの土地は、地域の多大な尽力により開設となり、また巨額

の創設費は、全て愛知県からの寄附によりまかなわれました。

2019年（平成31年・令和元年）という節目となる年、ここ東山キャンパス

全体を博物館のように楽しんでいただけるよう想いを込め、

特別展「名古屋大学キャンパスミュージアム展」を開催！ 11



名古屋大学博物館 3階

名古屋大学の歴史

東山キャンパスの自然

東山キャンパスの建築

二か国語（日・英）対応

12



本特別展を通じて、

名古屋大学および東山キャンパスの歴史を振り返りながら、

我々の未来社会に思いを馳せていただくとともに、

是非とも「キャンパスミュージアムマップ」をお手に取り、

現在のキャンパスを探索する機会としていただけたら幸いです。

日本語版 英語版
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日時 イベント名

5月29日（水）
13：00～15：00

体験イベント「野外観察園見学・
電子顕微鏡観察会」

6月1日（土）
13：00～16：00

ワークショップ「仮説を集めた本
をつくる」

6月8日（土）
13：00～16：00

トークイベント「球状コンクリー
ションの謎」

6月13日（木）～16日（日）
11：00、14：00

ギャラリートーク「名古屋大学
キャンパスミュージアム展」

6月21日（金）
19：00～21：30

NAGOYA BOOST 10000説明会
「AI・IoT×子どもの未来」

7月25日（木）
14：00～15：00

小学生向けトークイベント「星の
赤ちゃんはどう生まれるのかな」

8月20日（火）～22日（木）
10:00、14：00

ワークショップ「名大生による、
夏休み こども研究アドバイス会」

・・・ほかにも新企画を続々展開中！15



アフリカで猛威を振るう寄生植物ストライガを撲滅！
～ TICAD７に向けた提言 

「イノベーション・エコシステムの実現をアフリカと共に」 ～

  本日のポイント 
・ ITbMでは、アフリカの農業に大きな損害を与えているストライガの駆除に有効な
分子（SPL7）を開発（2018年12月　Science誌発表、記者発表） 

・ 2019年６月より、ICREAとともにKALRO（ケニア）の実験圃場を利用し、 
現地で効果を確認する実験を開始 

・ 本取り組みが第７回アフリカ開発会議（TICAD７）8/28-30@横浜に向けた提言 
「イノベーション・エコシステムの実現をアフリカと共に」に取り上げられた 

・ TICAD7のサイドイベント「STI for SDGsについての日本アフリカ大臣対話」
8/28（文科省主催）にて、ITbM伊丹拠点長とKALRO機構長が共同発表予定

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM) 
 （WPI: 世界トップレベル研究拠点プログラム、文科省）
名古屋大学 農業国際教育研究センター (ICREA)
ケニア農畜産業研究機構（KALRO）

資料３
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ストライガ撲滅に向けて

ピンクに染まってしまった大地を「分子」の力で緑に戻し、食糧危機の解決に貢献 
アフリカのSTI for SDGsに貢献

イネ、トウモロコ
シ、ソルガムなど

分子

ストライガ：アフリカ等で猛威を振るう寄生植物
•穀物に寄生し、枯らしてしまう 
•アフリカ耕作地の２/３が侵されている  
（約4000万ヘクタール） 
•年間１兆円の損害（食糧問題） 
•１億人の生活を脅かしている 
•アフリカの貧困の大きな原因
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ストライガの種子

O O

O O
O

ストリゴラクトン

自殺発芽戦略 
ホスト植物がない状態で 
発芽促進分子を作用

ストライガ撲滅の戦略
通常は…

ホスト植物

発芽促進分子

寄生できずに 
枯れる

DEAD!
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ストライガ自殺発芽剤 SPL7
•超高活性なストライガの自殺発芽剤
（10-15 M: femoto-molar）  
琵琶湖にスプーン一杯を溶かした濃度 
•ストライガのみに作用（他の植物への  
影響はほぼなさそう） 
•市販の薬品からわずか３段階で合成可能 

Sphynolactone-7 (SPL7)

SPL7で処理 (10 nM) SPL7 添加せず

メイズ
(穀物) Striga

KEY ポットによる実験で、自殺発芽効果は実証済み

ストライガの種を撒く

SPL7 で処理 
(ストライガを自殺発芽させる)

メイズ（穀物）を育てる ストライガの寄生ほぼみられず

Striga

StrigaStriga

特許出願 (2017), Science誌 (2018)

N
O

O
O ONSO

O

O

SPL7 100g

ストライガが寄生
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首都ナイロビの西320 km に位置する
ケニア第三の都市 
ストライガの被害が深刻な地域

Heavily-infested  
area of Striga

キスム ムエア 
生物研究の環境が整備されている地域 
（ナイロビ大学, ケニヤッタ大学など）
ケニア米の50%を生産

槇原 大悟 准教授 
 (名大ICREA) 
(ITbM連携研究者)

Kisumu
Mwea

名古屋大学 農学国際教育研究センター (ICREA) 
ケニア農畜産業研究機構 (KALRO)

ケニアにおける名大の圃場実験拠点

SATREPSによる支援
20



SPL7の試験をケニアで開始
2018.7

2019.5.11

2019年6月、KALRO実験圃場で試験を開始した

ケニアのKALROを訪問し、 
ストライガ駆除化合物の試験について議論

2018.7
圃場試験に必要な毒性試験のス
クリーニング（ITbMコンソー
シアムネットワークの活用）

2018.12 - 2019.2
Ames試験実施 
ラット単回投与毒性試験実施 
魚毒試験実施 

毒性なし 
毒性予測システムの導入 
分解物を含め、毒性なしと予測 

SPL7の輸出許諾
2019.2.25

SPL7の委託合成完了
2019.4.17

ケニアからSPL7の輸入が許可

2019.5.9
東京化成（TCI）で販売開始

2019.5月末
SPL7を持ち、ケニアKALROへ

21



アフリカ開発会議

TICAD7に向けた提言「イノベーション・エコシステムの実現をアフリカとともに」 
(外務省・科学技術外交推進会議　座長：岸輝雄)にてITbMの取り組みが取り上げられた。 
TICAD7併催の大臣対話(文科省主催)で、ITbM拠点長とKALRO機構長が共同発表予定

TICAD-7
2019年8/28-30 @横浜みなとみらい
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「イノベーション・エコシステムの実現をアフリカと共に」 
TICAD7に向けた提言
平成３１年３月１４日 
科学技術外交推進会議 

座長：岸 輝雄　外務大臣科学技術顧問 
（委員名簿21ページ）

5ページ目

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000456381.pdf
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参考資料として8ページ目にも説明あり
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【寄生植物ストライガの撲滅への取組：ケニア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄生植物ストライガの撲滅への取組：スーダン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研

究所（ITbM）の研究チームが，「世界トップレベ

ル研究拠点プログラム（WPI）1 」の一つとして，

メイズなどアフリカの穀物の根に寄生し養分を

吸い取り，枯死させる寄生植物「ストライガ」の

撲滅に取り組んでいる。これまでに，ストライガ

の発芽を誘導するタンパク質を発見し，さらにス

トライガの駆除に有効な分子を見出した。名古屋

大学農学国際教育研究センター（ICREA）と協力

し 2019年夏にケニアで圃場実験を開始する予定

である。本研究成果は 2018年米国科学誌「サイ

エンス(Science)」オンライン版にも公開済み。 

 

 

 

 

   

スーダンにおいて，神戸大学を代表研究機関とし， 

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

（SATREPS）2を通じたストライガ防除による食料安

全保障と貧困克服を図る取組が行われている。具体

的には，①発芽誘導剤による宿主の存在しない畑で

のストライガ種子の自滅，②抵抗性品種によるスト

ライガの増殖抑制，③薬用植物の応用に関する経験

を生かしたストライガの有用物質原料としての利

用，といった研究が進められている。本研究成果の

ストライガの養水分収奪機構の解明は 2019 年 2 月

に国際学術誌「Nature Plants」に掲載された。 

1 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/toplevel/  
2 https://www.jst.go.jp/global/  

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/summary/index.html 

https://www.amed.go.jp/program/list/03/01/001.html 
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STI for SDGsについての日本アフリカ大臣対話

5

“Africa-Japan Ministerial Dialogue Meeting on STI for SDGs”

1. 開催目的
第7回アフリカ開発会議（TICAD7）の機会を捉え、TICAD7のサイドイベントとして文部科学大臣とアフリカの科学技術関係大臣
等との対話を実施し、SDGs達成への貢献にも資するべく、日アフリカの研究協力、研究者交流、人材育成等について意見交換
を行う。

【３つの提言】
(1) STIを活用したSDGsを含む社会課題解決に向けた支援
（2） STI人材の育成の継続と拡充
（3） ICTの活用強化を通じたSTIの成果の社会実装

2. 概要
(1)開催
主催：文部科学省、共催：JST、JSPS、AMED （開催にあたっては外務省、内閣府等とも連携。）

(2)会議日時
2019年8月28日（水） 午前10時～午後１時を予定。 （TICAD7は、2019年8月28日（水）～30日（金）に開催予定。）

(3)開催場所
TICAD7開催会場「パシフィコ横浜」内 横浜インターコンチネンタルホテル

3. 参加者
アフリカ諸国の科学技術関係大臣等

4. 議題案
外務省科学技術外交推進会議（座長：岸 輝雄 外務大臣科学技術顧問）のTICAD7に向けた提言「イノベーション・エコシステム
の実現をアフリカと共に」の3つの提言を踏まえた議論を予定。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu26/siryo/__icsFiles/afieldfile/2019/05/22/1416543_9.pdf

文部科学省　第10期国際戦略委員会（第2回）配布資料より
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu26/index.htm
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工学研究科
物質プロセス工学専攻
神田英輝

微細藻類によるCO2排出量の削減を！
～ 南アフリカ共和国での実用化を目指して ～

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved.

JST/JICA  SATREPS 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム
低炭素エネルギー領域 （2015～20年度プロジェクト）

令和元年度第３回名古屋教育記者会懇談会
令和元年6月26日

資料４
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微細藻類から燃料を作る？

微細藻類とは？
光合成能力が非常に高く、CO2排出量の削減に効果的

どうやってエネルギーを取り出すのか？
乾燥してから油脂を抽出する

課題
水生植物なので回収した際に水分が80～90%もある

それにどう挑もうとしているのか
乾燥することなく油脂を抽出する新たな溶媒

世界の石油をバイオ燃料に置き換えるために
世界の耕作地の何%が必要か？

トウモロコシ 1430 ％

ヤトロファ 130 %

微細藻類 1.8～4.2 %

100mm

20mm

Chisti, Biotechnology advances. 25, 294, 2007

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 27



エネルギー収支をプラスにするために

残渣 油脂 電気熱 培養肥料 精製

4 2 0 2 4 6

これまでの方法 (Lardon et al., Environ Sci Technol, 43, 6475 (2009)

光合成で獲得 (MJ) 燃料化の際の消費エネルギー (MJ)

本プロジェクトの取り組み

1 DMEを使って濡れた微細藻類から油脂を抽出する。

2 残渣も肥料として有効活用して、 エネルギー収支を改善する。
3 下水処理水を肥料の代わりに使う。富栄養化も防止できる。

どこまで減らせる？

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved.

かなり甘い試算
実際には16倍以上

28



地球規模課題解決に対するSDGs達成への貢献

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 29



なぜ南アフリカ？ 微細藻類の大量培養に適した日射量

ダーバン工科大学Bux教授の研究室

Kingsburgh
水処理場

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved.

Kingsburgh水処理場で
微細藻類を大量培養

30



実施体制
（工学研究科・神田）
1）DME抽出技術
2）大型装置の開発
（抽出エネルギーを削減）

（農学府・Agyeman）
藻類残渣を混合した
木質ボード肥料
「Agri-mat」の開発
（残渣エネルギーを活用）

（国際開発研究科・山田）
アフリカ産業人材

（ビジネス学部・渡邉）
環境ビジネスモデル

（理系）

（文系）

（Bux）
下水処理水による
オープンポンドで
微細藻類を大量培養
（窒素肥料の消費エネルギーを削減）

（Nciizah）
Agri-matを用いた
農作物の栽培を通して
肥料効果を検証

（Moodliar, Kasie）
環境ビジネスモデルと
産業人材育成の実践

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 31



藻類の大量培養

大型油脂抽出
装置の開発

DME抽出技術

Agri-mat

（残渣の木質ボードへの添加）

事業化・継続的運営に必要な人材の創出

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 32



微細藻類の培養のスケールアップ

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production)., All Rights Reserved.

Laboratory (3L) Raceway (3000L)

Porta pool in Kingsburgh (3000L) Raceway in Kingsburgh (300000L)
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Kingsburgh下水処理場の処理水で培養

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production)., All Rights Reserved.

レースウエイ型
容量：300 m3

深さ：30 cm（日光の到達の問題）
成長：15-17 日で1620ppm

油脂含有量：29.6%

イカダモとクロレラを混合して培養
下水処理水で窒素肥料を72％削減
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培養池から遠心分離で微細藻類を回収

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 35



DME（ジメチルエーテル）による油脂抽出装置

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 36



装置の基本構造を名古屋大学が設計

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 37



● 湿ったまま抽出 ● 別の燃料を消費しない

これまで試験管レベルの基礎実験に成功

100℃以上での「乾燥」と「溶媒の沸騰」を回避すれば、省エネルギー化できる

培養液→濃縮→ →油脂を液化DMEで抽出
→70℃の太陽熱温水でDMEを沸騰させて油脂から分離

DME抽出法とは？

Copyright © 2019 Hideki Kanda and Goto Laboratory, Nagoya Univ., All Rights Reserved.

大型装置で実証試験
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南アフリカでのトレーニング風景

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved. 39



微細藻類から油脂を抽出した様子

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production), All Rights Reserved.

微細藻類からの油脂の抽出に成功

課題
装置の大型化に伴い、DMEが接触せずに、
抽出が不十分な箇所が発生

抽出できた
箇所

不十分な
箇所

どの箇所でも微細藻類がDMEと接触する
ように、充填方法を工夫する必要がある。

40



（一部は試算段階） 油脂のエネルギーが残る可能性がある

抽出カラムから漏れるDMEの熱ロス 0.30

DME 製造時の熱ロス 0.13

水への溶存DMEを回収するための
圧縮機の電力 0.11

発電ロス 0.19

19.9

発電ロス 3.2
発電ロス 21.3～34.4

回収の電力 12.5～20.1

回収 33.8～54.5

抽出カラムからDMEを回収
するための圧縮機の電力 0.37

発電ロス 0.63

水に溶存するDMEの熱ロス 9.1

DME製造時の熱ロス 4.1

DME 送液ポンプの電力 1.8

油脂の抽出 19.9

油脂のエネルギー 15.6～36.3

利用できるエネルギー

油脂のエネルギー 100
肥料合成 10.0

培養や精製

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production)., All Rights Reserved. 41



従来法では別の燃料を消費 （油脂のエネルギーが残らない）

回収 54.5

乾燥 1600程度

油脂のエネルギー 100

既存の燃料のエネルギー
1600程度

肥料の生産 39.5

Copyright © 2019 Hideki Kanda, SATREPS project (Biofuel production)., All Rights Reserved. 42



バイオ資源の活用にかかる産業人材育成

バイオ資源活用にかかる人材育成を、南アフリカ共和国の制度全体と関連づけ、
恒常的に人材が確保できる方法を提言する。

本プロジェクトに関連する分野における産業人材育成の課題を明らかにし、
必要とされる教育訓練に関する提言を行う。

関連する技術分野

・バイオ燃料生産技術 ・藻類残渣活用肥料を用いた農業技術

・バイオ燃料生産設備の管理技術 ・農業普及 など

関連技術の社会実装に欠けている教育段階と分野の特定調査

・大学の学士、修士レベル （工学、農学分野でのエンジニアおよび経営学、経済学
分野でのマネージャ－

・ポスト・セカンダリー（高卒）レベル（バイオ及び農業技術者）

・セカンダリー（中卒）レベル（工場の職工、農業作業員）
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Conclusion

南アフリカの下水処理水を用いた300tonオープンポンドで、
高濃度・高油脂量で、微細藻類の大量培養に成功。
消費する肥料を大幅に削減。

DMEを用いて、微細藻類を乾燥すること無く、
油脂を抽出できる装置が、6月21日に南アフリカで運転開始。

今夏、名古屋大学の学生が南アフリカに渡航して実験を開始。

こうした結果をビジネスモデルや人材育成の方策に反映する。
TICAD7（8月, 横浜）でのPR、エテクイニでの水処理会議を通して、
社会実装に向けたアプローチを行う計画。
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第97回全日本選手権大会

入賞！

名古屋大学漕艇部

女子ダブルスカル
名古屋大学漕艇部（法学部3年）

濱口 智行
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第97回全日本選手権大会

2019年5月23日(木)～5月26日(日)

埼玉県戸田市・戸田ボートコース

女子ダブルスカル種目

エントリー数 19 クルー

（社会人 5, 大学 13, 高校 １）
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女子ダブルスカル ５位入賞！！
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女子ダブルスカル成績

１位 トヨタ自動車 7’13”37 A
決勝２位 関西電力 7’13”43

３位 日体ボート倶楽部 7’17”15

４位 早稲田大学 7’43”56

５位 名古屋大学 7’32”49 B
決勝

６位 成立学園高校 7’35”57

７位 トヨタRowing Club 7’43”90

８位 明治安田生命 7’46”41
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大久保早貴
経済学部 3年
千種高校(愛知)出身
ボート競技歴 8年目

森井望

理学部 2年
旭丘高校(愛知)出身
ボート競技歴 5年目

選手紹介
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ともに全国の舞台で
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エイト

クォドルプル

シングルスカル

ボートとは？
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名古屋大学漕艇部

 部員：98名 （新入生 24名を含む）

 創部：1911年（明治44年）

第八高等学校漕艇部として創部. 創部108年目

 練習：週10回～12回（1回 2～3時間、朝夕）

合宿：週 5泊（朝 4：30 起床）

場所：庄内川下流
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日々の生活（平日の例）

 起床 4：30

 練習 5：00～6：30

 朝食 7：00

 登校 7：30～

 練習 17：45～20：00

 夕食 20：30

 掃除 21：00

 消灯 22：00
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名古屋大学漕艇部

 広報誌「OARS」（年1回発行）

 部誌「艇友」（年1回発行）

 漕艇部OBOG会（艇友会）

■会長

田島正孝（S36入学）医学博士、田島クリニック（愛知県春日井市）

■会員数

808名（2019年現在）、第八高等学校卒を含む.

■OBOGによる活動支援

2018年度実績：3,924,900円
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目標

インカレ(９月５～８日)入賞
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名古屋大学漕艇部

ご支援ありがとうございます！

本艇庫 建て替え予定

特定基金設立 決定!

google

（名古屋大学漕艇部艇庫・合宿所等整備支援事業）

本艇庫・合宿所（築50年）
耐震性不足のため 宿泊不可
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ご清聴ありがとうございました
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名古屋大学漕艇部

 主将：石井大貴 工学部 4年

 主務：神山詩織 農学部 4年

 主将：岩渕由紀子 医学部 4年

（女子部）

 部長：武田真 生命農学研究科 准教授

 監督：竹内鑑二 （株）e-Rowing  代表取締役

 ヘッドコーチ：藤川明紀（株）トヨタ自動車

 アドバイザー：三本和明（株）デンソー ボート部監督
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主な戦績（名古屋大学漕艇部）

2003年 全日本軽量級選手権男子エイト6位
全日本大学選手権女子シングルスカル4位
全日本大学選手権女子ダブルスカル6位
中日本レガッタ男子エイト3位
中日本レガッタ女子シングルスカル3位

2002年 世界ジュニア選手権女子クォドルプル代表
（1名）

全日本新人選手権女子シングルスカル2位
全日本大学選手権女子シングルスカル3位
中日本レガッタ男子エイト3位

2001年 全日本軽量級選手権男子エイト6位
中日本レガッタ男子エイト3位

1999年 中日本レガッタ男子エイト優勝
1998年 全日本大学選手権男子エイト8位

中日本レガッタ男子エイト2位
1997年 中日本レガッタ男子エイト3位
1996年 全日本大学選手権女子シングルスカル7位

全日本大学選手権男子エイト8位
中日本レガッタ男子エイト2位

1988年 中日本レガッタ男子エイト3位
1986年 中日本レガッタ男子エイト3位
1972年 関西選手権男子舵付きフォア3位
1968年 中日本レガッタ男子エイト優勝
1967年 中日本レガッタ男子エイト2位
1966年 中日本レガッタ男子エイト2位
1965年 中日本レガッタ男子エイト2位
1964年 中日本レガッタ男子エイト2位
1963年 中日本レガッタ男子エイト2位
1961年 中日本レガッタ男子エイト優勝

2019年 全日本選手権女子ダブルスカル5位
中日本レガッタ男子舵手なしペア2位
中日本レガッタ男子エイト3位

2018年 全日本大学選手権男子シングルスカル7位
関西選手権男子舵手なしペア3位
中日本レガッタ女子舵手なしペア3位

2017年 全日本大学選手権男子舵手無しペア6位
関西選手権男子シングルスカル3位

2015年 全日本大学選手権女子シングルスカル3位
関西選手権女子シングルスカル優勝

2014年 全日本選手権女子舵手無しペア2位
全日本大学選手権女子舵手無しペア優勝

2012年 全日本軽量級選手権男子エイト8位
全日本新人選手権女子シングルスカル7位

2011年 全日本大学選手権女子ダブルスカル7位
中日本レガッタ女子シングルスカル3位

2010年 全日本大学選手権男子舵手付フォア8位
全日本新人選手権男子舵手付きフォア5位

2009年 全日本大学選手権男子舵手付きフォア7位
2008年 全日本軽量級選手権男子エイト5位

全日本大学選手権男子エイト7位
2007年 全日本大学選手権男子舵手付きフォア8位
2006年 全日本軽量級選手権男子エイト8位
2005年 全日本軽量級選手権男子エイト5位
2004年 全日本選手権女子舵手無しペア3位

全日本選手権女子ダブルスカル5位
全日本軽量級選手権女子シングルスカル6位
全日本大学選手権女子ダブルスカル2位
全日本大学選手権女子舵手無しペア2位
中日本レガッタ男子エイト3位
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真野悠太郎 小田将矢

医学部５年生
愛知県滝高校出身
自己ベスト 400mハードル 49.50
２０１８ 日本選手権 ７位入賞

工学研究科修士２年
愛知県滝高校出身
自己ベスト 400mハードル 50.07
２０１７～２０１９ 東海インカレ３連覇

日本学生陸上競技

個人選手権大会400mハードル
真野悠太郎優勝！ 小田将矢５位入賞！

2019年6月9日(日)平塚スタジアム

資料６
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日本学生陸上競技個人選手権大会とは？

• 学生の個人日本一を決める大会

– 日本インカレは対校選手権

• 2005年に始まり、2008年から現在の大会名となって、

今回で15回目

• 参加標準記録を突破すれば1つの大学から何名でも出場

できる真の個人ランキングを決める大会
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男子400mハードル決勝レース結果

順位 氏名 フリガナ 所属 記録

1 真野 悠太郎 マノ ユウタロウ 名古屋大学 50.37

2 筒江 海斗 ツツエ カイト 福岡大学 50.80

3 吉田 京平 ヨシダ キョウヘイ 東京学芸大学 50.82

4 飯塚 啓伍 イイヅカ ケイゴ 札幌国際大学 50.97

5 小田 将矢 オダ マサヤ 名古屋大学 51.25

6 新城 雄基 シンジョウ ユウキ 筑波大学 51.53

7 高田 一就 タカダ カズナリ 法政大学 51.83

8 都 康炳 ミヤコ コウヘイ 同志社大学 58.91

2019年6月9日 15:10
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表彰式

ライバルでもある２人で！

表彰者は日本学生
陸上競技連合
松本正之会長

（名大陸上競技部OB
元NHK会長・元JR東海社長
現名大経営協議会委員）
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これまでの名大生
日本学生選手権などの成績

日本学生陸上競技対校選手権大会（日本インカレ）優勝
高川敏夫（1950年・110mハードル）
鈴木亜由子（2011・2012年・5000m）

ユニバーシアード：（2013年ロシア・カザン）
鈴木亜由子 10000m優勝、5000m2位

西日本学生陸上競技対校選手権大会優勝（2019年6月23日）
西田亮也（工学研究科修士2年・槍投げ70m69名大新記録）

陸上競技部OGの鈴木亜由子さん（日本郵政グループ）は
MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）ファイナリスト

男子で日本学生選手権優勝は６９年ぶり！！
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練習環境

名大グラウンド整備について

・2010年 全天候舗装

（七大学で東大と名大のみ）

・2018年 改修

→現在のブルータータンへ

この素晴らしい練習環境が

今回の結果につながりました！
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今後の展望

• 日本選手権（6月27日～30日博多の森競技場)

ドーハ2019アジア陸上競技選手権大会派遣選考大会

• 東京オリンピック

真野は2020年東京オリンピック・パラリンピック

あいち選手強化事業2019年度強化指定選手に内定！

（全日本の強化指定へは、あと0.2秒）

まずは、日本選手権で活躍して、
東京オリンピックを目指します！

これからも応援よろしくお願いします！

太田良平
コーチ

編集
陸上競技部主将：森信人
陸上競技部部長：永峰康一郎 66



2019年度アジア高校生国際会議開催

116名の高校生
※「アジア架け橋プロジェクト」

インドネシア、マレーシア、ブルネイ、
タイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、
カンボジア等

「アジア架け橋プロジェクト」の高校生116名が、日本の高校生とSDGsに関して議論！！

8月19日(月）
20日(火)

日程（案）
1日目 8月18日（日）日本の高校生のみ
13:00 テーマに関する情報収集・事前学習

2日目 8月19日（月）
9:00 受付開始

（名古屋大学経済学研究科：カンファレンスホール）
9:30  オープニング
9:45 テーマに関する基調講演

11:00 グループ活動（演習室 他）
12:15  グループごとに昼食（生協）
13:30 グループ活動 ディスカッション
17:30 終了 解散

3日目 8月20日（火）
9:00 ポスタープレゼンテーション

11:00 振り返り／大学教員によるコメント
12:00 バスで名古屋城へ移動
13:00 グループごとに名古屋文化体験
16:30 集合・解散

※「アジア架け橋プロジェクト」
アジア諸国で日本語を学ぶ優秀な高校生を日本全国の高校に招聘し、ホームステイや寮

生活をしながら日本の高校生と共に学び合い、国際交流を深めることで、日本の高校生の
留学意欲や国際的素養の向上、日本とアジアの高校ネットワークの構築、互いの国に精通
したリーダー、架け橋となる人材の育成に資する取組を、高校生の留学・交流を扱う民間
団体を通じて実施します。（文部科学省HPより）

資料７
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第３回日本ウズベキスタン学長会議（概要案）

１．日 程 ２０１９年７月８日（月）及び９日（火） 

２．場 所 タシケント経済大学（ウズベキスタン共和国、タシケント市） 

３．テ ー マ グローバル時代に対応した若手人材の育成と研究発展に向けた 

日本―ウズベキスタンの交流促進について 

４．主 催 ウズベキスタン共和国高等中等専門教育省、（幹事校）名古屋大学 

５．参加大学等 

＜日本側＞ 

愛知県立大学、愛知県立芸術大学、京都外国語大学、工学院大学、上智大学、創価大学、 

筑波大学、東海大学、東京農工大学、名古屋大学、文京学院大学、三重大学、和歌山大学 

文部科学省、日本学生支援機構 

＜ウズベキスタン側＞ 

  ウズベキスタン国立大学、タシケント工科大学、トリノ工科大学、世界経済外交大学 

  タシケント経済大学、ウズベキスタン世界言語大学、タシケント国立東洋学大学、 

  タシケント灌漑土地改良大学、ブハラ国立大学、サマルカンド外国語大学等を含む 

約３０－４０大学程度 

６．会 議 概 要 

（１）開会挨拶（ウズベキスタン共和国副首相、駐ウズベキスタン日本国大使、 

文部科学省、名古屋大学総長）※調整中 

（２）基調講演（ウズベキスタン高等中等専門教育省、文部科学省）※調整中 

（３）両国交流のための基礎情報及び助成金制度等について 

・ウズベキスタン高等教育改革に向けた国際交流支援制度の枠組み及び「El Yurt Umidi 

財団」の紹介 

（４）学術交流協定締結式 

（５）分科会 

分科会１ Academic Exchange for Science and Technology 

（科学技術発展に向けた学術交流） 

参加大学  工学院大学、筑波大学、東海大学、東京農工大学、名古屋大学、三重大学、 

ウズベキスタン国立大学、タシケント工科大学、トリノ工科大学、 

タシケント灌漑土地改良大学、タシケント薬科大学 等 

分科会２  Development of Intercultural Dialogue 

（異文化交流促進に向けた人材育成・研究） 

参加大学  愛知県立大学、愛知県立芸術大学、京都外国語大学、上智大学、創価大学、 

名古屋大学、筑波大学、和歌山大学、 

世界経済外交大学、ブハラ国立大学、タシケント経済大学、 

ウズベキスタン世界言語大学、タシケント国立東洋学大学、 

サマルカンド外国語大学 等 

（６）クロージングセッション 

・分科会総括 

・閉会挨拶 

（７）情報交換夕食会 

７．エクスカーション（７月９日） 

サマルカンド国立大学国際教育交流センター訪問及びウルグべグ天文台等視察（希望者） 
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名古屋大学とウズベキスタン共和国との交流について（参考資料） 

 

1. 2005年 9月 タシケント法科大学内に名古屋大学日本法教育研究センター（CJL）を設

立。学部生を対象に、4年間のカリキュラムで日本語による日本法教育を提供し、ウズ

ベキスタンの法整備を自律的に推進できる若い世代の人材を育成。 

 

2. 2010年 3月 文部科学省国際化拠点整備事業（グローバル 30）の一環で、日本留学の

窓口となる「海外大学共同利用事務所」として「名古屋大学ウズベキスタン事務所」を

タシケント市内に開所。 

 

3. 2015 年 10 月 名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院がウズベキスタンサテラ

イトキャンパスを設置し、同国の国家中枢人材が長期に職場を離れることなく自国に

おいて博士号の取得が可能な「国家中枢人材養成プログラム」を実施。 

 

4. 2015年 10月 25日 安倍総理大臣のウズベキスタン訪問に際し、「日本国政府とウズベ

キスタン共和国政府間の技術革新センター設立に関する文書（MOC）」を調印し、それに

基づき、タシケント工科大学、筑波大学、名古屋大学の三者間で「タシケント工科大学

『技術革新センター』に関する人材育成協力協定（MOU）」を締結。 

 

5. 2015年 11月 「第 2回日本ウズベキスタン学長会議」をタシケント市で開催。文部科

学省から前川文部科学審議官（当時）が出席。同時に、タシケント工科大学イノベーシ

ョンセンター（青年技術革新センター）設置構想に際し、ウズベキスタン副首相、ウズ

ベキスタン高等中等専門教育省等と打ち合わせを実施。 

 

6. 2018 年 8 月 29 日 ウズベキスタン政府の要望に基づき、2001 年ノーベル化学賞受賞

者である野依良治名古屋大学特別教授による講演及びラウンドテーブルをウズベキス

タンで開催。（同国で講演した初のノーベル賞受賞者となる。） 

 

 

＜名古屋市とウズベキスタンとの交流＞ 

 

1. 名古屋市は、東京オリンピック・パラリンピックにおけるウズベキスタン共和国のホス

トタウンに登録されている。ホストタウン交流事業の一環として、2018年 5月、『ウズ

ベキスタンコンサート』と題したウズベキスタン紹介イベントを開催。 

 

2. 2019年 3月 25日 名古屋市とタシケント市が、観光、文化分野の理解及びその分野で

の『パートナー都市協定』に向けて、覚書を締結。（名古屋市観光文化交流局及びタシ

ケント市観光推進局） 

 

3. 2019 年 5 月 23 日 名古屋市とタシケント市が、『パートナー都市』締結に向けて、確

認書を締結。全編ウズベキスタンで撮影され、タシケント市も舞台として登場する映画

『旅のおわり世界のはじまり（監督：黒沢清氏、主演：前田敦子氏）』の公開を記念し

たイベント「Nagoya meets Tashkent」を 6月 16日、名古屋市で開催するなど、交流を

深める取り組みを推進。（名古屋市観光文化交流局、タシケント副市長） 
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名古屋大学教育研究評議会・
事務企画連絡協議会
合同暑気払い「夕涼み会」
令元年7月16日（火）17:30～

資料９
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昨年度の様子

73



資料１０

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)、
8日(月)、
12日(金)、
22日(月)、
29日(月)、

役員会

2日(火)、
16日(火)

教育研究評議会、部局長会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

3日(水) 教授会(法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、環境学研究科)

10日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、経済学部・経済学研究科、国際開発研
究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

17日(水) 教授会(情報学部・情報学研究科)

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

24日(水)
教授会(人文学部・人文学研究科、経済学部・経済学研究科、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、宇宙
地球環境研究所、総合保健体育科学センター)

25日(木) 教授会(創薬科学研究科)

名古屋大学　令和元年7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

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

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]
場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～
講演題目：「昭和東南海地震の真実」(7/3)
講演者：武村雅之(減災連携研究センター教授)
講演題目：「紅の血は燃ゆる－昭和東南海地震の真実」(7/4)
講演者：都築充雄(減災連携研究センター准教授)
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

博物館事務室
052-789-5767

6月28日(金)
高等教育研究センター
第168回招へいセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：16：00～18：00
講演題目：「米国大学における成人向け教育プログラムの展開と課
題」
講演者：五島敦子氏(南山大学教授)
内容：各大学がどのように成人学生をサポートしているかを明らか
にする
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

6月29日(土)
説話文学会2019年度大会
「律をめぐる宗教的環境と説話文
学との架橋」

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：14：00～17：30
講演題目：「鎌倉期戒律復興の実像－泉涌寺僧が果たした役割」
講演者：西村　功氏(泉涌寺宝物館)
講演題目：「南都における宋代新潮仏教の流入と復古」
講演者：大谷由香氏(龍谷大学)
講演題目：「称名寺の説話資料と律」
講演者：高橋悠介氏(慶應義塾大学付属研究所斯道文庫)
講演題目：「北京・南都における律の展開と交差をめぐる史料と言
説」
講演者：近本謙介(名古屋大学)
参加費：無料

説話文学会事務局
052-789-5993

6月29日(土)
日本数学コンクールフォローアッ
プセミナー 数理ウェーブ

場所：多元数理科学棟5階509講義室
時間：14：00～16：10
講演題目：「量子コンピュータに関する最近の発展について」
講演者：木下裕介(情報学研究科博士後期課程)
講演題目：「大数学者の名言ーポアンカレと岡潔」
講演者：大沢健夫(本学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

研究協力部社会連携課
052-747-6484
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6月30日(日)、
7月7日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第34回工学部、第35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)(6/30)、河合
塾名駅キャンパス名古屋校(名古屋市中村区)(7/7)
時間：14：00～16：00
講演題目：「超伝導の不思議な世界」(6/30)
講演者：生田博志(工学研究科教授)
講演題目：「行動の進化を神経回路から理解する」(7/7)
講演者：石川由希(理学研究科講師)
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］
8月25日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

7月1日(月) レアンドロ・デ・ブラシ教授講演会

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：14：00～16：10
講演題目：「民主主義(デモクラシー)と知者の支配(エピストクラ
シー)および社会の知的構造」
講演者：レアンドロ・デ・ブラシ氏(アルベルト・ウルタド大学教授)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
教授　金山 弥平
ykanayama@nagoya-u.jp

7月2日(火)
アジア共創教育研究機構
特別講演

場所：経済学部2階第1会議室
時間：17：00～18：30
講演題目：「黄色信号の中国経済」
講演者：伊藤宏之氏(ポートランド州立大学教授)
対象：一般
参加費：無料

アジア共創教育研究機構
052-789-2369

7月3日(水)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第29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：「M&Aによる中小企業の事業承継－後継者不在を救う
挑戦的取組」
講演者：髙村徳康氏(セレンディップ・コンサルティング株式会社代
表取締役会長)
内容：中小企業の事業承継問題が深刻化している中、M&Aによる
事業承継等についての挑戦的な取組みを講演する
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
教授　飯島　信幸
052-789-4926

7月4日(木)

高等教育研究センター
第169回招へいセミナー／
第12回「アドミッション担当教職員
支援セミナー」

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：15：00～17：00
講演題目：「大学入試センター試験の課題とポスト新入試への期
待」
講演者：大塚雄作氏(京都大学名誉教授／大学入試センター名誉
教授)
内容：センター試験の課題は何であったのかを改めて整理し、解決
するためにどういう大学入試を実現していくべきかという点について
一歩先んじて提言を試みる
対象：：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

7月7日(日)
文学研究科附属人類文化遺産テ
クスト学研究センター公開セミ
ナー

場所：文学部本館1階128講義室
時間：14：00～16：00
講演題目：「ジョヴァンニ・ベッリーニ作『ディレッティ祭壇画』に関す
る一考察」
講演者：須網美由紀氏(国際ファッション専門職大学専任講師)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
附属人類文化遺産
テクスト学研究センター
教授　木俣元一
imago@nagoya-u.jp
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7月8日(月)、
9日(火)

第3回日本ウズベキスタン学長会
議

場所：タシケント経済大学(ウズベキスタン共和国タシケント市)
テーマ：「グローバル時代に対応した若手人材の育成と研究発展に
向けた日本－ウズベキスタンの交流促進について」
内容：講演、学術交流協定締結式、分科会、サマルカンド国立大学
国際教育交流センター訪問、ウルグベク天文台等視察、他

教育推進部国際連携課
052-747-6889

7月8日(月)
第98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：「埋設管路」
講演者：平山修久(減災連携研究センター准教授)
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

7月9日(火) 第152回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「災害が起きたときのSNSとの付き合い方を考える」
講演者：佐藤翔輔(東北大学准教授)
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

7月10日(水)

環境学研究科附属持続的共発展
教育研究センター臨床環境学コン
サルティングファーム／統合環境
学特別コース説明・相談会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：14：00～17：30
内容：臨床環境学コンサルティングファーム説明会、地域のお困り
ごと相談会、統合環境学特別コース説明会
参加費：無料

環境学研究科
附属持続的共発展教育研究センター
臨床環境学コンサルティングファーム
事務局
seminar@urban.env.nagoya-u.ac.jp

7月11日(木)

高等教育研究センター
第170回招へいセミナー／
第2回教育の質保証に関する研
修セミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：16：00～18：00
講演題目：「はじめてのFD委員長－質保証のためのFDの企画立案
－」
講演者：大津正知氏(中京大学教学部教育企画課長補佐)
内容：センター試験の課題は何であったのかを改めて整理し、解決
するためにどういう大学入試を実現していくべきかという点について
一歩先んじて提言を試みる
対象：：大学のFD委員会等の責任者、責任者を補佐する立場の教
職員
参加費：無料

高等教育研究センター
准教授　中島 英博
052-789-5692

7月11日(木) 2019年度第3回B人セミナー

場所：理学部南館1階セミナー室
時間：15：00～17：00
テーマ：「聞かせるプレゼンテーション『実践編』」
定員：30名
対象：博士課程学生、ポスドク

博士課程教育推進機構
キャリア教育室
052-789-4914

7月12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：12：30～13：30
対象：大学院生、ポスドク
参加費：無料

博士課程教育推進機構
キャリア教育室
052-747-4914

7月13日(土)
第11回陸別スターライトフェスティ
バル

場所：りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台)(北海道足寄郡)
時間：14：00～24：00(開館)、19：00～20：20(講演会)
講演題目：「地球のしっぽの話」
講演者：向井利典氏(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
(JAXA)名誉教授)
内容：講演会、天体観望会
対象：一般
参加費：入館料(昼)大人300円、子供200円
　　　　　　　　 　(夜)大人500円、子供300円
　　　　　　　　　　(※18時以降の入館は夜間料金)

研究所総務課
052-747-6303
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7月13日(土)
令和元年度名古屋大学協力会総
会・講演会
「未来を創るイノベーション」

場所：ES総合館1階ES会議室、ESホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「イノベーションをデザインする－イノベーションを生み出
す人材と組織－」
講演者：竹林　一氏(オムロン株式会社インキュベーションセンタ長)
講演題目：「社内に『シリコンバレーのスタートアップ流』を創る」
講演者：成迫剛志氏(株式会社デンソーMaaS開発部部長)
内容：講演、パネルセッション、他
対象：一般(総会は会員のみ)
参加費：無料(交流会は非会員3,000円、学生1,000円)

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

7月13日(土)
国語国文学会令和元年度春季大
会「発信する古代日本語研究」

場所：文学部2階237講義室
時間：1：:00～17：00
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科日本語学研究室
052-789-2285

7月17日(水)～
9月21日(土)
(日・月・祝日・
第2第4火曜日
休館)

減災館第27回特別企画展
「暮らしを支える埋設管路」

場所：減災館2階
時間：13：00～16：00
監修：菅沼　淳(減災連携研究センター准教授)、平山修久(同准教
授)
内容：暮らしを支える埋設管路に因んだ特別企画展
対象：一般
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月18日(木)
高等教育研究センター
第96回客員教授セミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：15：00～17：00
講演題目：「フランスにおける大学教員向け教授能力向上の研修
の現状と課題」
講演者：ナタリー・ユネ氏(クレルモン・オーベルニュ大学准教授)
内容：フランスの2017-18年にMOOCユーザーを対象とする調査結
果をもとに、プログラム作成の過程を明らかにする
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

7月20日(土)
国際開発研究科
オープンキャンパス2019

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
国際開発研究科
052-789-4957

7月22日(月)
未来社会創造機構
モビリティ社会研究所
設立記念シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：30～18：30
内容：研究所のビジョン・活動方針および研究紹介
定員：150名
参加費：無料

未来社会創造機構事務室
052-747-6390

7月23日(火)
低温プラズマ科学研究センター
創立記念式典・講演会・見学会

場所：豊田講堂
時間：13：30～14：15(記念式典)、14：30～17：00(講演会)、17：30～
(見学会)
参加費：無料

低温プラズマ科学研究センター
052-789-3460

7月24日(水) Campus Concert

場所：豊田講堂
時間：18：00～
演奏曲目：「ハンガリー舞曲 第5番」(ヨハネス・ブラームス)、「楽興
の時 作品16-3」「前奏曲 作品32-5」「V.R.のポルカ」(セルゲイ・ラフ
マニノフ)、「ソナタ 変ロ長調 K.333」(ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト)、他
出演：大﨑奈々氏、酒井志野氏(ピアノ)
対象：幼児以上、一般
参加費：無料

Development Office(DO室)
052-747-6558

7月25日(木) SDGsを学ぶセミナー

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：14：00～15：30
講演者：遠藤和重氏(国際連合地域開発センター)
内容：SDGsの基本を学ぶとともに質疑応答の時間にする
対象：学生、ポスドク、教職員
参加費：無料(交流会は実費)

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
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7月25日(木) 博物館小学生向けトークイベント

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
講演題目：「星の赤ちゃんはどう生まれるのかな」
講演者：福井康雄(理学研究科特任教授)
定員：20名
対象：小学生(小学1～3年生は保護者同伴)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月27日(土) 夏休みスペシャル減災教室

場所：減災館
時間：13：00～16：00
内容：実験教室、減災館ツアー、防災ロープ、他
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月27日(土)
遺伝子実験施設
第18回Jr.サイエンス教室
「遺伝子を見てみよう」

場所：遺伝子実験施設
時間：13：00～16：00
講演者：井原邦夫(遺伝子実験施設准教授)、松尾拓哉(同講師)
内容：生物体からDNAを取り出す作業の中で、知的な遊びの延長
線上にある科学を感じ取り科学の楽しさを感じてもらう
定員：20名
対象：小学校5、6年生と中学生(保護者の付き添いも可)
参加費：無料

遺伝子実験施設
Jr.サイエンス教室担当係
jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp

7月29日(月)

環境学研究科附属持続的共発展
教育研究センター
トークセッション「巨大災害で孤立
した街を救うため、公共交通を至
急確保せよ！」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：30～17：30
講演者：神田佑亮氏(呉工業高等専門学校教授)、加藤博和(環境
学研究科附属持続的共発展教育研究センター教授)
内容：昨年の西日本大水害で孤立状態となった呉市での解消策実
施の取り組みを、その中心にいた方から紹介してもらい、中部地域
でいかなる準備が必要かについて議論する
定員：200名
対象：交通事業者、自治体職員、一般
参加費：無料(交流会は実費)

環境学研究科
附属持続的共発展教育研究センター
052-789-2772

7月31日(水)、
8月1日(木)

宇宙地球環境研究所小学生(4年
生以上)向け夏休み体験学習「名
古屋周辺の地震・活断層を学ぼう
－地域の自然を理解しよう－」

場所：根尾谷断層、地震断層観察館(岐阜県本巣市)、金生山化石
館(岐阜県大垣市)(7/31)、研究所共同館II (8/1)
時間：8：30～18：00(7/31)、9：30～17：00(8/1)
内容：根尾谷断層の露頭を観ながら地震と断層の関係、地震のメ
カニズムを学ぶ。また科学実験と講義で活断層など過去の地殻変
動について理解を深める
対象：小学4年生以上
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
052-789-2579

8月1日(木)

低温プラズマ科学研究センター
市民公開講座「のぞいてみよう！
プラズマと生物と医療・農業の不
思議な世界」

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス1階Idea Stoa
時間：10：30～16：10
講演題目：「未来をつくるプラズマ」
講演者：堀　勝(低温プラズマ科学研究センター教授)、関根　誠(同
特任教授)
講演題目：「プラズマ農業で人類を救おう」
講演者：伊藤昌文氏(名城大学教授)
講演題目：「プラズマを応用した医療」
講演者：水野正明(先端医療・臨床研究支援センター教授)
内容：講演、プラズマデモンストレーション
定員：40名
対象：中学生以上、一般

低温プラズマ科学研究センター
准教授　田中宏昌
htanaka@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp

8月4日(日)

理学研究科・宇宙地球環境研究
所・名古屋市科学館第27回公開
セミナー「天文学の最前線－生命
と宇宙環境－」

場所：名古屋市科学館地下2階サイエンスホール、6階プラネタリウ
ムドーム(名古屋市中区)
時間：13：30～18：50
内容：講演、座談会、プラネタリウム、他
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料(科学館の観覧料200円(高校生・大学生)、400円(一
般))

宇宙地球環境研究所
講師　今田晋亮
nagoya.koukai.seminar@gmail.com
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8月6日(火)
工学研究科創造工学センター令
和元年度第1期高大連携・ものづ
くり公開講座(SSH事業)

場所：IB電子情報館北棟10階工学研究科創造工学センター
時間：10：00～16：00(予定)
内容：模型飛行機用グローエンジンを分解し組み立てを行った後、
実際に作動させて熱が動力に変わるエネルギー変換の様子を体
験。小型ジェットエンジンのデモンストレーションを通じて大出力を
直に体感
定員：10名
対象：高校生
参加費：300円(傷害保険料)

工学部・工学研究科
052-789-4553

8月7日(水)
若手女性研究者
サイエンスフォーラム

場所：豊田講堂中2階ギャラリー、3階第1会議室
時間：13：30～15：50
内容：講演、ポスターガイダンス(中高生対象)、ポスターセッション、
授賞式、他
対象：中学生・高校生および保護者、学生、教員、他
参加費：無料

男女共同参画センター
kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp

8月7日(水)、
8日(木)

多元数理科学研究科2019年度
数学アゴラ夏季集中コース

場所：多元数理科学棟5階509講義室
時間：13：00～16：30(8/7)、9：30～13：45(8/8)
講演題目：「二項係数で遊ぶ」
講演者：柳田伸太郎(多元数理科学研究科准教授)
講演題目：「確率論の入り口」
講演者：	石井　亮(同准教授)
内容：世界の第一線で活躍する研究者でもある多元数理科学研究
科の教員が平明な言葉で数理科学について語り、数理科学の有す
る魅力を紹介する
定員：100名
対象：高校生、高校教員、一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
052-789-5990

8月8日(木)
テクノフロンティアセミナーTEFS
2019「触れてみよう，電子と情報
の最先端に」

場所：IB電子情報館中棟1階IB015講義室、他
時間：9：30～18：45
内容：電気電子情報工学における最先端技術に関する実験
定員：40名
対象：愛知県および近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

工学研究科TEFS実行委員会
未来材料・システム研究所
寄附研究部門助教　今中政輝
052-789-3141

8月8日(木)
工学部マテリアル工学科テクノサ
イエンスセミナー2019
「マテリアルってなんだろう」

場所：東山キャンパス
時間：10：00～17：30
内容：工学部に所属する研究室を訪れて講義や実験を体感し、
キャンパスや研究室の雰囲気を体験する
定員：45名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学研究科
教授　山本剛久
052-789-3348

8月8日(木)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第46回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「江戸時代の源氏絵について」
講演者：高橋　亨(本学名誉教授)
内容：ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された大規模な源
氏物語絵画展の体験報告とともに架蔵の源氏絵も紹介する
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

8月9日(金)

オープンキャンパス連携特別企画
 高校生のためのげんさいカフェ
「名古屋大学に入ろう！その前に
減災館に入ろう！」

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：13：30～15：00
講演題目：「西日本豪雨での住民避難の問題点」
講演者：荒木裕子(減災連携研究センター特任准教授)
定員：50名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468
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8月20日(火)
理学部第一・第二装置開発室公
開講座「3D工房」

場所：工学部7号館B棟2階716講義室、理学南館1階SS107セミナー
室、理学部E館地階E-B115室、E-B122室、E-B124室、他
時間：9：30～17：00
内容：3D-CADと3Dプリンタによる研究活動体験
定員：35名
対象：高校生以上でパソコンの使える方
参加費：500円(傷害保険料含む)

理学部・理学研究科第一装置開発室
技師　山口隆正
3d-koubou-h30@tech.sci.nagoya-
u.ac.jp

8月20日(火)、
21日(水)

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

場所：IB電子情報館南棟4階462号室
時間：10：00～17：00(8/23)、10：00～17：30(8/24)
テーマ：「機械学習と3Dプリンタで臓器モデルを作ろう！－医用画
像処理の体験」
内容：「CT画像」をコンピュータで処理する医用画像処理と機械学
習、3DプリンタとVRの医療応用について学ぶ
定員：16名
対象：中学生、高校生(両日参加可能な方)
参加費：無料

情報学研究科
助教　小田昌宏
052-789-5688

8月24日(土)、
25日(日)

第62回地球教室－フィールドセミ
ナー－「発見！火山がつくった化
粧品」

場所：博物館(8/24)、セリサイト鉱山(愛知県北設楽郡)(8/25)
時間：13：30～16：30(8/24)、9：00～17：00(8/25)
内容：セリサイトの謎を実験と野外見学を通して解き明かす
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・保険代)

博物館事務室
052-789-5767

8月24日(土)
教育学部附属高等学校
第1回学校説明会・オープンキャ
ンパス

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：概要紹介、体験授業、他
対象：中学3年生

教育学部附属高等学校
副校長　三小田博昭
052-789-2680

8月31日(土)
博士課程教育推進機構キャリア
教育室第9回「企業と博士人材の
交流会」

場所：豊田講堂
時間：9：45～19：00
内容：ポスターセッション(第1部)、交流セッション(第2部)、他
対象：本学構成員(第1部)、博士後期課程学生、ポストドクター、他
(第2部)、博士人材の採用を検討している企業

博士課程教育推進機構
キャリア教育室
052-789-4914

9月19日(木)、
20日(金)

名古屋大学スーパーグローバル
大学創成支援事業FDセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：9：30～17：00
講演題目：「英語で教える：入門編 －英語による授業を効果的にす
るための教授法－」
講演者：ルパート・ヘリントン氏（リーズ大学上席講師)
内容：セ英語で授業をする際、専門分野を問わず広く活用できる効
果的な教授法を紹介する(使用言語は英語)
対象：英語による授業に関心を持つ大学教職員
参加費：無料

高等教育研究センター
准教授　中島 英博
052-789-5692

10月14日(月)～
17日(木)

Asia-Pacific Conference on
Performance Analysis in Sport
2019

場所：豊田講堂、シンポジオン、3階会議室
内容：スポーツ技術に関する国際学術会議(使用言語は英語)。英
国、アイルランド共和国、フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル、
クロアチア、韓国、香港、中国、台湾、マレーシア、インドネシア、カ
タール、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、他から海外
100名、国内200名の計300名が参加予定

総合保健体育科学センター
教授　佐々木　康
052-789-3955
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 名古屋大学高等教育研究センター 第 168 回招聘セミナー  

米国大学における 

成人向け教育プログラムの展開と課題 

五島 敦子 氏 （南山大学教職センター 教授） 

講演概要 人生 100 年時代の働き方が再考されている今日、大学には、社会人の学び直しの機会拡

充が求められている。米国の大学は、歴史的に大学が社会人の教育ニーズに応えてきた

が、近年は、オンライン教育を活用して学習を細分化したり、社会人経験を単位認定し

たりすることで、個別のニーズに応える柔軟な学位プログラムが開発されている。本セ

ミナーでは、これらの動向を踏まえ、各大学がどのように成人学生をサポートしている

かを明らかにする。 

 

2019 年 6 月 28 日（金） 15:00－17:00  

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

参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。 

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

 

○いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします。 

○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 

 構内駐車された場合の用務証明書発行はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用） 

 

 

 【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 
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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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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34回
工学部

日　　時：6月30日●日
会　　場：河合塾 千種校

超伝導の不思議な世界

講 演 者：生田 博志 教授
いく た　ひろ し

大学院生：・エネルギー理工学専攻（エネルギーナノマテリアル科学）
 ・情報・通信工学専攻（制御工学、パワーエレクトロニクス）

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）

（工学研究科）

2027年開業予定のリニア新幹線に
超伝導体が使われていることは、ご存知

かもしれません。超伝導体は電気抵抗がゼロになるなど
の特異な性質を示し、様々な応用ができます。三十数年
前に、それまでの超伝導研究を一変させる、新しい超伝
導体が見つかりました。しかし、この高温超伝導体と呼ば
れる物質群が超伝導になる理由は未だに解明されてい
ません。しかも、その後も新たな高温超伝導体が見つか
り、最近では常温に近い温度で超伝導になる物質も報
告されています。超伝導研究の歴史や超伝導の性質、
今何がホットな課題なのかを中心に、講演します。

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-C52-324

2019年度　第34回 工学部
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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34回 工学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1963年生まれ
1986年 東京大学工学部物理工学科卒業
1988年 同大学大学院工学系研究科物理工学専攻修士課程修了
1990年 同博士課程中退
東京大学工学部助手、名古屋大学理工科学総合研究センター助教授な
どを経て、2006年名古屋大学大学院工学研究科教授。博士（工学）。
専門は電子物性。

現代社会は物質の性質を巧みに利用した先端機器に支えられて
います。物質を正しく理解し、その可能性を引き出すことは、さらに発展
を続けるために不可欠です。そこで、主に高温超伝導体やトポロジカ
ル物質など、まだ我々の理解が十分に及ばない新物質を対象に、そ
の物性を明らかにする研究に取り組んでいます。様々な実験的手段
を用いて、その物質の物性の発現機構、つまり背後にある物理の理
解をめざしています。

私たちの体温を電気エネルギーに変換し、現代社会に増え続ける電子
機器の電力源にする考えがあります。我々の研究グループでは、この電源
材料として注目されているC60薄膜の高性能化をめざし、研究を進めてきま
した。ただし、正しいデバイス設計を行うためには、正しい物性を測定する必
要があります。そこで、私はC60薄膜本来の物性を測定する手法の開発を
研究テーマにしています。

（名古屋大学 工学部出身）

●工学部の女子の割合について
●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
●プレゼンテーションや
　学会の頻度
●他大学との交流は
　ありますか
●高校生のときにやっておけば
　良かったことは何ですか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

生田 博志教授 研究トピックス

大学院生 エネルギー理工学専攻
（エネルギーナノマテリアル科学）研究内容

大学院生 情報・通信工学専攻
（制御工学、パワーエレクトロニクス）研究内容

モータ駆動システムは、家電や自動車など幅広い分野で利用され
我々の生活を支える動力源です。これに利用される交流モータは、入
力電圧を制御しないと回すことができません。現在は目標となる電流
指令値と、実際の電流の誤差から入力電圧を計算する制御法が広く
用いられています。私の研究では、未来の電流挙動を予測し最適な入
力電圧を決定する全く異なる制御法について検討しており、モータ駆
動システムの高性能化をめざしています。（名古屋大学 工学部出身）

勉強するモチベーションが持てた。

大学に入ってから、何を学ぶべきか

考えさせられるいい機会に

なりました。
大学院どころか大学すら具体的な

イメージが湧かなかったので、

進路を決めるうえで大変参考に

なりました。

学部の説明や研究内容、院生の

研究内容の説明がわかりやすくて

ためになりました。

企業と連携したり、

自分が思っている以上の

スケールでおどろきました。

特に工学でも医療関係があることに

おどろきました。

（高卒生）

（高卒生）

（高1生）

（高3生）

工学の中だけでも沢山の

専門分野があって興味深かった。

（中学生）

工学部に入りたいといっても

学科はいくつもあり、個々に対する

イメージは薄かったので、具体的な

話を聞けて非常にためになりました。
（高2生）
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中国の2018年のGDP（国内総生産）成長率は28年ぶりの低い水準となりまし
た。米中の貿易戦争も長期化し、世界経済に影を落とすと予測する専門家も
多い中、今後世界第２位の経済大国、中国経済はどうなっていくのか？ アメ
リカ経済は？ そして世界経済はどうなっていくのか？ 中国は今後起こりうる
低成長化の中で経済改革を進められるのか？
マクロ経済学、国際金融を専門とされるポートランド州立大学の伊藤宏之教授
をお招きし、日経新聞経済教室にも執筆された中国経済の展望をお話頂きま
す。

日時
2019年

7月2日 17：00－18：30火

名古屋大学経済学部・経済学研究科
第１会議室

名古屋大学アジア共創教育研究機構
国際開発学会東海支部共催

場所

参加費無料
申し込み不要

参加
申込

特別講演

「黄色信号の中国経済」

講演者 伊藤宏之教授
米国ポートランド州立大学経済学教授、経済学部長
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三越三越

松坂屋
北館
松坂屋
北館
松坂屋
北館

松坂屋
本館
松坂屋
本館

中日ビル中日ビル

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分から徒歩5分

栄駅:出口13栄駅:出口13栄駅:出口13
から徒歩5分

栄駅:出口13
から徒歩5分

地下鉄
東山線
地下鉄
東山線

から徒歩5分から徒歩5分

地下鉄 矢場町駅：出口1地下鉄 矢場町駅：出口1地下鉄 矢場町駅：出口1
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

 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

 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
29

■ 講師
セレンディップ・コンサルティング株式会社
代表取締役会長 　髙村 徳康 氏  

に
よ
る
中
小
企
業
の

事
業
承
継

に
よ
る
中
小
企
業
の

事
業
承
継

後
継
者
不
在
を
救
う
挑
戦
的
取
組

2019年7月3日（水） 18:30-20:00   [18:00 開場]2019年7月3日（水） 18:30-20:00   [18:00 開場]2019年7月3日（水） 18:30-20:00   [18:00 開場]
名大ＥＲＣ・キタン会＊ 名古屋ビジネスセミナー

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＊キタン会：名大経済学部同窓会＊キタン会：名大経済学部同窓会
2019年7月3日（水） 18:30-20:00   [18:00 開場]

＊キタン会：名大経済学部同窓会
2019年7月3日（水） 18:30-20:00   [18:00 開場]
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大学入試センター試験の課題と 

ポスト新入試への期待  

大塚 雄作氏 （京都大学名誉教授／大学入試センター名誉教授） 

講演概要 「大学入試センター試験」は 2020 年 1 月実施をもって終了する。2021 年度大学入学

者選抜からは、「大学入学共通テスト」、および、それを含む新たな入試制度が、さまざ

まな課題がメディアで指摘されながらも、始められていくことになる。そこで、センター

試験の課題は何であったのかを改めて整理し、それを解決するために、近未来において、

どういう大学入試を実現していくべきかという点について、一歩先んじて提言を試みる

こととしたい。 

 

 

2019 年 7 月 4 日（木） 15:00－17:00  

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

 
参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。 

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

 

○いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします。 

○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 

 構内駐車された場合の用務証明書発行はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用） 

 

 

 

名古屋大学高等教育研究センター 第 169 回招聘セミナー  

第 12 回「アドミッション担当教職員支援セミナー」 

【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 
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⼤学教務実践研究会セミナー 

教務系職員初任者向け講習会 
主催：⼤学教務実践研究会 共催：名古屋⼤学⾼等教育研究センター《質保証を担う中核教職員能⼒開発拠点》 

2019年6⽉22⽇(⼟) / 7⽉6⽇(⼟)  ※時間は下記ご参照ください 

会場：（6⽉22⽇）名古屋⼤学 アジア法交流館2階 アジアコミュニティフォーラム 
   （7⽉ 6⽇）福岡⼯業⼤学 A棟 A12講義室 

 
⼩野 勝⼠ ⽒ 

（⿓⾕⼤学 世界仏教⽂化研究センター 事務部） 
 

宮林 常崇 ⽒ 
（⾸都⼤学東京 管理部 企画広報課 課⻑） 

教務系の業務では、法令や規則規程が想定していない事案が少なからず⽣じます。この場合、類似事
例に照らす等により現場で都度判断せざるを得ないのですが、「教務事務の基本的な考え⽅」が⼗分に
⾝についていないと、事例を誤って解釈してしまう可能性があり、円滑に対応することができません。 
この講習会では、教務・教職事務初任者を対象として、担当業務を円滑に遂⾏するために求められる
知識を⾝につけるとともに、今後の制度改正に対して、⾃ら学ぶために必要なスキルを⾝につけるこ
とを⽬指します。 
※２つの⽇程は同⼀内容です。 

□教務事務の基礎編（10:00 受付開始 10:30〜12:30 講習会） 
 関係法規の理解、学籍・単位認定事務の注意点、学⽣対応の⼼構え 等（担当：宮林ほか） 
 対象者：教務事務経験０〜３年まで（内容は０〜１年⽬に合わせます） 

□教職事務の基礎編（13:00 受付開始 13:30〜15:30 講習会） 
 教員免許制度の概要を理解する〜カリキュラム編成の法的根拠について〜（担当：⼩野） 
 対象者：教職事務経験０〜５年程度まで 

定 員  「教務事務編」「教職事務編」とも、名古屋：100名、福岡：150名 
     （定員に達し次第、締め切ります） 

お申込  下記のフォームからお申込み下さい。 
《名古屋開催》http://ur0.work/vIwV 
《福岡開催》 http://ur0.work/Hv0G 
締切⽇： 《名古屋開催》6 ⽉ 7 ⽇(⾦) 《福岡開催》6 ⽉ 21 ⽇(⾦) 

参加費  2,000円/⽇（「教務事務編」「教職事務編」いずれかの参加であっても2,000円） 
 ※当⽇受付でお⽀払いください。 ※名古屋⼤学、福岡⼯業⼤学所属の⽅は無料です。 

※ いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。 
※ ご来場の際には、公共交通機関をご利⽤ください。 

お問合せ kyoumujissen@gmail.com（教務実践研究会） 
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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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名鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅

至
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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35回
理学部

日　　時：7月7日●日
会　　場：河合塾 名古屋校

行動の進化を
　　神経回路から理解する

講 演 者：石川 由希 講師
いしかわ　ゆ  き

大学院生：・生命理学専攻（遺伝学、行動学）
 ・物質理学専攻（生物無機化学）

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）

ダーウィンが160年前に『種の起源』を
発表して以来、多くの進化学者が、生物

の進化を理解しようと研究を積み重ねてきました。その中
でも、「動物の行動がどのように進化してきたのか」は、未
だに解かれていない謎として残されています。行動が脳内
の神経回路によって決まっている以上、行動の進化は神
経回路の変化として捉えることができるはずです。近年、
この神経回路を構成する神経細胞（ニューロン）を操作し、
またその形や活動を観察できるツールが開発されてきまし
た。講演では、この最新技術を駆使することで、古くから
残された行動進化の謎をどのように解くのかをお話します。

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-C52-326

2019年度　第35回 理学部
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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35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
2011年 3月 北海道大学 大学院環境科学院 博士課程修了　
2011年 4月 東北大学 日本学術振興会 特別研究員（PD）
2013年 8月 名古屋大学 大学院理学研究科 特任助教
2017年 11月 名古屋大学 大学院理学研究科 講師

私たちの行動はどのように進化してきたのでしょうか？行動は経験や
学習によって変化する一方で、種に固有な性質でもあります。ウグイスは
どんなに学習してもホーホケキョとしか鳴きません。これはウグイスの脳に
種に固有な鳴き方が刻まれているからです。この本能行動の進化は、ど
のような脳の変化によって生じたのでしょうか？ 近年、脳を構成する神経
細胞を可視化したり、人為的に興奮/抑制させたりするツールが開発さ
れたことによって、その仕組みが徐々に明らかになってきました。

私は「動物がなぜ自分と違う種の生き物を好きにはならないのか」を研究
しています。視覚では区別できない２種のハエも、聴覚や味覚を用いて、互
いを識別することができます。私たちの研究により、この識別の違いは神経
細胞の接続の違いによることがわかってきました。最近は、電子顕微鏡を用
いて神経接続を自分の目で観察する技術に挑戦しています。神経というと
ても小さな構造の違いが、動物の行動全体の違いを生み出すことは大変
興味深いです。　　　　　　　　　　　　 （名古屋大学 理学部出身）

●理学部で研究者になる人の
　割合
●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
●取得できる資格は何ですか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

石川 由希講師 研究トピックス

大学院生 生命理学専攻（遺伝学、行動学）研究内容 大学院生 物質理学専攻（生物無機化学）研究内容

人々に感染して健康被害を引き起こす緑膿菌は、薬への耐性を獲
得しやすいため、薬での治療が困難です。そこで、私の研究室では、
緑膿菌が生存するうえで必要な鉄源を運搬するタンパク質に、あえて
鉄源として利用できない“化学分子”を作用させ、鉄源の運搬機能を
失った『偽のタンパク質』による治療法を確立しています。私は、この
ように「“化学分子”によるタンパク質の機能改変」を根幹とした研究
に取り組んでいます。　　　　　　　  （名古屋大学 理学部出身）

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、向いている大学、

学部・学科をさがしてみたいと強く感じました。

ホームページだけではわからないことを

知ることができて、良かったです。

実際の大学院生の生活や体験談を

聞くことができ、今の勉強が

後々役に立つことがわかって

良かったです。

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

わかりやすかったです。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。

（高1生）

（高卒生）

（高2生）

（保護者）

（中学生）

名大理学部とはどんなところ

なのかが、より深く知れたので

良かったです。（高3生）
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地
域

大
学

名古屋大学大学院　環境学研究科

臨床環境学

コンサルティングファーム
説明・相談会

入場無料/要申込入場無料/要申込 水水
名古屋大学東山キャンパス環境総合館 1階レクチャーホール

生物多様性の

大切さを知って

もらうには？
人口減少

地域を元気に

するには？

地域から

低炭素社会を

目指すには？

どこに

相談すれば？

交通や公共施設を

どう維持していけば？

「臨床環境学」とは？「コンサルティングファーム」とは？…　高野雅夫 教授

口頭での紹介を数件、 その他、 いくつかの取り組みをポスターで紹介します。 対象とする分野は、 都市計画、

まちづくり、 公共施設、 地域公共交通、 移住 ・定住、 森林管理、 再生可能エネルギー、 低炭素社会など

多岐にわたります。

大学との連携方法　………………………………………………　加藤博和 教授

商店街に賑わいを

取り戻すには？

持続可能な地域づくりといっても、わからないことだらけ。

そういう時は、大学に相談すると解決の道筋が見えてくるかもしれません。

名古屋大学環境学研究科では臨床環境学コンサルティングファームという相談窓口を作りました。

ご相談いただければ、大学教員をリーダーとする専門家チームと現場で一緒に悩みながら、

解決策を探すことができます。この説明・相談会は、発足から 5年目の私達の経験と実績を報告し、

大学を活用していただく機会です。

月 日

ハードルが高いと思われがちな大学との連携の方法について説明します。

コースの内容・特徴・受験方法について説明します。

地域のお困りごと相談会地域のお困りごと相談会

セミナー　14：00－16：00セミナー　14：00－16：00

地域のお困りごとにコーディネータ教員・担当教員が一対一でご相談にのります。

本山方面

八事方面

地下鉄名古屋大学

2番出口

〒郵便局

理学部E館

ES
総合館

NIC
ITｂM

環境総合館

参加申込 /問い合わせ参加申込 /問い合わせ

seminar@urban.env.nagoya-u.ac.jp
参加申込・問い合わせは上記のメールアドレスへ

ご氏名・ご所属・

目的 （コンサルティングファーム／統合環境学特別コース） ・

個別相談希望　（あり /なし） をご記入下さい。

これまでの実績紹介　……………………………………………　各教員

「臨床環境学」、 「コンサルティングファーム」 について紹介します。

相談会　16：00－17：30相談会　16：00－17：30

説明会説明会

統合環境学特別コース説明会統合環境学特別コース説明会

終了後は、相談会に入っていただき、指導を希望する教員に直接相談できます。
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Ⅱ スキルセミナー
2019年度 第3回

理学南館
セミナー室

名古屋大学 博士課程教育推進機構キャリア教育室（旧ビジネス人材育成センター）
TEL: 052-789-4914 E-MAIL: b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp

申込方法 ホームページからお申し込みください

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/seminar/detail/0004617.html

プレゼンテーションは準備が8割と言われてい
ます。本番では7割の力が発揮できれば成功だ
とプロは考えています。どんな準備をして臨
むのか、緊張とどう付き合うのか、元NHKの
アナウンサーが解説します。

セミナー前半は、プロの準備の仕方と心得、
そしてプレゼンのコツを教えます。
後半は実践編、簡単なテーマについて受講生
がプレゼンをし、プロの視点から一人一人に
アドバイスをします。

「企業と博士人材の交流会」ポスター発表
に参加予定の方にお勧めです

講師：森 吉弘（もり よしひろ）

学び舎「森ゼミ」代表／元NHKアナウンサー

【略歴】 愛知県豊橋市出身 慶応義塾大学経済学部卒

大学在学中の1992年に『森ゼミ』を立ち上げ、２7年目に突入。800人の森ゼミ卒業生が国内外で活躍
している。現在、国内15の大学で「生きる力の強い学生」や「グローバル人財」の育成に取り組む。海
外研修（インド・中国・オーストラリア）や国内研修（鹿児島・山形・京都）を毎年開催。「おもてな
しコミュニケーション」をグローバルスタンダードにすべく、アジアを中心に飛び回っている。
著書『就活必携』『よくわかる森式就活完全ガイド』『２０代の特別授業』『ライバルに差をつける半
径５ｍ活用思考』など多数。

 定員：30名
 対象：博士（前期・後期）課程学生、ポスドク

7/11(木)

15:00～17:00
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 名古屋大学高等教育研究センター 第 170 回招聘セミナー  

 

 

はじめての FD 委員長 

－質保証のための FD の企画立案－  

大津 正知 氏 （中京大学教学部教育企画課 課長補佐） 

講演概要 授業アンケートをどんな風に活用していけばいいのか、どうすれば魅力的な講演会が開

催できるのかなど、FD 委員長としての役割には悩みがつきません。また、これからの

FD 委員長には、教育の内部質保証に向けてアンケートの実施や講演会の開催にとどまら

ない役割も期待されています。 

このセミナーでは新任の FD 委員長やその補佐をする方、全学単位の FD を担当する教

育担当の学長補佐などの方を対象に、教育の内部質保証に向けた FD をどのように企画・

運営・評価するかについて議論します。 

 

2019 年 7 月 11 日（木） 16:00－18:00 

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

対 象：大学の FD 委員会等の責任者・責任者を補佐する立場の教職員* 
      *責任者を補佐する教職員の方につきましては、責任者の方と共にご参加いただくことを推奨します。 

 

 
参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。 
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/  
 
○いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします。 
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 
 構内駐車された場合の用務証明書発行はいたしかねますので、ご了承ください。 
 
お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用） 

 

【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 

 

第２回教育の質保証に関する研修セミナー 
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名古屋大学協力会事務局　【TEL／FAX】 052-782-1811
【e-mail】 kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp　【HP】 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/31-1.html

参加ご希望の方は、所属・氏名・交流会の出欠を記入して、e-mailでご提出ください。
また、ホームページからのお申し込みも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

【お申し込み・お問い合わせ】 事前申込制（定員 200 名　先着順）

未来を創る
イノベーション

【主催】 名古屋大学協力会
【後援】 名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部、中部経済産業局、愛知県、公益財団法人科学技術交流財団、一般社団法人中部産業連盟、
　　　 一般社団法人中部経済連合会、名古屋商工会議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部

【講演会】 無料
【交流会】 会員：無料
 非会員：3,000円
 学生：1,000円

参加費

13：30～18：10
【総　会】 13：30～14：00
【講演会】 14：00～17：00
【交流会】 17：10～18：10

時　間

【総　会】名古屋大学 ES 総合館 ES 会議室
【講演会】名古屋大学 ES 総合館 ES ホール
【交流会】名古屋大学 NIC 1 階 Idea Stoa

〒464-8602  名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線「名古屋大学」駅出口下車徒歩3分
http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/access/campusmap.html

会　場

名古屋大学 副総長 学術研究・産学官連携推進本部長 佐宗 章弘
開会挨拶　［14：00～14：05］

講演会

基調講演 1

オムロン㈱ イノベーション推進本部
インキュベーションセンタ長 竹林 一

［14：05～14：55］

イノベーションをデザインする
～イノベーションを生み出す人材と組織～

基調講演 2

㈱デンソー
MaaS開発部部長 成迫 剛志

［14：55～15：45］

社内に“シリコンバレーの
　スタートアップ流”を創る

パネルセッション［16：00～17：00］
未来創造を拡大・加速するために

名古屋商科大学ビジネススクール
教授 澤谷 由里子

モデレーター

名古屋大学 未来社会創造機構
オープンイノベーション推進室

特任教授（ビジネスプロモータ）
大津留 榮佐久

パネリスト

オムロン㈱ イノベーション推進本部
インキュベーションセンタ長 竹林 一

パネリスト

㈱デンソー
MaaS開発部 部長 成迫 剛志

パネリスト

7.13 土

令和元年度名古屋大学協力会総会・講演会
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本山

八事
名大南

名古屋大学前

ES総合館

名古屋大学駅
地下鉄

郵便局

豊田講堂

アクセスマップ

会社名

氏　名 会　員

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

総　会 講演会E-mail

TEL.

　今まで不可能と思われていたことが、技術の発展と私たち
の発想から可能になります。課題先進国と言われる日本にお
いて、私たちには未来の社会システムを創造する素晴らしい
機会があります。

[総会・講演会・交流会]
　　　名古屋大学  ES総合館

〒464-8602  名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線「名古屋大学」駅出口下車徒歩3分

会場

お申し込み・お問い合わせ

　参加ご希望の方は「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX、メールまたは電話にてお申し込みください。また、ホームページからのお申し込
みも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

名古屋大学協力会事務局  【TEL/FAX】 052-782-1811
［e-mail］ kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp  ［HP］ http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/31-1.html

キリトリ線

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

交流会

　新しい時代を勝ち抜くためには、イノベーションの本質、IoT に代表さ
れるセンシング、通信、クラウド、ＡＩ、ビックデータと言った技術を理
解した上で、それらをいかに使いこなし、賛同者を巻き込み、共に新し
い市場を創りだすのか、まさに“イノベーションをデザインする力”が重
要になってきます。新規事業立ち上げ、“センシングデータ流通取引市場”
という市場自体を創造するプロジェクト等の経験を題材にイノベーション
を実現する為の仕組みや、イノベーションを生み出す人材、マネージメン
トについて共に考察します。

イノベーションをデザインする
～イノベーションを生み出す人材と組織～
オムロン㈱ イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長  竹林 一

1［14:05～14:55］基調講演

　ついに自動車業においても CASE と呼ばれる技術革新がトリガーとな
り、そして MaaS と言われるようなビジネスモデルも含めた 100 年に一
度の大変革期が始まっています。日本の伝統的企業にとってこのような
大変革期に必要なことは、イノベーションを創出するための従来とは異な
るスキル、人材、仕事の仕方、体制、そして文化を創ることだと考えます。
本講演では、MaaS 時代へ対応するためのデンソーの取り組みについて
ご紹介します。

社内に “シリコンバレーの
　スタートアップ流” を創る

㈱デンソー MaaS開発部部長  成迫 剛志

2［14:55～15:45］基調講演

未来創造を拡大・加速するために
モデレーター

パネリスト

名古屋商科大学ビジネススクール 教授  澤谷 由里子

名古屋大学 未来社会創造機構 オープンイノベーション推進室
特任教授（ビジネスプロモータ）  大津留 榮佐久

オムロン㈱ イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長  竹林 一
㈱デンソー MaaS開発部 部長  成迫 剛志

1［16:00～17:00］パネルセッション

令和元年度名古屋大学協力会総会・講演会

　今回は、私たちを支えるシステムのイノベーション創出のた
めに、企業ですでに始まっている活動として、「イノベーション
を 生 み 出 す人 材と 組 織」および「MaaS（mobility as a 
service）時代へ対応するためのデンソーの取り組み」を紹介
していただき、そのあと、パネルセッションとして「未来を創
るイノベーションをさらに拡大し加速するために」どのように
すればよいのかを議論いたします。

参加申込書

未来を創るイノベーション

プログラム
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【資料１１】
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 名古屋大学高等教育研究センター 第 96 回客員教授セミナー  

フランスにおける大学教員向け 

教授能力向上の研修の現状と課題  

Nathalie YOUNÈS 氏  
（フランス クレルモン・オーベルニュ大学教育高等学院 准教授） 

講演概要 フランスでは、2017 年 5 月の政令により、新任の大学教員に対して教授能力形成のた

めの研修が義務化された。背景には、大学は入学者選抜なしで入学できるため学生の学

力が多様化していること、とくに低学年で留年・退学をする学生が多いこと等の事情が

ある。教員の教授能力向上で事態打開を企図している。教育省は MOOC による研修プロ

グラムの提供を予定しており、現在その作業が進行中である。本セミナーでは、2017-18

年に MOOC ユーザーを対象とする調査結果をもとに、プログラム作成の過程を明らかに

する。 

 

2019 年 7 月 18 日（木） 15:00－17:00  
場 所：名古屋大学東⼭キャンパス ⽂系総合館 5F アクティブラーニングスタジオ 

 参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。 

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

使用言語：英語 
 

○いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします。 

○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 

 構内駐車された場合の用務証明書発行はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用） 

 

 

 
【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】 
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名古屋大学大学院国際開発研究科

７月20日（土）
国際開発研究科棟８Ｆ
地下鉄名城線「名古屋大学」下車

■説明会 13:00

・経済開発政策・マネジメント

・平和とガバナンス

・包摂的な社会と国家

・教育と人材開発

・貧困と社会政策

■個別相談会 14:45-16:00

■留学生相談会

■施設見学

■博士前期課程入試
2020年4月入学

第一期募集

9月11日（水）-12日（木）

第二期募集

1月30日（木）-1月31日（金）

■博士後期課程入試
2018年10月入学

7月22日（月）

2020年4月入学

2月6日（木） 105



名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 

設立記念シンポジウム 
 

 

日時 2019年 7月 22日（月） 13時 30分～18時 30分 

場所 名古屋大学 東山キャンパス ES総合館 1階 ESホール 

    研 究 紹 介：ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）1階 ホワイエ・車両実証室 

意見交換会：NIC 1階 Idea Stoa 

 

プログラム                       司会：青木 宏文 企画戦略室長 

13:30-13:45 

 開会挨拶 松尾 清一 名古屋大学 総長 

 来賓挨拶 文部科学省（予定） 

 来賓挨拶 経済産業省（予定） 

13:45-13:55 

 未来社会創造機構の概要 佐宗 章弘 副総長・未来社会創造機構長 

13:55-14:35 

 モビリティ社会研究所の概要 鈴木 達也 所長 

  先進ビークル研究部門 鈴木 達也 部門長 

  モビリティサービス研究部門 武田 一哉 部門長 

  社会的価値研究部門 森川 高行 部門長 

  

14:50-15:35 

 講演「制御システムの観点から見た自動運転 - 機械学習とモデルベース制御の融合」 

Autonomous Driving from Control System Perspective 

- Merging Machine Learning and Model-based Control * 講演は日本語で行われます。 

 Masayoshi Tomizuka 氏 

カリフォルニア大学バークレー校 教授／名古屋大学 客員教授 

15:35-16:20 

 講演「名大初の自動運転」 

  加藤 真平 氏 

株式会社ティアフォー 創業者（兼取締役 CTO） 

The Autoware Foundation 代表理事 

東京大学 准教授／名古屋大学 客員准教授 

16:20-16:30 

 講演「モビリティ社会研究所の挑戦」 

  谷川 史郎 ディレクター 

16:30-16:35 

 閉会挨拶 佐宗 章弘 副総長・未来社会創造機構長 

 

16:40-17:30 研究紹介 

17:30-18:30 意見交換会 
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ピアノ
大﨑 奈々
ピアノ
大﨑 奈々
ピアノ
大﨑 奈々

ピアノ
酒井 志野

ピアノ
酒井 志野

ピアノ
酒井 志野

キャンパス
コンサート
2019・夏

2019.7.24(Wed.)  
OPEN 17:30  START 18:00
名古屋大学東山キャンパス 
豊 田 講 堂 ホ ー ル豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊 田田田田田田田田田田田田田 講講講講講講講講講講講講講講 堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂 ホホホホホホホホホホホホホホホ ーーーーーーーーーーーーー ルルルルルルルルルルルルルル豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊 講講講講講講講講講
名名名名名名名名名名名名名名名古古古古古古古古古古古古古古古屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学東東東東東東東東東東東東東東東山山山山山山山山山山山山山山キキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンパパパパパパパパパパパパスススススススススススススス

000000000000000000000000000000888888888888888SSSSSSSSSSSSSSS000000000000000333333333333333777777777777777OOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN 111111111111111 :::::::::::::::   TTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTT 111111111111111 :::::::::::::::
)))))))))))))))(((((((((((((((999999999999999000000000000000 ............... WWWWWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddd...........111111111111111222222222222222

予約不要｜⼊場無料｜未就学児⼊場可予約不要｜⼊場無料｜未就学児⼊場可

障害等のある方で、配慮が必要な方は、7月3日（水）までにご相談ください。障害等のある方で、配慮が必要な方は、7月3日（水）までにご相談ください。障害等のある方で、配慮が必要な方は、7月3日（水）までにご相談ください。

ブラームス／ハンガリー舞曲 第5番
ラフマニノフ／楽興の時 作品16-3

前奏曲 作品32-5
V.R.のポルカ

モーツァルト／ソナタ 変ロ長調 K.333

ムソルグスキー／展覧会の絵より抜粋
フォーレ／組曲「ドリー」 作品56 より

子守歌
ミーアーウー
キティワルツ            
スペイン風の踊り  （曲目は予告なく変更する場合があります。）

名古屋大学Development Office
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　TEL:052-747-6558 （平日9:00～17:00）
名古屋大学Development Office
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　TEL:052-747-6558 （平日9:00～17:00）
名古屋大学Development Office
〒464-8601 名古屋市千種区不老町　TEL:052-747-6558 （平日9:00～17:00）

♬ お問い合わせ ♬♬ お問い合わせ ♬♬ お問い合わせ ♬
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愛知県長久手市出身。6歳よりヤマハ音楽教室にてピア

ノを始める。

ヤマハマスタークラス演奏研究コース、作曲にてヤマハ

創作研究コース修了。在籍時ヤマハJOCハイライトコ

ンサート、ヤマハJOCガラコンサートに選抜され自作

曲を演奏。

後に名古屋市立菊里高等学校音楽科、愛知県立芸術大学

ピアノコースを経て、同大学院鍵盤楽器領域修了。

第4回デザインK音楽コンクールピアノ部門最高位。

第1回21世紀国際ピアノコンクール第1位。

第10回ニース国際ピアノコンクール(仏)プリマヴィスタ

部門第1位。

第12回セシリア国際音楽コンクールにてピアノ大学生

の部第1位。

第19回大阪国際音楽コンクールにてリサイタル部門エスポアール賞。

第65回菊里高等学校音楽科定期演奏会出演。

大学在学中に学内選抜によるピアノ名曲コンサート、第47回、第49回愛知県立芸術大学

定期演奏会、第48回同卒業演奏会出演。

ヤマハ名古屋ホールにて「愛知県立芸術大学大学院修了演奏会」に選抜され出演。

2015年 高井優希指揮/名古屋室内管弦楽団とチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を

共演。2016年3月、2017年11月に千種5/R音楽ホールにてソロリサイタル開催。

これまでに北野財団、長久手青少年音楽家育成協議会より奨学金を授与。

これまでに森珠美、桐山春美、熊谷恵美子、ラルフ・ナットケンパー、エフゲニー・ザラ

フィアンツ、前田祐里の各氏に師事。

現在ソロ、器楽伴奏、室内楽の分野で幅広く活動する傍ら後進の指導にも当たる。

地下鉄名城線「名古屋大学」駅   ２番出口より徒歩すぐ
※公共交通機関をご利用ください。

ピアノ
⼤﨑 奈々
（おおさき なな）

ピアノ
酒井 志野
（さかい しの）

名古屋大学
東山キャンパス  

豊田講堂
ホール

会
場 豊田講堂ホール

お子様が泣いたり声をたててし

まう場合は、他のお客様のご鑑

賞の妨げとなりますので、途中

退席をお願いしております。

ご理解・ご協力をお願いいたし

ます。

愛知県半田市出身。4歳よりピアノを始める。金城学院

中学校、高等学校を経て、愛知県立芸術大学、同大学院

を卒業。

2013年第14回大阪国際音楽コンクールAge-Ｕ部門エ

スポワール賞。2014年第1回イモラ国際ピアノオーデ

ィション in JAPAN本選第4位。2015年第16回ショ

パン国際ピアノコンクール in ASIA、全国大会にて金

賞、アジア大会にて銀賞。フランス、ティーニュにて

MusicAlp夏期国際音楽アカデミーを受講。ジャック・

ルヴィエ氏のマスタークラスを修了、ディプロマ取得。

2017年ウィーン国立音楽大学にてWinerMusikSemi-

narを受講。アレキサンダー・ロスラー氏のマスターク

ラスを修了、ディプロマ取得。大学在学中に学内選抜に

よるピアノ名曲コンサート、大学院在学中にヤマハ主催

のジョイントコンサートに出演。2018年9月に千種

5/Rホールにてソロリサイタルを開催。2018年愛知ピ

アノコンクール大学・一般の部にて金賞、中日賞。これ

までに、鈴川ゆかり、伊藤仁美、伊藤恵、エフゲニー・

ザラフィアンツ、掛谷勇三、奥村真の各氏に師事。
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連絡先・申込先
Tongali プロジェクト事務局
TEL： 052-747-6476    E-mail：tongali@aip.nagoya-u.ac.jp
Web: https://tongali.net/events/sdgs2019/

ホームページよりお申し込みください。

文部科学省 「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

SDGsを学ぶセミナー
2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）を様々な機会に見聞き

するようになりました。その重要性は認識しているけれど、実際のところ、どのように今後活用していけば

よいか、不明点がいくつもあるかと思います。この度、SDGsの基本から学ぶ機会として、国際連合地

域開発センターの遠藤氏をお招きして、基本を学ぶとともに質疑応答の時間にしたいと考えています。

ご興味のある方、ぜひご参加ください。

日時： 2019年 7月 25日（木）14:00 – 15:30

会場：名古屋大学 National Innovation Complex 

(NIC) ３F 大会議室

内容：講演・質疑応答
対象：大学院生・学部生・教職員

ー講演者ー
国際連合地域開発センター

遠藤和重氏
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 キュウリのつるにスイカが実ることはありません。犬から猫が生まれることもありません。生き物が自分と 

よく似た子孫を生み出せるのは、それぞれが独自の設計図である「遺伝子」をもっているからで、その遺伝子は

「DNA(ディーエヌエー)」とよばれる物質からできています。生き物は無数の「細胞」から出来ていますが、   

「遺伝子」は個々の細胞のなかにある「核」とよばれる場所に納められています。 

 名古屋大学遺伝子実験施設では、科学に興味のある小中学生を対象に、自分の目で「核」や「DNA」を観察し、

遺伝学の基礎に触れていただくための教室を開催致します。 

応募方法  
参加希望者は、①氏名(ふり仮名)、②性別

③学校名、④学年、⑤連絡先（郵便番号、

住所、電話番号、E-mail アドレス）、⑥参加

を希望する理由（数行で簡単に書いてくだ

さい）、⑦保護者の氏名、⑧保護者の参加

希望の有無、⑨この募集を何で知ったか、

を A4 版の用紙（特に指定はありません）に

記載し、右記の宛先まで郵送またはメール

でお送りください。応募者多数の場合は 

ご希望に添えない場合もあります。 

ご応募お待ちしています！！ 

第 18回 Jr.サイエンス教室 

 

日 時： 令和元年 7月 27日（土曜日）午後１時～午後４時  
 

場 所： 名古屋大学 遺伝子実験施設 
 

参加資格： 小学校５・６年生と中学生 

募集人数： 受講者20名程度（保護者の付き添いも可） 

内 容：   １．「遺伝子」と「DNA」についての簡単な説明。 

２．細胞の「核」を見てみよう。 

３．細胞から「DNA」をとりだしてみよう。 

 

 

応募締め切り 

令和元年 7 月 3 日（水曜日） 

募集締切り 

〒464-8602 名古屋市千種区不老町 

 名古屋大学遺伝子実験施設  

 Jr.サイエンス教室 担当係  
E-mail  jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp   

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

宛 先 

遺遺遺伝伝伝子子子ををを見見見てててみみみよよよううう   

名古屋大学遺伝子実験施設 
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日時：2019(令和元)年7月29日(月)14:30‐17:30 （終了後、交流会を予定）

場所：名古屋大学東山キャンパス 理学南館 坂田・平田ホール
申込・問合せURL：http://orient.genv.nagoya‐u.ac.jp/talk‐kure.html
※参加費は無料です（交流会は実費）。どなたでもご参加いただけます
主催：名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター
共催：名古屋大学減災連携研究センター、公共交通マーケティング研究会
後援：国土交通省中部運輸局（申請中）、愛知県（申請中）、中部バス協会、中部鉄道協会、中部タクシー協会連合
会、愛知県タクシー協会、中部貸切バス適正化センター、くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会

名古屋⼤学⼤学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター（SusCoDe）プレゼンツ

トークセッション

「巨大災害で孤立した街を救うため、
公共交通を至急確保せよ！」

講演︓呉⼯業⾼等専⾨学校
環境都市⼯学分野 教授
神⽥佑亮⽒

クロストーク「中部はその時動けるか︖」
神⽥佑亮⽒＋加藤博和（地域公共交通
プロデューサー、名古屋⼤学⼤学院環境学研究科教授）

昨年7月､西日本を襲った大水害
山と海に囲まれた呉市は陸路での外との行き来が困難に・・・
この孤立状況を打開すべく関係者が立ち上がり、力を合わせ、
そして「災害時ＢＲＴ」は走り出した！
巨大災害発生後の移動手段確保は、被災者の生活維持や、復旧・復興に大きな影響を
及ぼします。西日本大水害後の呉市でのスピーディな取組は、日頃からの関係者間のコ
ミュニケーションや、IT技術もローテクも使えるものは何でも使うという柔軟性のたまもの
でした。その詳細を、最前線で取り組んだ当事者が、名古屋で、語ります！
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楽しいものづくり・一日大学体験

名古屋大学工学研究科創造工学センター

令和元年度第1期 高大連携・ものづくり公開講座
(SSH事業）

機械工作コース

あなたもメカニック！ エンジン分解・組み立てに挑戦

○模型飛行機用グローエンジンを分解し、組み立てを行った後、実際に作動させて熱が動力に変わる
エネルギー変換の様子を体験します。さらに、それらを通じてものづくりの基盤技術である作業工具の
正しい使い方やエンジン作動時の安全で効率的な作業方法を学びます。最後は小型ジェットエンジン
のデモンストレーションを通じて大出力を直に体感してもらいます。

■募集定員： １０名

日時 : 令和元年8月6日（火） 10:00～16:00（予定）
会場 : 名古屋大学大学院工学研究科

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

対象： 高校生
参加費 : １人３００円（傷害保険料） 参加当日、受付でお支払い下さい。

当日は作業しやすい長ズボン、運動靴をご用意ください。

【主 催】 名古屋大学工学研究科 創造工学センター・愛知県立一宮高等学校SSH事業共同主催

■申込方法：所定の申し込みフォームを用いて高校の担当の先生からメールで申込んでください。

傷害保険に加入する関係で、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、学年の記入が必要です。

■申込締切： 7月19日（金）必着（申込者多数の場合は一宮高校で調整させていただきます）。

調整結果は7月26日（金）までにお知らせします。

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

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

愛知県立一宮高等学校（担当：稲守） Tel：0586-72-0191 E-mail： ssh@ichinomiya-h.aichi-c.ed.jp

115



116



<実験テーマ>

•電子ブロックで体験する物理と研究最前線

•太陽電池でエコ発電

•光の干渉・分光実験とホログラフィ技術を使った立体写真撮影

•大気圧放電プラズマでオゾンを発生させよう！

•リモコンカーを作る ～メカトロニクスとプログラミング入門～

•ロボットのしくみを理解する ～書道ロボットを作ろう～

2019年度

テクノフロンティアセミナー(TEFS)
−触れてみよう，電子と情報の最先端に−

Techno-Frontier Seminar

開催場所： 名古屋大学工学部（名古屋市千種区不老町）
開 催 日： 2019年8月８日（木）
参加人数： 意欲のある高校生約40名（学年，男女を問いません）
参加費用： 食事の費用を含め無料
申込締切： 2019年７月１日（月）（必着）
選考結果： 7月中旬に申込者全員に通知します。
申込方法： 参加申込用紙に記入の上、郵送して下さい。

ホームページ用QRコード

問合せ先：名古屋大学工学部電気系教室内 TEFS実行委員会 今中 政輝
TEL: 052-789-3１４１ E-mail: imanaka@imass.nagoya-u.ac.jp
主催：名古屋大学工学部、(公益財団法人) ＫＤＤＩ財団
後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、電気学会東海支部、IEEE名古屋支部

申込用紙は、下記ホームページからダウンロードできます。
URL: http://www.echo.nuee.nagoya-u.ac.jp/tefs/tefs31/
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人工知能AIを使った物体再構成技術
光閉じ込めナノ構造＆太陽光発電素子

全固体リチウムイオン電池

3Dプリンタでデザインした超々軽量材料
CO2を燃料に変えて地球温暖化の抑制

超精密なふるいで水をキレイに

原子って見えるの？超高分解能透過型電子顕微鏡

炭素繊維のリサイクル

8/8(木) 10:00 ～ 17:30
受付は9:30から

会　場　名古屋大学東山キャンパス
対　象　東海地区の高校生（学年は問いません）
参加費　無料（交通費、昼食代は各自負担）
募　集　45名程度（応募者多数の場合は抽選）

主　催　名古屋大学工学部
後　援　愛知県教育委員会
　　　　名古屋市教育委員会
　　　　名古屋産業科学研究所

問合せ先
名古屋大学工学部マテリアル工学科 テクノサイエンスセミナー実行委員会
TEL 052-789-3348 E-mail yamamoto.takahisa@material.nagoya-u.ac.jp
http://www.material.nagoya-u.ac.jp/tss/2019.pdf

大学の研究室を体験できます！ 高校生のための体験学習（講義と実験）

名古屋大学工学部マテリアル工学科
テクノサイエンスセミナー2019
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名古屋大学附属図書館友の会
TEL ０５２－７８９－３６８４
FAX ０５２－７８９－３６９４
E-Mail tomo@nul.nagoya-u.ac.jp
URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/tomo/

（後援）

名古屋大学附属図書
館，同研究開発室

２０１９年８月８日（木） 午後６時～

名古屋大学中央図書館２階ディスカバリスクエア

名古屋大学附属図書館
友の会 トークサロン

参加無料
申込不要
会員以外の方
も歓迎します

江戸時代の源氏絵について

江戸時代、ことに17世紀には『源氏物語』の絵画作品が多く作られた。絵巻とし

ては、近年注目されている「幻の源氏物語絵巻」（盛安本）があり、土佐派や住吉
派の画帖や、狩野派また岩佐又兵衛派の屏風絵などもある。

4月に、ニューヨークのメトロポリタン美術館で大規模な源氏物語絵画展があり、

コロンビア大学と共催の国際シンポジウムもあって私も参加した。それらの体験
報告とともに、架蔵の源氏絵も紹介する。

語り:

高 橋 亨 名誉教授
『源氏物語絵屛風』

国文学研究資料館所蔵
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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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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36回
法学部

日　　時：8月25日●日
会　　場：河合塾 名古屋校

憲法典は「憲法」ではない！？
―法を解釈するということ―

講 演 者：大河内 美紀 教授
おお こうち　 み のり

大学院生：・総合法政専攻（政治学）
 ・総合法政専攻（ロシア法）

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）

（法学研究科）

憲法は、高等学校までの授業でも学習
する「法」のひとつです。テストの前に条 

文を暗記したことがあるかもしれません。ですが、憲法を
学ぶことは、決して条文を覚えることではありません。憲
法を学ぶことは、社会のなかで、憲法が実際にどのように
機能しているのか・いないのかを明らかにすることです。あ
なたが覚えた条文は、実は裁判所で使われていないかも
しれない。逆に、憲法典のどこにも書かれていないのに、
実際に「憲法」として機能しているルールがあるかもしれ
ない。この講演が、そんなことを考えるきっかけになれば
幸いです。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

2019年度　第36回 法学部

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-C52-328
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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36回 法学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1997年 3月 名古屋大学法学部卒業
2002年 3月 名古屋大学大学院法学研究科

博士課程後期課程単位取得退学
2003年 3月 博士（法学・名古屋大学）
2004年 4月 新潟大学法学部・助教授
2009年 4月 名古屋大学大学院法学研究科・准教授
2013年4月より現職

専門は憲法学です。日本国憲法およびアメリカ合衆国憲法を主な
研究対象としていますが、なかでも、憲法解釈の方法およびその正当
性に関心を持っています。憲法の意味内容は、その条文を解釈するこ
とによって初めて明らかになります。換言すれば、解釈次第で憲法の
意味内容は柔軟に変化をすることになります。したがって、いつ・誰が・
どのように行った解釈が「正当」な解釈と見なされるのかは、憲法を考
える前提として、極めて大きな意味を持っているのです。

私は「政治学とジェンダー」を研究のテーマにしています。政治学では、他
の学問分野の動向と比較すると、ジェンダーの重要性が認識されるのが遅
れてきました。しかし、ジェンダーを分析視角として政治を眺めてみると、これ
までの政治学のアプローチでは捉えられなかった側面が見えてきます。こう
いった作業を積み重ねることによって、よりジェンダー平等な社会を模索し
ていくことが出来るのではないかと、考えています。

（名古屋大学 法学部出身）

法律を勉強するにあたっての概念の

見方を変えること、広げることが

大切なのだなと思いました。

大変良かったと同時に、

受験へのモチベーションが

非常に上がりました。

政治についての概念、

とらえ方がわかりやすく、

考えが柔軟になりました。

●国際法を勉強した後の
　卒業後の進路について
●司法試験をめざして
　どのくらい勉強しましたか
●英語の重要性について
●留学はした方が良いか
●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
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

大河内 美紀教授 研究トピックス

大学院生 総合法政専攻（政治学）研究内容 大学院生 総合法政専攻（ロシア法）研究内容

（高1生）

（高3生）

（高２生）

昨今、わが国と「遠い隣国」であるロシアの関係は、政治・外交・経
済等、様々な分野において重要性を高めています。これらの基礎とな
るのは、ロシアの法制度や社会の特質に関する研究の蓄積です。私
は、現行のロシア連邦憲法が定める基本原則の1つである、信教の
自由の保障・政教分離原則の特徴を明らかにするため、ソ連時代に
当局が収用した旧教会財産をめぐる国家と宗教団体の関係を研究
しています。　　　　　　　　　　　  （名古屋大学 法学部出身）

漠然としていた法学部の内容が

分かって良かったです！

自分たちの生活の中で政治が

身近に起こっていることを知り、

興味が湧きました。（高2生）

自分と歳の近い大学院生の

お話が聞けてよかったです。
（高3生）

講演を聞く前は難しそうだと

思っていたましたが、

内容をひとつひとつ紐解いていくと

とても興味が湧きました。（高卒生）

実際に学んでいる、大学院生の研究の

内容を知ることができて良かったです。

（保護者）
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のための

第９回

名古屋大学
豊田講堂

第

１
部

ポスターセッション 9:30～11:15（受付 9:00～） 第

２
部

交流セッション12::30～19:00（受付 12:00～）

※名古屋大学以外の所属の方は、第２部からご参加いただけます。

何十社という博士人材を求める企業と一度に交流できる機会は滅多
にありません。自分で企業を調べていると業界が偏りがちですが、
交流会を通じて調べたことのなかった業界についても知ることがで
きます。就活の視野を広げる目的でも参加することをお薦めします。

実際にいくつかの企業の担当から話を聞いていくうちに、自分に合い
そうな業界、そうでない業界がわかって来ましたし、自分の進路につ
いて具体的に考える良いきっかけになりました。あまり、就活につい
て具体的に考えていない方も、参加してみると良いと思います。

博士に着目している企業の多さにまず驚き、
うれしく思った。博士後期課程出身の人事
の方も多く、意外であった。しかし、博士
出身だからこそこちらの状況をよくわかっ
てくださっていた。私自身は本会に参加し
て、研究・開発といった仕事に加えて、人
と関わる仕事に興味をもった一日だった。

参加してみて、企業の方は、博士人材の高い論理的思考力、
問題解決能力、困難を乗り越えられる精神力といった専門以
外のところにも注目していることが分かりました。多くの企
業が既存の技術を組み合わせて新しい価値を生み出すことに
力を入れており、自分の専門も他分野で生かせる可能性があ
ることを学びました。企業と博士の交流会に参加したおかげ
で、自分の進路の可能性を広げることができました。

バイオ系の就職先は少ないと言われ
ていますが、この交流会を通して、
思いもがけない企業が生物系の研究
者を求めていることがわかりました。
また、企業の方とお話しすることで、
自分の研究に対する新しい視点が得
られると思います。

博士課程教育推進機構 キャリア教育室（旧 ビジネス人材育成センター) 担当：森・都築

TEL 052-789-4914 E-mail B-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp

----------- 参加企業等の詳細は2019年５月中旬より、随時ホームページでご案内します！ ----------

※名古屋大学博士前期課程在籍の方は、ポスターセッションを見学できます。
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名古屋大学スーパーグローバル大学創成支援事業FDセミナー 

英語で教える：入門編 

－英語による授業を効果的にするための教授法－ 
企画運営：名古屋大学高等教育研究センター《質保証を担う中核教職員能力開発拠点》 

 

2019年9月19日(木)・20日(金)  9:30–17:00  

スケジュールの詳細は裏面をご参照ください。 

会場：名古屋大学東山キャンパス文系総合館 5階 
アクティブラーニングスタジオ 

講師：Rupert Herington  

英国リーズ大学言語センター・上席講師 

概要 本セミナーは、英語を教授言語として授業をしている教員、およびこれから担当する教員

を対象に、英語で授業をする際、専門分野を問わず広く活用できる効果的な教授法を紹介

します。 

1日目は大学での教育経験が浅い方向けの内容です。 

2日目は大学での教育経験が一定程度ある方向けの内容です。 

参加者は、希望するセッションを自由に選んで参加できます。 

 

※1日目の1～5セッション全て、または2日目の6～10セッション全てを受講された方には、

リーズ大学より参加証が発行されます。 

対象  英語による授業に関心を持つ大学教職員 

使用言語  英語 

お申込み  参加希望のセッション、氏名、所属、専門分野、英語での授業経験年数、大学教育経験年
 数を下記ウェブサイトより申し込み願います。 

 http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/190919_herington/ 

定員   30名（定員に達し次第、締め切ります） 

申込期限  9月5日（木） 

※ いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします。 

※ ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 

構内駐車された場合の用務証明書発行はいたしかねますので、ご了承ください。 

お問合せ 名古屋大学高等教育研究センター info@cshe.nagoya-u.ac.jp 
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英語で教える：入門編－英語による授業を効果的にするための教授法－ 

 9:30-10:30 

休
憩 

10:45-11:45 

昼
食 

13:00-14:00 

休
憩 

14:15-15:45 

休
憩 

16:00-17:00 

9/19 (木) セッション1 セッション2 セッション3 セッション4 セッション5 

9/20 (金) セッション6 セッション7 セッション8 セッション9 セッション10 
 

9/19（木） セッション 1：英語による授業への導入 

英語で授業を行う際の一般的な留意点や、学生の学習を促すための技法について紹介します。 
 

セッション 2：明快な説明をする技法 

英語での講義を明快なものにするために必要な、言葉の使い方、内容の構成方法、ボディーラ

ンゲージの使い方、視覚教材の使い方を紹介します。 
 

セッション 3：授業に学生参加を取り入れる 

学生との双方向のやりとりを授業の中に取り入れた授業の実施計画を実際に作成してみます。 
 

セッション 4：模擬授業 

参加者の専門分野に関する短時間の模擬授業を行い、相互フィードバックを行います。 

（参加者数に応じて時間を変更する場合があります） 
 

セッション 5：学習評価とフィードバック 

学習評価の基礎と英語で学生へのフィードバックを行う技法について紹介します。 

 

9/20（金） セッション 6：多人数授業とICTの活用  

多人数の授業において、ICTの活用によって学生との双方向のやりとりを取り入れる技法を紹介

します。 
 

セッション 7：少人数授業と発問の活用 

少人数授業や研究指導を行う教員向けに、学生参加の技法や質疑応答を行うための技法を紹介

します。 
 

セッション 8：理解しやすい説明のための英語 

学習内容の構造を理解しやすいよう、話の展開や接続を効果的に行う英語技法を扱います。 
 

セッション 9：研究ショートトーク 

参加者の研究内容について、非専門家に向けて短時間で紹介し、相互フィードバックを行います。 

（参加者数に応じて時間を変更する場合があります） 
 

セッション 10：多文化コミュニケーション 

英語による授業で留意すべき文化的側面について紹介します。特に、知識獲得に対する態度、

ネイティブ話者の考え方、自民族中心の教材の問題などを紹介します。 

Rupert Herington  

リーズ大学言語センター上席講師として、英語による授業者のための教育に20年以上携わり、世界各国で数多く

のセミナーを開催してきた。英国以外にスペインとフィンランドでの教育経験があり、日本、中国、ブラジル、

チュニジアなどで英語教授法のセミナー講師を担当してきた経験を有する。 
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