平成２５年３月２７日

平成２４年度 第１１回 教育記者会懇談会

１．トランスフォーマティブ生命分子研究所キックオフシンポジウムの開催
について
（資料１）
２．文部科学省国際科学イノベーション拠点整備事業について

（資料２）

３．平成２４年度国立大学改革強化推進補助金について

（資料３）

４．名古屋大学医学部アジア内視鏡トレーニングセンター

（資料４）

５．寄附講座等の設置について

（資料５）

６．グランドピアノ開鍵式について

（資料６）

７．平成２５年度役員等について

（資料７）

８．全学ホームページのリニューアルおよび受験生向けホームページの開設
について
（資料８）
９．今後の本学の行事予定
10．その他
次回の開催日について

（資料９）

資料１

The 1st International Symposium on
Transformative Bio-Molecules 2013
April 18 (Thu) 10:00-17:30
19 (Fri) 9:30-16:40
Noyori Conference Hall,
Nagoya University

Invited Lecturers
Huw M. L. Davies (Emory Univ, USA)
Kazuo Shinozaki (RIKEN, Japan)
Joseph S.Takahashi (Univ Texas Southwestern, USA)
Atsushi Miyawaki (RIKEN, Japan)
Hiroaki Suga (Univ Tokyo, Japan)
Qiang Cui (Univ Wisconsin-Madison, USA)
Ken-ichiro Hayashi (Okayama Univ Sci, Japan)
Tohru Fukuyama (Nagoya Univ, Japan)
Speakers from ITbM
Kenichiro Itami (Nagoya Univ, Japan)
Tetsuya Higashiyama (Nagoya Univ, Japan)
Jeffrey W. Bode (ETH, Switzerland)
Cathleen M. Crudden (Queen’s Univ, Canada)
Stephan Irle (Nagoya Univ, Japan)
Toshinori Kinoshita (Nagoya Univ, Japan)
Takashi Ooi (Nagoya Univ, Japan)
KeikoTorii (Univ Washington, USA)
ShigehiroYamaguchi (Nagoya Univ, Japan)
TakashiYoshimura (Nagoya Univ, Japan)

Institute of Transformative Bio-Molecules (ITbM), Nagoya University
Contact: office@itbm.nagoya-u.ac.jp
URL: www.itbm.nagoya-u.ac.jp

The 1st International Symposium on Transformative Bio-Molecules (ISTbM-1)
Noyori Conference Hall, Nagoya University
April 18-19, 2013
Program
April 18 (Thursday)
9:30Opening Ceremony (Entrance of Science & Agricultural Building)
10:00-10:10
Opening Remarks: Michinari Hamaguchi (President, Nagoya University)
10:10-10:20
Opening Remarks: Kenichiro Itami (Director, ITbM)
10:20-10:25
Speech: MEXT (tentative)
10:25-10:30
Speech: Prof Imura (tentative)
10:30-10:50
Speech: Prof Kuroki
10:50-11:05
Short Break
11:05-11:45
Kazuo Shinozaki (RIKEN, Japan)
11:45-12:25
Huw M. L. Davies (Emory Univ, USA)
12:25-14:00
Lunch
14:00-14:25
Tetsuya Higashiyama (ITbM)
14:25-14:50
Jeffrey W. Bode (ETH Zürich, Switzerland & ITbM)
14:50-15:15
Toshinori Kinoshita (ITbM)
15:15-15:40
Kenichiro Itami (ITbM)
15:40-16:00
Coffee Break
16:00-16:40
Joseph S. Takahashi (Univ Texas Southwestern, USA)
16:40-17:05
Takashi Yoshimura (ITbM)
17:05-17:30
Takashi Ooi (ITbM)
18:00Reception
April 19 (Friday)
9:30-10:10
Qiang Cui (Univ Wisconsin-Madison, USA)
10:10-10:35
Stephan Irle (ITbM)
10:35-10:55
Coffee Break
10:55-11:35
Atsushi Miyawaki (RIKEN, Japan)
11:35-12:00
Shigehiro Yamaguchi (ITbM)
12:00-13:30
Lunch
13:30-14:10
Hiroaki Suga (Univ Tokyo, Japan)
14:10-14:35
Keiko Torii (Univ Washington, USA & ITbM)
14:35-15:05
Ken-ichiro Hayashi (Okayama Univ Sci, Japan)
15:05-15:25
Coffee Break
15:25-16:05
Tohru Fukuyama (Nagoya Univ)
16:05-16:30
Cathleen M. Crudden (Queen’s Univ, Canada & ITbM)
16:30-16:40
Closing Remarks: Tetsuya Higashiyama (Vice-Director, ITbM)

資料２

国際科学イノベーション拠点計画
１．基本情報
拠点名

名古屋大学モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠点
(NU-Mobility Innovation Complex:MIC)
＜事業者＞
（法人名）国立大学法人名古屋大学
（所在地）〒464-8601
愛知県名古屋市千種区不老町
（担当者所属・氏名・連絡先） E-mail:hiro@rd.numse.nagoya-u.ac.jp
名古屋大学

総長補佐 齋藤永宏 TEL:052-788-6144

産＜企業＞
（法人名）トヨタ自動車株式会社
（所在地）〒471-8571
愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
（担当者所属・氏名・連絡先）
技術統括部
提案者

官＜都道府県・政令指定都市、都道府県等所管法人、独立行政法人等＞
（自治体名又は法人名） 愛知県
（所在地）〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号
（担当者所属・氏名・連絡先） 産業労働部産業科学技術課
官＜都道府県・政令指定都市、都道府県等所管法人、独立行政法人等＞
（自治体名又は法人名） 豊田市
（所在地）〒471-8501
愛知県豊田市西町 3 丁目 60 番地
（担当者所属・氏名・連絡先） 豊田市総合企画部環境モデル都市推進課
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２．国際科学イノベーション拠点計画の概要
拠点計画の
テーマ名

少子高齢化社会に向けた情報モビリティ・イノベーション
少子高齢化に際して、人々は、ふれあいの中で活力ある生活を実現する「小
さな社会・大きなつながり」を求めている。東海エリアは自動車産業の世

拠 点 計 画 の 界的集積地であり、名古屋大学はこの研究領域を牽引し、愛知県・豊田市
概要①

は産学連携を下支える体制を整えてきた。本拠点は、世界を先導する「も
のづくり技術」を駆使し、情報とモビリティが統合された革新的移動体「コ
ミュニケーター」を創出し、人のコミュニケーションのあり方を変革する。

【事業者名】名古屋大学
【その他の提案者名】トヨタ自動車株式会社、愛知県、豊田市
課題設定のために、市民が参加する「未来との対話(Future Session)」
を開催し、その声に耳を傾けた。人と人とが直接にふれあい助け合うこと
で、全世代が活力と生きがいを持つ社会「小さな社会・大きなつながり」
が、少子高齢化に向かう市民が望む社会像であることが明らかとなった。
新しい移動体「コミュニケーター」がその社会を実現する。従来の移動体
は、人や物の運搬を目的としたが、
「コミュニケーター」は、全世代にきめ
細やかな移動機会を提供して、人と人が直接出会い・触れ合う場面を拡充
し、人と人、人と社会の繋がりの形成を目的とする。
東海エリアは自動車産業の世界的集積地である。これまでも、提案者ら
は、自動車部材から情報・社会システムまで、移動体技術とその社会応用
に関する産学官の研究開発（例：知的クラスター創成事業 I 期、II 期）に
注力し、革新的成果を創出した。さらに、名古屋大学グリーンモビリティ
拠 点 計 画 の 連携研究センターは異分野を垂直統合して、より強力な産学連携研究体制
概要②
を構築している。また、他大学・民間企業とのクラスター型研究開発は顕
著な成果を収めた。
本拠点計画で設置する「名古屋大学モビリティ・イノベーション・コン
プレックス(NU-Mobility Innovation Complex)」は、企業・大学・研究機
関が Under One Roof で喧々諤々と協同研究する場を提供する。名古屋大学
の先端材料研究開発装置群、プラズマナノ加工装置群、世界有数の超高圧
電子顕微鏡等を最大限に活用し、光材料計測を強化する愛知県あいちシン
クロトロン光センターと強く連動し、新しいモビリティ創出に必要な先端
研究機器群やネットワーク型の産学連携クラウドシステムを提供する。本
コンプレックス拠点は、名古屋大学の研究支援組織を統合した「研究企画・
産学官連携総合支援センター」が統括・運用する。
この拠点を、自動車技術の一大コアと世界が認知する東海エリアに設置
することによって、人材と科学技術が集積し、革新的移動体の国際イノベ
ーション拠点が形成される。本拠点を設置する経済効果は極めて大きい（売
り上げ 1 兆 2000 億円、雇用創出数 32,000 人）
。
59 億円（機器
16 億円 、施設
43 億円）
予算規模
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【様式第４】

名古屋大学モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠点
(NU-Mobility Innovation Complex (MIC))の概要

温もりあるコミュニティの実現に向けて…

少子高齢化社会で活力ある生活を送るためには、小さなコミュニティ同士の
強い大きなつながりが重要である

名古屋大学モビリティ・
イノベーション・コンプレックス拠点

Future Sessionによる
社会ニーズの探索

バックキャスティング手法
を活用した研究体制で
革新的イノベーションを創出する

MIC

協同研究講座

COI研究推進ラボラトリー
協同研究講座

トヨタ

産学連携基盤技術支援コア

B社

産学連携人材育成レクチャールーム
バックキャスティングリサーチエリア

C社

研究推進・産学連携ステーション

D社

COI研究推進ラボラトリー
（車両性能実証評価システム）

機器・システム（一例）
車両性能実証装置

マテリアル開発システム

パワーデバイス材料機能評価システム
走行環境情報収集システム

マイクロ・ナノ加工・計測評価システム

ロボット走行支援システム

高度生体情報センシングシステム

インテリジェンス運転制御システム

情報とモビリティが統合された
革新的移動体「コミュニケーター」
の創出
人と人とのつながり、
人と社会のつながりを
マルチスケールで
形成できる
次世代モビリティ

【様式第５】

モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠点計画ロードマップ

将来の社会ニーズ： 「小さな社会・大きなつながり」を実現する新たなモビリティの創出
１０年後の我が国が本格的な少子高齢化社会の直中にあることは確実であり、活力ある社会の形成は国家的課題である。
我々が実施した市民参加の「未来との対話手法」による調査によれば、人々は様々な活動に参加することにより、人と人、人
と社会が密につながった、健康で豊かな生活がおくれる社会の実現を望んでいる。このような「小さな社会・大きなつながり」
により活力ある少子高齢化社会を実現する新たなモビリティとして、様々な活動シーンをつなぐための円滑な人の移動、情報
の伝達・利用を可能にする、モビリティと情報技術を統合した「コミュニケーター」の創出が期待されている。深刻化する環境・
エネルギー問題への対応も併せて必要であり、コミュニケーターには革新的な次世代グリーンモビリティ技術が不可欠である。

設定した将来の社会ニーズに基づく課題（研究開発課題）

＜現状＞ クルマは人や物の移動に欠
かせないが、以下の弱点を抱えている。
１．渋滞・駐車場確保等で無駄な時間を
要す。
２．高齢者・不健康な運転者による事
故が安全・安心を阻害している。
３．小回りが利かず、不便。
４．グリーン化と経済性を両立する技術
開発が急務である。

研究開発課題

体制/強み

２．革新的な次世代グリーンモビリティ技術の構築が必要
○新素材・軽量化技術 （コンパクト化＋グリーン化）
○革新的電池（コンパクト化＋グリーン化）
○次世代パワーデバイス材料・モータ技術
（コンパクト化＋グリーン化）

2015

・名古屋大学堀研・新
井研/先進加工技術
・トヨタ自動車/電子機
器の自社開発・生産

電子デバイスの小型・高性能化
（３D・マイクロナノ加工技術）
人間特性・運転者の状態センシ
ングシステムの開発

革新的
情報技術
等の実証・
工業化技術
の開発

「
コミュニケーターの生産・
販売・
海外展開

インテリジェント道路交通社会
システム技術の開発

な

「
小さな社会・
大きなつながり」
を実現する新たなモビリティ「コミュニケーター」
の創出

市場投入

・名古屋大学森川研・
水野研・河口研/次世
代システム・情報技術
・トヨタ自動車/ITS技術

革新的なモビリティ技術・
情報技術等の統合・
最適化・
車両試作

知能運転システム・運転性能・
車両機能技術の開発
革新的情報技術等の確立

・名古屋大学武田研・
高田研・鈴木研/数学
モデル・組込ソフト
・トヨタ自動車/車両制
御技術・ICT技術

要素技術・
基本技術の確立

モータ制御技術の開発

革新的
モビリティ
工業化技術
の開発

革新的モビリティ技術の確立

革新的電池（全固体電池/金属
空気電池）の基本技術開発

名古屋大学道木研/
モータ制御技術
・トヨタ自動車/高性能
車載モータ技術

・名古屋大学水野研/
医療支援システム
・トヨタ自動車/
先進安全車

2025

新素材・軽量化材料・超低コスト
プロセスの要素技術開発

・名古屋大学宇治原研
溶液成長法による高品質SiC単
/ＳｉＣ単結晶成長技術
・トヨタ自動車/評価・デ 結晶の大径化技術開発
バイス化技術

１-2.「コミュニ
ケーター」の創出
（情報化）が必要

2020

要素技術・
基本技術の確立

・名古屋大学齋藤研/
表界面ナノ制御技術
・名古屋大学梅原研/
極低摩擦表面形成
・トヨタ自動車/CFRP等
新材料の開発力
１-1.「コミュニ
・名古屋大学入山研/
ケーター」の創出 電池材料・電気化学
（コンパクト化）・ ・名古屋大学鳥本研/
次世代グリーン
ナノクラスター触媒
モビリティ技術の ・トヨタ自動車/世界トッ
プレベルの開発力
構築が必要

2013

１．モビリティと情報技術を統合した「コミュニケーター」の創出が必要
○ボディ・デバイスのコンパクト化
○電子デバイスの小型高性能化
○知能化システム
○インテリジェント道路交通システム
○人間特性・運転者の状態センシング技術

資料３
アジアを中心とする国際人材育成と大学連携による国際化の加速度的推進

日本人学生
北米・欧州等からの留学生

国際連携
教 育 院

アジア連携高等教育
プラットホーム

国際統括本部
アジア地域からの留学生

学部

受入・派遣部門
アドミッション・戦略部門

質保証

海外拠点（10ヶ所）
日本法教育研究センター
G30事務所
海外事務所
フィールドリサーチセンター
ワンストップ拠点化

連携大学 82校
同窓会支部 10拠点

国際教育センター

体験教育

アジア教育部門
広域教育部門

大学間連携
による
人材育成

国際言語センター
留学生の日本語教育
日本人学生の語学力強化
日本人教員の英語講義力強化

Academic English
海外語学研修
中国語スピーチコンテスト
World Zone

大学間連携
推進部門
三重大学
愛知教育大学

G30（学部・大学院）
秋入学
英語による教育

G30 for J-Students
大学院
Mei-Writing
CALE（日本法教育研究）
YLP（医療行政教育研究）
ICCAE（農学国際教育協力
研究センター）

その他の取り組み

アジアン・リーダー育成
国際人材育成

東海地区国立大学

事務連携

資料５
寄附講座等設置概要
大 学 等 名
(学部・学科等名)

名古屋大学
（医学系研究科）

設

置

平成２５年 ４月 １日～平成２８年 ３月３１日

担

職

期

間
名

当
教
員

寄附講座教授
寄附講座助教

寄 附 者

寄 附 金

ふりがな
氏
名
はせがわ

はまだ

寄附者名
(所在地)

寄附金額

の 概 要

任
（前

用

下肢関節再建学寄附講座

期

間
職）

平成25年 4月 1日～平成28年 3月31日
（名古屋大学大学院医学系研究科・准教授）

備

考

平成25年4月1日
採用予定

平成25年 4月 1日～平成28年 3月31日

平成25年4月1日
採用予定
日本ストライカー株式会社 代表取締役社長 ピーター・ブラッドリー
（東京都文京区後楽2-6-1）
医療法人 慈和会 吉田整形外科病院 理事長 吉田徹
（愛知県豊田市御立町7-100）
名古屋整形外科･人工関節クリニック 理事長 藁科秀紀
（愛知県北名古屋市高田寺一本橋7）
たかし

濱田 恭

寄附金の
支払方法
教育研究

ゆきはる

長谷川 幸治

寄附講座等の
名
称

（名古屋大学医学部附属病院・医員）

日本ストライカー株式
会社
総額 64,800,000円

平成25年3月から毎年度
平成25年3月 総額25,000,000円
平成26年3月 総額25,000,000円
平成27年3月 総額25,000,000円
日本ストライカー株式会社
平成25年3月 21,600,000円
平成26年3月 21,600,000円
平成27年3月 21,600,000円

医療法人 慈和会 吉
田整形外科病院
総額 9,000,000円

医療法人慈和会吉田整形外科病院
平成25年3月 3,000,000円
平成26年3月 3,000,000円
平成27年3月 3,000,000円

名古屋整形外科･人工
関節クリニック
総額 1,200,000円

名古屋整形外科･人工関節ｸﾘﾆｯｸ
平成25年3月
400,000円
平成26年3月
400,000円
平成27年3月
400,000円

総額 75,000,000円

寄附の時期
及び期間

現金で分割して納入

１．人工股関節全置換術による治療法の研究
（１）活動性の高い大腿骨頚部骨折患者の治療法の検討
「大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン」によれば、活動性が高い症例には人
工股関節全置換術(THA) を推奨するとあるが、若年者の場合は再置換、再々置換を
考慮し、まず人工骨頭置換術(BHA)を選択される場合も多い。本研究では、上記疾患
におけるTHAとBHA両方の適応を持つ患者を対象に、その成績を比較することで、
ガイドラインに示されているTHAの優位性を検証することを目的とする。また、患
者背景と術後成績の関係を考察することで、大腿骨頚部骨折に対するTHA適応の基
準を提示することも目的とする。
（２）大腿骨頭壊死症患者の治療法の検討
大腿骨頭壊死症は、年齢、活動性、圧潰の程度、症状の進行度等によって治療法
が選択されており、人工骨頭置換術(BHA)、人工股関節全置換術(THA)は外科的治療
法として選択されることも多い。また、最近ではBHAに比較してTHAの術後成績が
良いと言われているが、その適応とされる範囲は明確になっていない。本研究では、
大腿骨頭壊死症におけるTHAとBHA両方の適応を持つ患者を対象に、その成績を比
較することで、THAの優位性を検証するとともに、患者背景と術後成績の関係を考
察することで、大腿骨頭壊死症に対するTHA適応の基準を提示することを目的とす

る。
２．人工股関節の摺動面の違いによる手術成績の評価・研究
（１）セラミック・オン・ポリエチレンTHAの初期～中期成績
本学はセラミック・オン・セラミックTHAの国内初の治験実施施設であり、以降
セラミック・オン・セラミックTHAを継続的に行っており、その症例蓄積は国内随
一である。また、最近Deltaセラミックヘッド及びX3ポリエチレンライナーが発売さ
れ、これの組み合わせによる摺動面環境は、セラミック・オン・セラミックと同等
の性能が期待されている。また大径骨頭が使用できる点を考慮すると、セラミック
・オン・セラミックよりも優位であるという声も聞かれる。本研究では、Delta・オ
ン・X3 THAの術後成績を評価するとともに、これまで蓄積してきたセラミック・
オン・セラミックTHA成績と比較することにより、その優位性を科学的に検証する
ことを目的とする。
（２）セラミック・オン・セラミックTHAの中期～長期成績
本学はセラミック・オン・セラミックTHAの国内初の治験実施施設であり、以降
セラミック・オン・セラミックTHAを継続的に行っており、その症例蓄積は国内随
一である。本研究では、術後5年以上経過したセラミック・オン・セラミックTHAの
術後成績を評価し、その有効性と安全性を科学的に検証することを目的とする。ま
た、その結果を学会、文献等で発表されている他の摺動面を持つTHAの結果と比較
する。
３．人工股関節全置換術の術後合併症の大規模調査と予防策の研究
（１）多変量解析によるTHA術後合併症の要因解析
本学はストライカー社製品を継続的に使用しており、THA実績においては、期間、
症例数ともにその蓄積は国内随一である。本研究では、そのデータを用いて、THA
患者における術後5年までの合併症を網羅的に調査し、合併症の原因となる要因を多
変量解析により明らかにするとともに、術後早期の合併症予防方法を検討、提案す
ることを目的とする。
４．人工膝関全節置換術後の膝運動機能の安定性に関する研究
（１）CSインサートの膝蓋大腿関節障害及び脛骨後方制御に関する研究
これまで、全人工膝関節のインサートは大きくPS型（後十字靭帯切除型）とCR型
（後十字靭帯温存型）の2種類が存在した。近年、両者の長所を取り入れたCS型と呼
ばれるインサートが臨床使用され始めているがその有効性・安全性は十分に検証さ
れていない。本研究では、CS型インサートに関する臨床成績を大規模に集積するこ
とにより、発現率の低い有害事象の検出及び膝関節運動に対する制御性の検討を行
うことを目的とする。
備

考

平成２５年 ２月 ６日
平成２５年 ２月１２日

医学系研究科教授会承認
設置決定（総長承認）

寄附講座等設置概要
大 学 等 名
(学部・学科等名)

名古屋大学
寄附講座等の 洋上風力利用マネージメント
（地球水循環研究ｾﾝﾀｰ）
名
称
寄附研究部門

設

置

平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日

担

職

期

間

任
（前

ふ り が な

名

氏

当 寄附研究部門
教授
教
寄附研究部門
員 助教
寄 附 者

寄附者名
所在地
寄附者名
所 在 地

寄 附 金

寄附金額

名

やすだきみあき

安田

公昭

もとす めみ

本巣 芽美

用

期

間
職）

備

考

平成25年4月1日～平成27年3月31日
（地球水循環研究センター研究員）
平成25年4月1日～平成27年3月31日
（東京大学大学院学際情報学府博士課程）

日立造船株式会社
大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号
岡崎信用金庫
愛知県岡崎市菅生町元菅４１番地
寄附の時期
総 額 42,000千円

及び期間

平成25年4月1日~平成27年3月31日
2年間

寄附金の 1年ごとの分割支払い
支払方法
わが国の海域利用は、漁業法に守られた漁業者の生産活動が常に優先されており、わが
国特有の漁業権の存在は、洋上風力発電事業等の海洋産業の進展に大きなハードルとして
立ちはだかっている。
環境学研究科しんきん環境事業イノベーション寄附講座においては、漁業者の洋上風力
発電事業に対する受容性を高める活動がなされた。そのなかで、以下に述べるような、こ
れまで注目されてこなかった重要な研究課題が浮かび上がってきた。すなわち、漁業者は、
教育研究
当該事業を理解するための基礎的な情報、洋上風況の実際、風車設置に伴う海流や潮流の
の 概 要 変化、それに起因する海底地形の変貌、などに関する分かりやすい解説を要望している。
洋上風車設置に伴う海域の洋上気象および海洋物理が生物への影響等の情報提供こそ
が、漁業者をして当該事業の推進に協力して頂くもっと重要な要素となる。当該事業にお
ける最大の Stakeholder である漁業者のこのような懸念を払しょくして要望をかなえるこ
とが Stakeholder Management のキーポイントとなる。
具体的には、新規寄附研究部門では下記の研究課題に取り組む。
１． 洋上風力発電事業推進における Stakeholder 分析
Stakeholder の分類、各 Stakeholder の利害深度分析、欧州と我が国の Stakeholder
比較論
２． Stakeholder Management 論
Stakeholder の要望分析、要望への対応技術分析、Stakeholder 間の要望調整
３． 洋上風力発電事業の実現可能性分析
事業の実現を阻害する要因分析、実現可能性を促進できる要因の検討、事業化に係る
組織の役割の最適化検討、事業コストの適正化に関する要因分析
このような研究課題に関する成果は、国内では日本海洋政策学会や日本水産学会等に発
表するとともに、積極的に欧米の関係学会や講演会にも参加して、洋上風力発電事業の進
展に関わるわが国特有の漁業権漁業の実態を国内外の研究者に紹介し、その延長線上で、
海洋産業における Stakeholder Management 論を体系化できる研究体制を整備して、持続
的な学問体系の一端を担えるよう研究教育を充実する。

平成２５年２月７日地球水循環研究センター協議員会承認
備

考

平成２５年２月２８日設置決定（総長承認）

資料６

資料７
国立大学法人名古屋大学役員等名簿
平成２５年４月１日
【総長】
担

当

氏
濵

口

名
道

職

名

等

備

考

職

名

等

備

考

成

【理事】
担

当

教育・情報関係

氏
山

本

名
一

良

副総長
教育研究評議会評議員

藤

井

良

一

副総長
教育研究評議会評議員
太陽地球環境研究所教授

鮎

京

正

訓

副総長
大学院法学研究科教授

研究・学生支援・入
試関係

國

枝

秀

世

副総長
大学院理学研究科教授

国際・広報・社会連
携関係

渡

辺

芳

人

副総長
物質科学国際研究センター
教授

人事労務・施設設備
・環境安全・事務総括
関係

竹

下

典

行

事務局長

産学連携関係（関東
地区担当）

横

田

昭

伊藤忠連合厚生年金基金
理事長

財務・男女共同参画
関係

総務関係

非常勤

【副総長】
担

当

氏

名

職

名

等

評価・総合企画関係

鈴

置

保

雄

副総長
大学院工学研究科教授

産学官・病院経営関
係

松

尾

清

一

副総長
大学院医学系研究科教授

法務・リスク管理・
人権関係

市

橋

克

哉

副総長
大学院法学研究科教授

備

考

備

考

【監事】
担

当

氏

名

職

熊

田

一

充

浅

野

良

裕

名

等

公認会計士（浅野公認会計士
非常勤
事務所）

資料８

全学ホームページのリニューアルおよび受験生向けホームページの
開設について
広

報

室

3 月 25 日午後、全学ホームページをリニューアル、また、新たに受験生向け
ホームページを開設しました。
今回の全学ホームページのリニューアルは、動画や写真を使ったビジュアル
インパクトのあるデザインを採用し、更新頻度の高いコンテンツをトップに配
置することで、ページ訪問者をより引きつけ、より本学の発信したい情報を PR
できることに主眼を置きました。
また、今回新たに開設した受験生向けホームページ「受験生のための名古屋
大学発見サイト“NU Cheers”」は、全国から高いモチベーションをもった優秀
な学生に来ていただくことを目的に作成しました。受験生にとってより身近な
存在である在学生が取材し作成した記事を掲載する学生による学生のためのサ
イトであることが特徴です。
両サイトとも CMS（コンテンツマネージメントシステム）を採用しており、学
内の各部署から更新できる仕組みになっています。
今後とも本学の広報活動にご協力のほど宜しくお願いします。

全学ホームページ

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

受験生向けホームページ

http://jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp/

（※変更なし）

資料９

名古屋大学 平成25年4月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

1日(月)、
15日(月)

役員会

16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)

3日(水)

教授会(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、法学部・法学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

17日(水)

教授会(文学部・文学研究科、経済学部・経済学研究科、医学系研究科、工学部・
工学研究科、国際開発研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

18日(木)

教授会(創薬科学研究科)

19日(金)

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

24日(水)

教授会(法学部・法学研究科、情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理
科学研究科、国際言語文化研究科、太陽地球環境研究所、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

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－」

概要
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)(3/21～29は9：00～17：00)、13：00～17：
00(土曜日)
入場料：無料

連絡先

附属図書館医学部分館
052-744-2505

場所：博物館2階展示室
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

3月25日(月)～
7月20日(土)
(日・月曜日休
館、6月9日(日)
臨時開館)

［関連講演会］
場所：博物館3階講義室
第17回博物館特別展
時間：14：00～15：30
「くじら クジラ 鯨－骨からわかる 対象：一般
からだの秘密 そして人とのかかわ 参加費：無料
り－」
4月23日(火)
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)

博物館事務室
052-789-5767

5月28日(火)
講演題目：「鯨は六鯨と申し候：太地における人とクジラの多様な関
係」
講演者：桜井敬人氏(太地町公民館歴史資料室学芸員)

4月3日(水)～
12日(金)
(日・月曜日休
館)

2008ノーベル賞展示室
場所：ES総合館2階2008ノーベル賞展示室
アイザック・ニュートン著「プリンキ 時間：10：00～16：00
ピア」新年度特別展示
入場料：無料

4月5日(金)

平成25年度名古屋大学入学式

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)、
4月13日(土)、
4月20日(土)、
5月11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3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

4月6日(土)

教育学部附属中学・高等学校
入学式

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中学・高等学校
副校長 山田 孝
052-789-2680

理学研究科事務部
052-747-6577

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
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)
4月10日(水)
5月8日(水)

げんさいカフェ
－Gen Science Café－
［第23回］［第24回］

［第23回］
講演題目：「災害時の健康をまもる看護とは」
講演者：横内光子(医学系研究科准教授)
内容：医療関連

減災連携研究センター
052-789-3468

［第24回］
講演者：古本宗充(環境学研究科教授)
内容：固体地球惑星物理学関連

4月13日(土)、
4月27日(土)、
5月11日(土)、
5月25日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
キックオフシンポジウム

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

第32回spcafé

場所：理学部E館1階クレイグスカフェ
時間：17：00～18：30
講演題目：「科学技術の報道はうさんくさい？」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

生命農学研究科
助教 大場裕一
052-789-4280

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 減災連携研究センター
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)
052-789-3468
対象：関係研究者
参加費：無料

4月20日(土)

ミクロの探検隊Ⓡ

場所：博物館2階実験室、展示室、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よう」
内容：生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用し、すい臓や気管など 博物館事務室
の組織を観察し形と働きの関係を学ぶ
052-789-5767
定員：各回20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

4月23日(火)

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：13：40～16：00
講演題目：「フランスにおける青年の自殺：治療の統計」
総合保健体育科学センター
講演者：コリンヌ・クララック氏、ステファニー・ヌヴィエール氏(ストラ
「大学生のメンタルヘルスに関す スブール大学)
る日仏学術交流会：青年の自殺」 内容：学生の保健管理についての学術交流会
定員：20名
対象：学生の保健管理のスタッフ
参加費：無料

4月18日(木)、
19日(金)

4月18日(木)

4月19日(金)

4月23日(火)

4月24日(水)

4月27日(土)

総合保健体育科学センター
助教 古橋 忠晃
052-789-5778

第114回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～17：30
講演題目：「フランス大学における成人向け継続教育の展開」
講演者：ジャン・マリー・フィロック氏(西ブルターニュ大学副学長)
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
052-789-5696

第89回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「心の減災入門－備えあれば心は健康－」
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
定員：120名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

博物館コンサート

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
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)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月10日(金)

5月11日(土)

5月11日(土)

5月18日(土)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：14：00～17：00
テーマ：「ライフラインを中心とした地盤防災と地震動想定」
講演題目：「ライフライン地震工学の現状と今後の課題(仮題)」
講演者：鍬田泰子氏(神戸大学准教授)
講演題目：「最近の地盤工学の研究動向について(課題)」
第1回減災連携研究センター
講演者：野田利弘(減災連携研究センター教授)
ライフライン・地盤防災シンポジウ 講演題目：「減災連携研究センターライフライン地盤防災寄附研究
ム
部門活動報告」
講演者：北野哲司（減災連携研究センター寄附研究部門教授）、宮
腰淳一（同寄附研究部門准教授）、野中俊宏（同寄附研究部門助
教）
定員：80名
対象：関係研究者、実務者
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、展示室
時間：13：00～15：00
案内：西田佐知子(博物館准教授)、他
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

博物館ワ－クショップ

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：00
テーマ：「くじらのひげで靴べらを作ろう」
講師：内田昌宏氏(富士市立富士第一小学校教諭)
定員；15組
対象：小学4年生から中学3年生とその保護者(中学生は個人参加
可)
参加費：500円(1組)

博物館事務室
052-789-5767

名古屋市生涯学習推進センター
大学連携キャンパス講座
「達人と話そう－光(火)を使う、光
で観る－」

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「光と人」
講演者：門脇誠二(博物館助教)
定員：80名
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

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)
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
やシンポジウムで基調講演を行うようなトップレベルの研究者が講 国際部国際企画課
義行う
052-789-5684
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

6月14日(金)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：14：00～17：00
平成24年度活動報告会
講演者：曽根好德(減災連携研究センター寄附研究部門教授)、倉田 減災連携研究センター
減災連携研究センター
和己(同寄附研究部門助教)、山﨑雅人(同寄附研究部門助教)
052-789-3468
地域社会減災計画寄附研究部門
対象：関係研究者
参加費：無料

6月29日(土)

博物館落語会
「名大博物館で落語を聴こう！」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～
出演：桂九雀氏(落語家)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

