平成２５年２月２７日

平成２４年度 第１０回 教育記者会懇談会

１．ベトナム司法省との協定について

（資料１）

２．東海圏減災研究コンソーシアム設立記念行事について

（資料２）

３．名古屋大学減災センターと日本災害情報学会との合同シンポジウム（資料３）
「東日本大震災の自治体対応」について
４．医学系研究科附属クリニカル・シミュレーションセンター開設記念式典、記念
講演会、内覧会について
（資料４）
５．大学の世界展開力強化事業 ASEAN 地域発展のための次世代国際協力リーダー
養成プログラムの国際シンポジウム
「マイノリティ状況と共生言説Ⅲ」について
（資料５）
６．名古屋大学オープンレクチャーについて

（資料６）

７．今後の本学の行事予定

（資料７）

８．その他
１）次回の開催日について
２）平成２５年度の開催日について

（別紙）

資料１

名古屋大学とベトナム司法省との連携協定締結について
名古屋大学 鮎京正訓理事・副総長をはじめ、本学の法学研究者と対話をす
ることにより、ベトナム憲法改正の参考とするため、２０１２年７月６日、現
在、憲法改正の議論を進めているベトナムから、ハ・フン・クオン司法大臣を
初め、閣僚級を含む１７人のベトナム憲法改正調査団が名古屋大学を訪問し、
「名古屋大学・ベトナム憲法調査団 対話の会」を開催しました。
本学では、２０年に亘り、森嶌昭夫名誉教授がベトナムの民法起草を支援し
て以来、ベトナムへの法整備支援を続け、現在は、ハノイとホーチミンに日本
法教育研究センターを設置し、ベトナムの法曹人材の育成に取り組んでいます。
本学で学んだ留学生がベトナム司法省副大臣や幹部として育ち、活躍しており、
ベトナムの発展に大きく貢献しています。
クオン大臣からは、憲法を改正して終わりではなく、着実に実施することが
大事である旨述べられた他、長年ベトナムの法整備を支援している名古屋大学
は、ベトナム司法省で高い信頼を得ていることを強調し、ベトナム司法省と本
学の連携協定締結を提案されました。
その後、名古屋大学とベトナム司法省とで連携内容を協議し、教員・職員・
研究者・法律実務家の人事交流や学生交換等について連携協定を締結すること
となり、２０１３年３月１４日（木）ベトナム司法省との連携協定締結調印式
を行う予定です。
※ベトナム司法省直轄の下、ハノイ法科大学が設置されている。
○出張日程
2013.3.13（水）名古屋発（ホーチミン経由）ハノイ着
2013.3.14（木）ベトナム司法省との連携協定調印式
ベトナム社会科学院訪問
2013.3.15（金）日本法教育研究センター（ハノイ）訪問
日本大使館訪問
ベトナム厚生労働省訪問 等
2013.3.16（土）ハノイ発

名古屋着

資料２

東海圏減災研究コンソーシアム設立記念行事のご案内
名古屋大学減災連携研究センター

このたび東海圏に立地する六大学の防災関係センターが結集し、東海圏減災研究コンソーシアムを設
立することになりました。
南海トラフ巨大地震等、大規模自然災害が近い将来発生する可能性が高い中で、大学が互いに連携し
て災害軽減に資する研究を進め、安全・安心な地域社会の実現に貢献したいと考えています。
下記のとおり設立記念行事を予定しておりますのでご案内申し上げます。
参加機関：岐阜大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター、静岡大学防災総合センター、
名古屋大学減災連携研究センター、名古屋工業大学高度防災工学センター、
豊橋技術科学大学安全安心地域共創リサーチセンター、三重大学自然災害対策室

記
日

時：平成２５年３月３日（日）１０：３０～１６：５０

場

所：名古屋大学野依記念学術交流館２階カンファレンスホール

○調印式

１０：３０～１０：４５

○プレス発表

１０：４５～１１：３０

○設立記念シンポジウム

１３：３０～１６：５０

（前半）１３：３０～
コンソーシアム紹介、幹事大学代表挨拶、来賓祝辞に続き、
記念講演「防災・減災の切り札－地域連携・水平展開による実践的研究への期待」
中島正愛（京都大学防災研究所長）
（後半）パネルディスカッション

１５：００～

各センターの紹介と今後の連携のあり方に関する議論
各界からの期待：国土交通省中部地方整備局、中部経済連合会、レスキューストックヤード
問い合わせ先：
コンソシアム事務局 名古屋大学減災連携研究センター（担当：伊藤、倉田）
e-mail:

dmrc-office@gensai.nagoya-u.ac.jp

電話：052-789-3468

資料３

名古屋大学減災連携研究センター
日本災害情報学会 合同シンポジウム
東日本大震災の自治体対応

2013
2013..03.02(Sat) 13:00~
名古屋大学東山キャンパス
東日本大震災からおよそ2年が経過し、被災対応の記憶は徐々に薄れつつあります。ただ、そ
の一方で時間の経過に伴い、実証的な知見が整理されつつあります。東日本大震災から2年あま
りを経たいま、あらためて自治体がどのように対応したかを確認する作業は喫緊の課題といえる
でしょう。そこで本シンポジウムでは、事前対策、避難の呼びかけ、自治体そのものの被害、物

流、被災地支援などについて沿岸被災地43市町村に行った日本災害情報学会東日本大震
災調査団の報告を踏まえ、東日本大震災の経験を南海トラフ巨大地震対策にどのように活かせ
ばよいかを考えます。自治体の危機管理・防災担当者の方は是非お越しください。

主催：日本災害情報学会
名古屋大学
減災連携研究センター

——お問い合わせ——
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
名古屋大学ES総合館
431号室
TEL：052-747-6824
FAX：052-789-5023
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp
申し込みは
E-mail
nagoya-sympo@disaster-info.jp
までお願いします

プログラム

入場無料

2013年3月2日(土)
午後 13:00～13:05 主旨説明
(田中淳 東京大学教授・災害情報学会理事)
13:05～14:30 基調講演「東日本大震災時の気仙沼市の危機対応」
(佐藤健一 前気仙沼市危機管理課長)
14:30～14:50 調査団報告(1)「調査概要および避難場所、避難手段」
(関谷直也 東洋大学准教授)
14:50～15:10 調査団報告(2)「自治体の被害と事前計画」
(磯打千雅子 香川大学特命准教授)
15:10～15:30 調査団報告(3)「避難や警報の呼びかけについて」
(三島和子 セコムIS研究所)
15:30～15:40 休憩
15:40～17:20 パネルディスカッション
「南海トラフ巨大地震に備えて」
(パネリスト 佐藤健一 前気仙沼市危機管理課長)
(パネリスト 福和伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長)
(パネリスト 関谷直也 東洋大学)
(パネリスト 北川 尚 高知県危機管理部副部長)
(コーディネーター 廣井悠 名古屋大学准教授)
17:20～17:30 閉会のあいさつ
(福和伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長)

名古屋大学東山キャンパス
IB電子情報館・IB大講義室(下図C3①)

資料４
名古屋大学大学院医学系研究科附属クリニカルシミュレーションセンター
開設記念式典・講演会・内覧会
日
場

時：平成 25 年 3 月 9 日（土）10:00－15:00
所：名古屋大学医学部附属病院中央診療棟 3 階講堂 外
プログラム

≪開設記念式典及び記念講演会≫
10:00－11:00
開設記念式典
（司会：名古屋大学医学部・医学系研究科総務課長
開会の挨拶
挨拶
挨拶
挨拶
来賓挨拶
来賓挨拶
ｾﾝﾀｰ概要説明
閉会の挨拶

曽谷 祐一）

名古屋大学医学部附属病院副病院長
名古屋大学総長
名古屋大学大学院医学系研究科長
名古屋大学医学部附属病院長
文部科学省高等教育局医学教育課長
愛知県健康福祉部健康担当局長
名古屋大学医学部附属病院病院長補佐
名古屋大学医学部附属病院副病院長

石黒
濵口
髙橋
松尾
村田
加藤
植村
石黒

直樹 2 分
道成 8 分
雅英 8 分
清一 8 分
善則 8 分
欽一 8 分
和正 15 分
直樹 2 分

11:00－11:45
記念講演会
（司会：名古屋大学医学部・医学系研究科総務課長 曽谷 祐一）
開会の挨拶
名古屋大学医学部附属病院病院長補佐
植村 和正 03 分
「

未

定

閉会の挨拶

」 岐阜大学名誉教授（前岐阜大学医学教育開発研究センター長）
高橋 優三 30 分
名古屋大学医学部附属病院病院長補佐
植村 和正 02 分
（ 休 憩 ）

≪内覧会≫
11:45－15:00
内覧会
＜会場＞
中央診療棟 2 階
中央診療棟 3 階
中央診療棟 4 階

高度スキルシミュレーション室 1、スキルラボ 2、3
講堂
診療シミュレーション室、コントロール室

11:45－13:30
※中央診療棟 3 階講堂ホワイエにおいて、軽食をご用意いたします。

名古屋大学大学院医学系研究科附属クリニカルシミュレーションセンター （NU‐CSC）
Nagoya University Clinical Simulation Center
愛知県
愛知県医師会

全国及び地域の
大学間ネットワーク

名古屋大学

大学院医学系研究科
連携

医学部医学科 ， 保健学科 ， 附属病院

連携

共同利用施設

NUNU
-CSC

連携

専任教員・指導員

連携

愛知県地域医療支援センター

東海若手医師
キャリア支援プログラム

模擬患者

連携

公開セミナー

名大ネットワーク

教育・訓練

充実した最新の内科系・外科系シミュレーター
臨床能力向上プログラム

職種間連携教育

医師派遣

地域貢献 ・ 社会貢献 ・ 学生教育 ・ 研修医教育 ・ 介護従事者教育
地域医療機関
派遣医師の
臨床能力
向上

生涯教育
（多職種）

専門医
育成

研修医
教育

介護・福祉関連施設

教育機関

介護従事者
教育

学部教育
大学院教育

NU CSCの概要説明
NU‐CSCの概要説明
≪設置≫
• 大学院医学系研究科の下にセンター（NU‐CSC）を置き、大学院医学系研究科、医学部医学科、医
学部保健学科、医学部附属病院の共同利用施設とする。
• ｸﾘﾆｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（NU‐CSC）は、既存のｽｷﾙｽ＆ITﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ（医学部）と新設の高度ｽｷﾙｼﾐｭ
ﾚ ｼｮﾝｾﾝﾀ （附属病院）を 体的に運営する組織とする。
ﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（附属病院）を一体的に運営する組織とする。
≪運営≫
• 専任教員、指導員を配置し、公開セミナーの実施や実習機器、シミュレーター等を用いた教育プ
ログラムの開発等を行う。
≪理念≫
• 愛知県地域医療支援センターと連携し、地域へ派遣する医師の臨床能力の向上を図る。
• 名大ネットワーク（関連病院数70）及びその他の地域医療機関と連携し、地域医療従事者の利用
を積極的に促すことで 地域医療に携わる医療職の臨床能力の向上と専門医の育成 研修医教
を積極的に促すことで、地域医療に携わる医療職の臨床能力の向上と専門医の育成、研修医教
育並びに生涯教育に資する 。
• 介護・福祉関連施設と連携し、介護従事者の再教育を行うことにより、在宅医療・介護の質の向
上を図る。また、介護従事者の能力を向上させることで、彼らの身体的負担を軽減し、離職率の
低下に貢献する。
• 東海若手医師キャリア支援プログラム、全国及び地域の大学間ネットワークと連携し、機器類の
共有化、公開セミナー等の共同開催を進め、当該地域及び日本全体として利用者の利便性の向
上を図る。
• 名大医学部だけでなく、県内外の他大学学生に対しても広く利用を促すことで学生教育に貢献す
る。

NU CSCの組織図
NU‐CSCの組織図
センター長（併任）
教授
副センター長

・センター長は、大学院医学系研究科又は
病院に属する教授をもって充てる。
・センター長はセンターの業務を統括する。

病院准教授（専任）

・副センター長は、センターに属する専任の教員
をもって充てる
をもって充てる。
・副センター長はセンター長を補佐し、センターの
業務を処理する。

病院教員（専任）

・センターの教員は、上司の命を受け、センター
の業務に従事する。

指導員

指導員

センターの指導員は、上司の命を受け、セン
タ の業務に従事する
ターの業務に従事する。

資料５

国際シンポジム

マイノリティ状況と共生言説Ⅲ
2013 年 3 月 11 日（月）1300-1730
名古屋大学文系総合館７階カンファレンスホール
1310-1330 田所光男（名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授）
「はじめに：〈時間的マイノリティ〉からの新旧関係論」
1330-1400 加野泉（名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程）
「就学前教育政策に見る共生言説」
1400-1430 張雅婷（名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程）
「リービ英雄『国民のうた』にみる知的障害者表象－家族関係の変化に着目し
て－」
1440-1540 ハスエリドン（内モンゴル大学准教授）【招待講演】
「中国における民族教育の行方－少数民族のバイリンガル教育政策の理念と実
践をめぐって－」
1550-1650 マルク・コベール（パリ１３大学准教授）【招待講演】
“Le Minoritaire en littérature : le cas de la culture japonaise reflétée dans la
francophonie”
1700-1730 討議

2011 年 3 月 12 日（火）1300-1730
名古屋大学文系総合館７階カンファレンスホール
1300-1330 イザベル・ビロドー（名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程）
「文芸書籍における「訳者あとがき」の存在意義－標本調査から見える訳者後
書きの役割－」
1330-1400 高峡（名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程）
「「無法松」への想像力－小説『富島松五郎伝』および映画「無法松の一生」を
中心に－」
1400-1430 柴田哲雄（愛知学院大学准教授）
「国家的危機における優生学－永井潜と潘光旦」
1440-1540 ウォン・ガンリン（マラヤ大学上級講師）【招待講演】
“Malaysian Indians’ Identity”
1550-1650 アンヌ・ラリュ（パリ１３大学教授）【招待講演】
“La « liste H » : Donna Haraway et la littérature d’anticipation politique”
1700-1730 討議
一般来聴歓迎（参加費は必要ありません。フランス語講演については翻訳がつきます）
主催：日本学術振興会・科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）
「20 世紀のおける多様なマイノリティ状況の解明と共生言説の検討」
連絡先：田所光男（tadokoro@cc.nagoya-u.ac.jp）

International Symposium:
“Minority Situations and the Discourse of
Symbiosis III”
From 11 to 12 March 2013
In the Conference Hall, 7th floor, Integrated Research Bldg. for
Humanities & Social Sciences, Nagoya University (Chikusa-ku,
Furo-cho, Nagoya, Japan)
Invited lecturers:
Ms. Anne Larue, Université Paris 13
Mr. Marc Kober, Université Paris 13
Ms. Wong Ngan Ling, University of Malaya
Mr. Has eriton, Inner Mongolia University
Organizer:
The Research Group “Minority Situations and the Discourse of
Symbiosis in the 20th Century”, subsidized by the Japan Society for
the Promotion of Scie

資料６

資料７

名古屋大学 平成25年3月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

4日(月)、
18日(月)

役員会

5日(火)、
19日(火)

部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

4日(月)

教授会(農学部・生命農学研究科)

6日(水)

教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、情報文化学部、医学部・医学
系研究科、国際開発研究科、環境学研究科、情報科学研究科、多元数理科学研
究科)

8日(金)

教授会(教育学部・教育発達科学研究科、理学部・理学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

11日(月)

教授会(農学部・生命農学研究科)

13日(水)

教授会(法学部・法学研究科、工学部・工学研究科)

15日(金)

教授会(経済学部・経済学研究科)

21日(木)

教授会(文学部・文学研究科、医学部・医学系研究科、国際言語文化研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(金)

教授会(環境医学研究所、創薬科学研究科)

25日(月)

教授会(太陽地球環境研究所)

27日(水)

教授会(エコトピア科学研究所、総合保健体育科学センター)

○行事等
日(曜日)

行事等の名称

概要

11月5日(月)～
博物館野外観察園セミナーハウス 場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
3月8日(金)
展示「蟲魚圖譜 —解剖学者奈良 時間：10：00～16：00
(土・日・祝日休
坂源一郎の博物画」
入場料：無料
館)

連絡先

博物館事務室
052-789-5767

附属図書館医学部分館
2月5日(火)～
第3回ミニ展示会
5月10日(金)
「不思議！？解剖図－ヴェサリウ
(日・祝日休館)
スから奈良坂源一郎まで－」

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、3/21～30の平日は9：00～17：00)、13：00 附属図書館医学部分館
～17：00(土曜日)
052-744-2505
入場料：無料

2月9日(土)～
3月9日(土)
(日・月曜日休
館)

第26回博物館企画展
「ボタニカルア－トと明治の博物
画」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月1日(金)

教育学部附属高等学校卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中・高等学校
副校長 山田 孝
052-789-2680

GCOE国際ワークショップ2013

場所：ES総合館、理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～17：10(3/2)、9：00～17：20(3/3)、9：00～15：45(3/4)
テーマ：「High-Energy Scattering at Zero Degree」
参加費：無料

GCOE事務室
052-789-2930

3月2日(土)～
4日(月)

場所：博物館講義室
時間：13：30～15：00
対象：一般
参加費：無料
3月2日(土)、
8日(金)

博物館特別講演会

3月2日(土)
講演題目：「彫刻と自然」
講演者：絹谷幸太氏(名古屋芸術大学非常勤講師)

博物館事務室
052-789-5767

3月8日(金)
講演題目：「自然にいかされた日本の造形－日本刀を中心として」
講演者：渡邉妙子氏(佐野美術館長)

減災連携研究センター
日本災害情報学会
合同シンポジウム

場所：IB電子情報館2階IB大講義室
時間：13：00～17：30
テーマ：「東日本大震災の自治体対応」
講演者：佐藤健一氏(前気仙沼市危機管理課長)、他
内容：災害に対する自治体対応報告
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

3月2日(土)

大学教育改革フォーラム
ｉｎ東海2013

場所：ES総合館、他
時間：10：00～17：00
講演題目：「学生の主体的学びをどう促すか」
講演者：川島啓二氏(国立教育政策研究所総括研究官)
高等教育研究センター
内容：基調講演、オーラルセッション、ポスターセッション、ミニワーク 052-789-5696
ショップ
対象：一般
参加費：無料

3月2日(土)

場所：医学部保健学科本館2階第1講義室
第3回医学系研究科トータルヘル
医学部・医学系研究科
時間：13：00～16：00
スプランナー養成コース
THP人材育成室
対象： トータルヘルスプランナー養成コース修了生・在学生、教員、
年次集会
052-719-3158
保健医療職員

3月2日(土)

減災連携研究センター
052-789-3468

東海圏減災研究コンソーシアム
設立記念行事

場所：野依記念学術交流館
時間：10：30～18：30
テーマ：「東海圏大学連携及び産官学民の連携の推進」
講演題目：「防災・減災の切り札－地域連携・水平展開による実践
的研究への期待」
講演者：中島正愛氏(京都大学教授)
定員：200名
対象：招待客
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

第22回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
テーマ：研究者と市民とが対話するサイエンスカフェ
講演題目：「地理情報システム(GIS)を防災・減災に活かす」
講演者：倉田和己(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
内容：地理情報システム(GIS)の活用について
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

3月5日(火)

附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第28回

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「うつほ物語の世界－平安朝の人間喜劇－」
講演者：大井田晴彦(文学研究科准教授)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666

3月8日(金)～
10日(日)

グローバルCOEプログラム
「宇宙基礎原理の探究」
GCOE拠点国際会議

場所：岐阜都ホテル(岐阜県岐阜市)
参加費：無料

GCOE事務室
052-789-2930

3月9日(土)～
10日(日)

第15回AMSシンポジウム

場所：環境学総合館1階レクチャーホール
参加費：2,000円(一般)、1,000円(学生)

年代測定総合研究センター
教授 中村俊夫
052-789-2579

3月3日(日)

3月5日(火)

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
参加費：無料

3月9日(土)、
4月27日(土)

博物館コンサート

3月9日(土)
テーマ：「愛と自然のバロック音楽－イギリス、フランスの香り－」
演奏曲目：「グリーンスリーブス」作者不詳、「かつて木陰ほど(Ombra 博物館事務室
mai fù)」ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、「森の妖精」「蜜蜂」フラン 052-789-5767
ソワ・クープラン他
出演：加藤佳代子氏(ソプラノ)、杉浦道子氏(チェンバロ)
4月27日(土)
テーマ：「爽やかな風にのせて－ミュージックベルの調べ－」
出演：Sonnette(ソネット)

3月9日(土)

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：10：00～11：45
医学部附属クリニカル・シミュレー
講演題目：「シミュレーション医科大学という考え方」
ションセンター
講演者：高橋優三氏(岐阜大学名誉教授)
開設記念式典、記念講演会、
定員：100～150人
内覧会
対象：招待客
参加費：無料

医学部総務課
052-744-2480

3月9日(土)、
3月23日(土)、
4月13日(土)、
4月27日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

博物館事務室
052-789-5767

3月9日(土)
4月6日(土)、
4月13日(土)、
4月20日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館講義室
時間：13：00～15：45

場所：博物館講義室
時間：10：15～12：15
3月9日(土) 発表会

博物館事務室
052-789-5767

3月11日(月)～ 国際言語文化研究科
12日(火)
国際シンポジム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～17：30
テーマ：「マイノリティ状況と共生言説Ⅲ」
講演者：ハスエリドン氏(内モンゴル大学准教授)、マルク・コベール
氏(パリ第13大学准教授)、ウォン・ガンリン氏(マラヤ大学上級講
師)、アンヌ・ラリュ氏(パリ第13大学教授)、他
内容：使用言語は英語で、フランス語の講演については翻訳あり
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授 田所光男
tadokoro@cc.nagoya-u.ac.jp

場所：IB電子情報館2階IB大講義室
時間：10：00～19：00
講演者：田島宏康（太陽地球環境研究所教授）、黒田能克氏（三菱
重工）、ダニエル・ベイカー氏（コロラド大学Laboratory for
Atmospheric and Space Physics所長）、川口淳一郎（宇宙航空研究
太陽地球環境研究所
開発機構教授）
052-789-4323
内容：プログラムについての概要、ChubuSat実践プログラムの紹
介、基調講演、講演会
定員：300名
対象：学部生、大学院生、大学教員
参加費：無料

3月11日(月)

博士課程教育リーディング
プログラム
「フロンティア宇宙開拓
リーダー養成プログラム」
キックオフミーティング

3月11日(月)

場所：経済学部棟1階第2講義室
時間：15：00～18：00
テーマ：「ASEAN諸国と日本の協力による次世代国際協力リーダー
育成」
講演題目：「ASEAN地域における高等教育国際協力の動向と将来」
大学の世界展開力強化事業
講演者：サウワコン・ラタナウィジタラシン氏(東南アジア教育大臣機
文系事務部総務課
ASEAN地域発展のための次世代 構高等教育開発地域センター長)
052-789-4952
国際協力リーダー養成プログラム 講演題目：「ASEAN諸国と日本の協力による次世代国際協力リー
国際シンポジウム
ダー育成」
講演者：藤川清史(国際開発研究科教授)
内容：講演、パネルディスカッション
対象：一般
参加費：無料

3月12日(火)～
第2回URAシンポジウム
13日(水)

3月12日(火)

平成25年度
一般選抜個別学力検査

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、他
時間：13：30～17：40(3/12)、9：15～16：25(3/13)
テーマ：「大学の研究力強化におけるURAの担うべき役割」
内容：プレゼンテーション、分科会、ポスターセッション、講演
対象：リサーチアドミニストレーションに関心をお持ちの方
参加費：無料

リサーチアドミニストレーション室
研究員 玉井克幸
052-747-6790

後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18：00～19：30
定員：120名
対象：一般
参加費：無料
3月13日(水)
4月24日(水)

防災アカデミー
［第88回］、［第89回］

［第88回］
講演題目：「木の家は災害に弱いか」
講演者：平野 茂氏(一条工務店次長)
内容：耐震・免震について

減災連携研究センター
052-789-3468

［第89回］
講演者：松本真理子(発達心理精神科学教育研究センター教授)
内容：臨床心理学関連

Global 30 Faculty Development
3月16日(土)～
Workshop for Presenting Good
17日(日)
Lectures in English

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール、他
時間：9：20～17：30(3/16)、9：00～16：10(3/17)
内容：米国オレゴン大学から授業法の専門家を招へいし、名古屋大
国際部国際企画課
学、東北大学及び筑波大学が連携しFD研修を実施。専門家の講習
052-747-6524
及びグループ別の模擬授業などを予定
対象：G30教員、今後英語による授業を実施する予定の教員
参加費：無料

留学生センター
交換留学シンポジウム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：9：30～12：30
テーマ：「留学するのは何のため？欧米とアジア留学の経験比較か
ら」
留学生センター
講演題目：「企業のグローバル人材ニーズと留学生の就職トレンド 准教授 岩城奈巳
－アジア時代を生き抜く人材になるため－」
052-789-2196
講演者：奥村倫也氏(株式会社ディスコ)
内容：留学経験発表、講演、パネルディスカッション
対象：学生、教職員

3月20日(水)

名古屋大学オープンレクチャー
2013

場所：理学南館1階坂田･平田ホール、他
時間：15：00～17：00
リサーチアドミニストレーション室
内容：少人数の講義スタイルで、大学や研究者、最先端研究が身近
研究員 戸次真一郎
に感じらるよう研究をわかりやすく紹介
052-747-6791
対象：一般
参加費：無料

3月21日(木)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～14：30
テーマ：「人間社会の持続可能な転換、ICSUが推進するFuture
Earthプログラムなどについて」
講演題目：「Sustainable Transformation of Human Society(人間社
グローバルCOEプログラム
会の持続可能な転換)」
環境学研究科
「地球学から基礎・臨床環境学へ 講演者：李 遠哲(高等研究院名誉院長)
の展開」
内容：ノーベル化学賞受賞者かつICSU総裁のLEE博士が、人類によ 教授 神沢 博
GCOE-BCES特別講演会
る改変が著しい地球環境を適正化し、持続可能な地球社会を築くた 052-789-3482
めには、これまでの縦型思考から脱して地球の将来を包括的に考え
行動する新しい科学の構築が重要であることを説く
定員：100名
対象：本学学生、大学院生、教員
参加費：無料

3月19日(火)

3月23日(土)

国際言語文化研究科
教育研究プロジェクト

3月25日(月)～
7月20日(土)
第17回博物館特別展
(日・月曜日休
「くじら・クジラ・鯨」
館、3月25日
(月)臨時開館)

場所：西尾市岩瀬文庫地階研修ホール(西尾市亀沢町)
時間：13：30～16：30
テーマ：「文化創造の発展とその展開－食・戦い・装い、室町から江
戸－」
講演題目：「室町および江戸における食物生産と絵物語」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
国際言語文化研究科
講演題目：「嗜好品や食物の対立を描く物語について」
助教 伊藤信博
講演者：畑 有紀(国際言語文化研究科大学院生)
052-789-5282
講演題目：「御伽草子における異性装－『ちごいま』を中心に」
講演者：服部友香(文学研究科大学院生)
講演題目：「異類合戦物の枠組－『万物滑稽合戦記』を端緒として」
講演者：伊藤慎吾氏(中央学院大学非常勤講師)
対象：一般
参加費：無料

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
内容：2009年に名古屋港に漂着したマッコウクジラの骨格標本と制
作過程の写真や映像、江戸時代の捕鯨で使われた道具の展示
入場料：無料
［関連講演会］
4月23日(火)
場所：博物館講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「クジラ－知られざる鯨類の世界－」
講演者：中江 環氏(太地町立くじらの博物館学芸員)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

学務部学務企画課
052-789-2159

3月25日(月)

名古屋大学卒業式

場所：豊田講堂
時間：9：30～11：00(大学院生)、11：40～12：50(学部学生)

4月5日(金)

名古屋大学入学式

場所：豊田講堂
時間：9：30～10：15(大学院生)、11：00～11：50(文学部・法学部・経 学務部学務企画課
済学部・理学部・医学部)、13：00～13：50(教育学部・情報文化学部・ 052-789-2159
工学部・農学部)

4月6日(土)

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中・高等学校
副校長 山田 孝
052-789-2680

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～19：00

トランスフォーマティブ
生命分子研究所事務室
052-747-6840

平成24年度活動報告会
減災連携研究センター
エネルギー防災寄附研究部門

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：14：00～17：00
講演者：武村雅之（減災連携研究センター寄附研究部門教授）、都
築充雄（同寄附研究部門准教授）、虎谷健司（同寄附研究部門助
教）
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

ミクロの探検隊Ⓡ

場所：博物館実験室、東山キャンパス構内
時間：12：50～16：00
テーマ：「ホニュウ類の組織を見てみよう」
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

教育学部附属中学・高等学校
入学式

トランスフォーマティブ
4月18日(木)～
生命分子研究所
19日(金)
キックオフシンポジウム

4月19日(金)

4月20日(土)

AC21国際スクーリング
5月31日(金)～
(AC21 International Graduate
6月4日(火)
Summer School)

場所：チュラロンコン大学及びカセサート大学(タイ・バンコク)
時間：9：20～17：30(3/16)、9：00～16：10(3/17)
テーマ：「Green Science and Technology for a Sustainable Future」
内容：専門分野において優れた実績を持ち、招待を受けて国際会議
国際部国際企画課
やシンポジュームで基調講演を行うようなトップレベルの研究者が講
052-789-5684
義行う
対象：AC21メンバー大学および開催国タイとタイ周辺諸国のAC21メ
ンバー大学以外の大学に在籍する修士レベル以上の大学院生
参加費：無料

