
平成２５年６月２５日 

 

 

平成２５年度 第３回 教育記者会懇談会 

 

 

１ 平成 24 年度外部資金の受入状況について         （資料１） 

 

２ 平成 24 年度学部卒業者・大学院修了者等の進路状況について（資料２） 

 

３ オープンキャンパスの開催について            （配付資料） 

 

４ 名古屋スペースキャンプ 2013 NSC-2 について       （資料３） 

 

５ 今後の本学の行事予定                  （資料４） 

 

６ その他 

    次回開催日について 
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平成２５年６月１日時点内定状況
※新学術領域研究（計画）、研究活動スタート支援の新規交付内定は未発出。

　特定領域研究の成果とりまとめ課題は継続に含めている。

【新規】
平成２４年度

種目 件数  直接経費 間接経費 計

新学術領域研究 26 90,600,000 27,180,000 117,780,000

特別推進研究 1 52,500,000 15,750,000 68,250,000

基盤研究(Ｓ) 2 132,200,000 39,660,000 171,860,000

基盤研究(A) 26 340,800,000 102,240,000 443,040,000

基盤研究(B) 79 447,700,000 134,310,000 582,010,000

基盤研究(C) 159 244,900,000 73,470,000 318,370,000

挑戦的萌芽研究 121 196,200,000 58,860,000 255,060,000

若手研究(A) 13 116,000,000 34,800,000 150,800,000

若手研究(B) 128 192,900,000 57,870,000 250,770,000

計 555 1,813,800,000 544,140,000 2,357,940,000

平成２５年度 対前年度増減

種目 件数  直接経費 間接経費 計 件数  直接経費 間接経費 計

新学術領域研究 43 140,400,000 42,120,000 182,520,000 17 49,800,000 14,940,000 64,740,000

特別推進研究 1 146,200,000 43,860,000 190,060,000 0 93,700,000 28,110,000 121,810,000

基盤研究(Ｓ) 6 244,100,000 73,230,000 317,330,000 4 111,900,000 33,570,000 145,470,000

基盤研究(A) 33 465,900,000 139,770,000 605,670,000 7 125,100,000 37,530,000 162,630,000

基盤研究(B) 100 599,400,000 179,820,000 779,220,000 21 151,700,000 45,510,000 197,210,000

基盤研究(C) 167 248,000,000 74,400,000 322,400,000 8 3,100,000 930,000 4,030,000

挑戦的萌芽研究 127 226,700,000 68,010,000 294,710,000 6 30,500,000 9,150,000 39,650,000

若手研究(A) 14 133,400,000 40,020,000 173,420,000 1 17,400,000 5,220,000 22,620,000

若手研究(B) 112 166,600,000 49,980,000 216,580,000 △ 16 △ 26,300,000 △ 7,890,000 △ 34,190,000

計 603 2,370,700,000 711,210,000 3,081,910,000 48 556,900,000 167,070,000 723,970,000

ヒアリング H25 H24
新学術 16(総括班なし)22（うち、総括班3）



【新規＋継続】
※基金継続課題は、前年度２月に本学から翌年度分の支払請求を行った課題を計上している。

平成２４年度
種目 件数  直接経費 間接経費 計

特定領域研究 12 73,500,000 0 73,500,000

新学術領域研究 113 906,200,000 271,860,000 1,178,060,000

特別推進研究 3 239,000,000 71,700,000 310,700,000

基盤研究(S) 19 562,400,000 168,720,000 731,120,000

基盤研究(A) 91 823,500,000 247,050,000 1,070,550,000

基盤研究(B) 272 1,077,400,000 323,220,000 1,400,620,000

基盤研究(C) 481 541,800,000 162,540,000 704,340,000

挑戦的萌芽研究 269 344,200,000 103,260,000 447,460,000

若手研究(S) 1 1,200,000 360,000 1,560,000

若手研究(A) 41 246,100,000 73,830,000 319,930,000

若手研究(B) 302 374,600,000 112,380,000 486,980,000

研究活動スタート支援 15 17,500,000 5,250,000 22,750,000

計 1,619 5,207,400,000 1,540,170,000 6,747,570,000

平成２５年度 対前年度増減
種目 件数  直接経費 間接経費 計 件数  直接経費 間接経費 計

特定領域研究 1 3,000,000 0 3,000,000 △ 11 △ 70,500,000 0 △ 70,500,000

新学術領域研究 114 973,500,000 292,050,000 1,265,550,000 1 67,300,000 20,190,000 87,490,000

特別推進研究 4 285,100,000 85,530,000 370,630,000 1 46,100,000 13,830,000 59,930,000

基盤研究(S) 19 580,500,000 174,150,000 754,650,000 0 18,100,000 5,430,000 23,530,000

基盤研究(A) 101 1,013,200,000 303,960,000 1,317,160,000 10 189,700,000 56,910,000 246,610,000

基盤研究(B) 277 1,171,350,000 351,405,000 1,522,755,000 5 93,950,000 28,185,000 122,135,000

基盤研究(C) 489 567,400,000 170,220,000 737,620,000 8 25,600,000 7,680,000 33,280,000

挑戦的萌芽研究 284 384,200,000 115,260,000 499,460,000 15 40,000,000 12,000,000 52,000,000

若手研究(S) 0 0 0 0 △ 1 △ 1,200,000 △ 360,000 △ 1,560,000

若手研究(A) 50 280,200,000 84,060,000 364,260,000 9 34,100,000 10,230,000 44,330,000

若手研究(B) 292 350,400,000 105,120,000 455,520,000 △ 10 △ 24,200,000 △ 7,260,000 △ 31,460,000

研究活動スタート支援 13 13,300,000 3,990,000 17,290,000 △ 2 △ 4,200,000 △ 1,260,000 △ 5,460,000

計 1,644 5,622,150,000 1,685,745,000 7,307,895,000 25 414,750,000 145,575,000 560,325,000
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事前申込
無しの

参加者数

1,320
(716)

（　　）内は昨年度の状況

平成２４年度名古屋大学オープンキャンパス参加状況

(3,135)

2,014

3,071

(1,952)

情報文化学部

理学部

(650) (650)

(9,320) (8,334)

(85.0%)

(85.1%)

(92.0%)

８月８日（水）

８月９日（木）

８月１0日（金）

(88.8%)

(86.7%)

(89.9%)

(88.9%)

(88.3%)

(87.7%)

(94.2%)

86.7%

92.3%

85.3%

77.7%

84.8%
(1,020) (907)(1,020)

(850)

(700) (596)

(550) (506)

(1,000)

713

8,264

教育学部

経済学部

工学部

法学部

医学部医学科

農学部

文学部

(1,400) (1,258)

(574)

(900)

862 735

800

3,179
(3,247)

766 85.1%

(2,000)

期　日　・　学　部 参加定員 申込者数 参加者数 参加率
期日別

参加者数

650 650 568 87.4%

2,000 2,000
(900)

900 900
(789)

(2,000) (1,884)
1,845

1000
(1,000)

300 233

89.1%

700 700 566 80.9%

800 800
(700)

9,770 9,534

800 701 87.6%

1,355 84.7%

(800)

(300)
300

1600 1600
(300) (260)

1020 922 782

(550)

(1,400)

医学部保健学科

(800) (710)

(8,334)
合　　計

8,264
(9,320) (89.4%)
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資料４

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)、
12日(金)

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)

名古屋大学　平成25年7月予定表

           (教育記者会用)

(水)
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、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(理学研究科)

24日(水)
教授会(情報文化学部、工学部・工学研究科、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、エコトピア科学研究所、総合保健体育科学セ
ンター)

25日(木) 教授会(国際開発研究科)



31日(水) 教授会(太陽地球環境研究所)



○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

3月25日(月)～
7月20日(土)
(日・月曜日休
館)

第17回博物館特別展
「くじら クジラ 鯨－骨からわかる
からだの秘密 そして人とのかかわ
り－」

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

博物館事務室
052-789-5767

5月21日(火)～
9月13日(金)
(日・祝日、8月
15日、16日、26
日～30日、8月
10～9月7日の
土曜日休館)

附属図書館医学部分館
第4回ミニ展示会
「珍品・逸品・新収品－医学部史
料室の最近の収蔵品から－」

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)(8/8～9/13の平日は9：00～17：00)、13：
00～17：00(土曜日)
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

6月28日(金)
生命農学研究科と愛知県森林・林
業技術センターとの連携に関する
協定締結式

場所：生命農学研究科管理棟1階大会議室
時間：13：30～15：00
講演題目：「森林を活かす知と実の連携」
講演者：松本光朗氏(森林総合研究所研究コーディネータ)
内容：締結式、記念講演
対象：関係者

生命農学研究科
教授　肘井直樹
052-789-4181

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

6月29日(土)
国際言語文化研究科
異文化コミュニケーションレッスン

場所：全学教育棟北館4階多目的講義室(406号室)
時間：13:40～17:30
講演題目：「『War Hoｒse』－原作・舞台劇・映画」
講演者：玉崎紀子氏(中京大学名誉教授)
講演題目：「『E.T.』の中の児童文学」
講演者：山口　均氏(愛知学院大学教授)
講演題目：「『弱いロボット』の誕生－弱さが引き出すコミュニケーショ
ンについて考える」
講演者：岡田美智男氏(豊橋技術科学大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　渡辺美樹
miki@lang.nagoya-u.ac.jp

6月29日(土)

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(研究者)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：「光と分子の共同作業」
講演者：富岡秀雄氏(三重大学名誉教授)
定員：80名(基本的に毎回参加できる人)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月29日(土)
教育発達科学研究科
大学院説明会

場所：教育学部本館2階第3講義室(教育科学専攻)、大講義室(心理
発達科学専攻)
時間：14：00～16：00
内容：研究科および専攻・領域の紹介、入試案内、研究室(教員)単
位の個別相談
参加費：無料

文系事務部教務課(教育)
052-789-2606

6月29日(土)、
7月13日(土)、
8月31日(土)

あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー2013

6月29日(土)
場所：蒲郡市生命の海科学館(蒲郡市Minatomachi)
時間：15：00～16：00
講演題目：「あいちサイエンスフェスティバルの仲間になろう！－サ
イエンスイベントを企画しよう－」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

あいちサイエンス・コミュニケーション・
ネットワーク実行委員会
担当機関：産学官連携推進室
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527



7月13日(土)
場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：14：00～15：30
講演題目：「サイエンスコミュニケーションって何？」
講演者：川勝　博氏(名城大学教授)
時間：15：40～16：30
講演題目：「あいちサイエンスフェスティバルの仲間になろう！－サ
イエンスイベントを企画しよう－」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

8月31日(土)
場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：14：00～15：30
講演題目：「英国のサイエンスコミュニケーション－科学の信頼をど
う取り戻したか－」
講演者：小出重幸氏(日本科学技術ジャーナリスト会議理事)
時間：15：40～16：30
講演題目：「あいちサイエンスフェスティバルの仲間になろう！－サ
イエンスイベントを企画しよう－」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

7月1日(月)

文学研究科附属「アジアの中の日
本文化」研究センター
セミナー・シリーズ「東アジア関係
学に向けて」第2回
講演と朗読・トークの会

場所：国際開発研究科8階多目的オーデトリアム
時間：15：00～17：00
講演題目：「二つの言語の狭間に」
講演者：田　原氏(城西国際大学客員教授)
対象：一般
参加費：無料

文学研究科附属「アジアの中の日本
文化」研究センター
教授　坪井秀人
tsuboi@lit.nagoya-u.ac.jp

7月1日(月)
国際言語文化研究科
第16回応用言語学講座
公開講演会

場所：文系総合館6階ファカルティラウンジ
時間：10：30～12：00
講演題目：「Versatile ‘say’ constructions in Japanese： Some
implications for the emergence of sentence final particles」
講演者：玉地瑞穂氏(香港理工大学助教)、ヤップ・フーンハ氏(同助
教)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
horieling@gmail.com

7月3日(水)、
8月8日(木)

げんさいカフェ
－Gen Science Café－
［第26回］［第27回］

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)

［第26回］
講演題目：「濃尾平野のゼロメートル地帯の防災を考える」
講演者：中井健太郎(工学研究科准教授)
内容：地盤工学関係

［第27回］
講演者：近藤ひろ子(減災連携研究センター技術補佐員)

減災連携研究センター
052-789-3468

7月6日(土)、
7月20日(土)、
8月3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

7月6日(土)
ビジネス人材育成センター
平成25年度前期 B人セミナー

場所：インキュベーション施設1階プレゼンテーションルーム
時間：10：00～15：00
テーマ：「製造業における、知財戦略と知財部門の業務内容」、「再
生医療の現状と今後の展望」

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

6月29日(土)、
7月13日(土)、
8月31日(土)

あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー2013

あいちサイエンス・コミュニケーション・
ネットワーク実行委員会
担当機関：産学官連携推進室
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527



7月6日(土)
国際言語文化研究科
2013年度オープンキャンパス

場所：文系総合館6、7階
時間：13：00～15：30
内容：講座・コース紹介、進学相談会、大学院生によるポスター発
表・インフォメーションコーナー
入場料：無料

［関連行事］
プレ・オープン・キャンパス「日本文化研究とは何か」
場所：全学教育棟北館4階多目的講義室(406号室)
時間：10：00～11：30
講演題目：「植物・食物が主題の絵物語誕生について」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
講演題目：「天保期の名古屋医者、平出順益(1809－1861)の読書日
記における日本文化研究」
講演者：ミギー・ディラン・パトリック(同特任准教授)
講演題目：「日本文化史の一つの可能性－病・医学・死－」
講演者：福田眞人(同教授)
参加費：無料

文系事務部総務課(国際言語文化)
052-789-4881

7月6日(土)

シンポジウム
「日本のエネルギー・環境政策選
択－E3MGマクロ計量モデルを活
用した日本のエネルギー・環境政
策の評価と選択－」

場所：国際開発研究科8階多目的オーディトリアム
時間：14：30～17：50
講演題目：「マクロ計量モデルを用いた日本の炭素税改革の環境・
経済効果」
講演者：李秀澈氏(名城大学教授)
講演題目：「日本の2030年電源選択と再生可能エネルギー発電の
環境・経済効果」
講演者：朴勝俊氏(関西学院大学准教授)
内容：講演会、パネルディスカッション
対象：一般
参加費：無料

国際開発研究科
教授　藤川清史
052-789-4973

7月9日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第29回

場所：附属図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「『失われた時を求めて』と大聖堂」
講演者：加藤靖恵(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

7月10日(水)
エコトピア科学シンポジウム
パワーテクノプロムナード(第6回)

場所：豊田講堂3階第1会議室
時間：14：00～17：00
テーマ：「超電導ケーブルで変わる次世代電力機器・システム」
定員：70名
対象：一般
参加費：無料

エコトピア科学研究所
寄附研究部門准教授　小島寛樹
052-789-5874

7月10日(水)
第35回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：Fleuve cafe フルーヴカフェ(名古屋市中村区)
時間：19：00～20：30
講演題目：「いまどきの霧箱の実験で素粒子などを観測『見えないけ
れどそこにある？？』」
講演者：中村光廣(エコトピア科学研究所教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：500円(ドリンク1杯付)

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

7月12日(金)
減災連携研究センター
シンポジウム
－「減災連携研究」の展望－

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：30
内容：活動報告、パネルディスカッション
定員：200名
対象：学生、研究者、技術者、防災行政担当者、企業防災担当者、
他
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月12日(金)
国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナルコース
講演会＋進学説明会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：00～19：00
講演題目：「いま、テレビマンに何ができるのか」
講演者：阿武野勝彦氏(東海テレビ放送株式会社プロデューサー)
内容：講演会、コース・教員紹介、在学生からのメッセージ・進学相
談
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月12日(金)～
19日(金)
(日・月曜日休
館)

博物館写真展「みちのく森の絆」
場所：博物館展示室(3階回廊)
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



7月13日(土)、
7月27日(土)、
8月10日(土)、
8月24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

7月13日(土)
国際開発研究科
オープンキャンパス2013

場所：国際開発研究科棟
時間：10：00～16：00
内容：全体説明会、専攻別説明会、施設見学、コーパスに関する講
演、他
入場料：無料

国際開発研究科
教授　川島富士雄
052-789-4974

7月13日(土)
国際シンポジウム
「アフリカの半乾燥地に出現する
季節湿原の農業利用」

場所：野依記念学術交流館1階
時間：9：00～13：00
対象：一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

7月13日(土)
市民公開講座 in 名古屋大学
「砂漠の国でコメづくり？－季節湿
地の保全と開発を考える－」

場所：野依記念学術交流館1階
時間：15：30～17：40
講演題目：「天然の集水装置を利用したコメづくり－イネをヒエといっ
しょに植える？－」
講演者：飯嶋盛雄氏(近畿大学教授)
講演題目：「ナミビア北部・季節湿地の「水」 －どこからきて、どこに
消えるのか－」
講演者：檜山哲哉氏(総合地球環境学研究所准教授)
講演題目：「農家が学ぶ・農家に学ぶ－ナミビア北部におけるコメづ
くり－」
講演者：西川芳昭氏(龍谷大学教授)
対象：一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

7月19日(金) 第92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：「聴こえない音を聴く－気圧を測ると津波も分かる？－」
講演者：新井伸夫氏(日本気象協会参与)
内容：災害と気象
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

7月19日(金)
高等教育研究センター
第117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：16：00～18：00
講演題目：「主体的な学びを促すカリキュラム・デザインとは－FDの
課題とIRの可能性－」
講演者：山田剛史氏(愛媛大学准教授)
内容：学生の主体的な学びを促すためのカリキュラムの実態はどの
ようになっているのか、FDの課題やIRの可能性を含め議論を深めて
いく
定員：30名
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
052-789-5696

7月22日(月)、
8月24日(土)

ミクロの探検隊Ⓡ「名古屋大学の
ムシを電子顕微鏡で観察しよ
う！」

場所：博物館実験室、東山キャンパス構内
時間：10：00～15：30
テーマ：「観察園のムシ」(7/22)、「雑木林のムシ」(8/24)
定員：各20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

7月23日(火)
平成25年度第4回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
8月27日(火)、9月24日(火)、10月22日(火)、11月26日(火)、
12月24日(火)、2014年1月28日(火)、2月25日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

7月25日(木)、
26日(金)、
29日(月)、
8月26日(月)

高校生防災セミナー

場所：環境総合館1階レクチャーホール、ES総合館1階ESホール、
ES会議室時間：9：45～16：00
内容：愛知県内の高校生を対象とした防災人材育成のためのセミ
ナー
対象：参加校の高校生
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468



7月27日(土)～
8月24日(土)

防災・減災カレッジ

場所：豊田講堂、他
時間：9：15～17：00
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター教授)、山岡耕春(環境学
研究科附属地震火山・防災研究センター 教授)、栗田暢之氏(特定
非営利活動法人レスキューストックヤード代表理事)、他
内容：防災概論、自然災害概論などの防災基礎研修
定員：500名
参加費：3,000円～(企業防災コース除く、オプション追加あり)

減災連携研究センター
052-789-3468

7月29日(月)
農学国際教育協力研究センター
2013年度第2回オープンセミナー

場所：農学部講義棟1階第7講義室
時間：15：30～17：00
講演題目：「アフリカにおけるイネいもち病害に対する安定的防除体
系開発のためのアプローチ」
講演者：福田善通氏(国際農業水産業研究センタープロジェクトリー
ダー)
対象：一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

7月29日(月)
高等教育研究センター
第66回客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～18：00
講演題目：「大学教育における学習評価の構図－パフォーマンス評
価を中心に－」
講演者：松下佳代氏(京都大学教授)
定員：30名
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
052-789-5696

7月31日(水)、
8月1日(木)

年代測定総合研究センター
夏休み特別企画
「年輪年代法体験学習」

場所：年代測定総合研究センター
時間：9：30～
内容：木材加工と年輪の精密測定をとおして年代決定のしくみを理
解する
定員：20名
対象：小学5年生から中学生
参加費：無料(別途保険代必要)

年代測定総合研究センター事務局
052-789-2579

8月2日(金)

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：齋藤永宏研究室(グリーンビークル材料研究施設3階305室)、
他
時間：10：00～16：15
テーマ：「生物の『すごい』を顕微鏡でのぞいてみよう－水がコロコロ
ころがる表面－」
内容：特殊な顕微鏡でハスの葉の表面を観察し、生物の「すごい」の
源について一緒に考える
定員：20名
対象：小学5年生、6年生(可能であれば保護者同伴)
参加費：無料

グリーンモビリティ連携研究センター
助教　上野智永
052-789-5163

8月2日(金)

テクノフロンティアセミナー
(TEFS2013)
－触れてみよう，電子と情報の最
先端に－

場所：工学部
内容：実験を通して大学の教員や学生と交流することで電気・情報
の分野に興味を持ってもらう
定員：約36名
対象：愛知県及び近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

工学部電気系教室内
TEFS実行委員会
寄附研究部門准教授　小島寛樹
052-789-5874

8月6日(火)
2013年化学・生物実験講習会
－大学の化学を体験しよう！－

場所：工学研究科1号館、工学研究科7号館実験棟、高効率エネル
ギー変換研究施設東館
時間：8：45～16：00
内容：講義と最新の設備による体験学習を通して直接ふれあい、大
学で化学・生物学を学ぶ面白さを体験してもらいます。
定員：約20名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学部化学・生物工学科
化学・生物実験講習会実行委員会
hatano@nubio.nagoya-u.ac.jp

8月6日(火)～
10月19日(土)
(日・月曜日休
館)

第27回博物館企画展
「本物？作り物？ロウ細工？教育
標本ムラ－ジュ」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



8月7日(水)～
9日(金)

2013年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂、他
時間：9：30～
内容：大学紹介、施設見学、学生生活あれこれ、女性研究者からの
情報発信、在学生との対話など様々なプログラムを用意
8/7　教育学部、経済学部、工学部
8/8　法学部、医学部医学科、農学部
8/9　文学部、情報文化学部、医学部保健学科(大幸キャンパス)、理
学部
参加費：無料

学務部入試課
052-789-5765

8月7日(水) 平成25年度工学部懇話会
場所：IB電子情報館2階IB大講義室
時間：13：00～17：00
テーマ：「名大工学部の求める学生像」

工学部・工学研究科教務課
052-789-3599

8月10日(土)
第24回日本数学コンクール
第17回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：IB電子情報館、津高等学校(三重県津市)、大手前高等学校
(大阪市中央区)、橋本市教育文化会館(和歌山県橋本市)
時間：10：00～16：00
対象：高校生、高校生相当年齢の者(日本数学コンクール)、小学5年
生から中学生(日本ジュニア数学コンクール)
参加費：1,000円

研究協力部社会連携課
052-789-5969

8月20日(火)～
10月15日(火)
(期間内の火・
木曜日)

平成25年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部1階第1、第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「絆：つなぐ、つながるを考える」
定員：200名
対象：一般
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

8月23日(金)
高等教育研究センター
FD･SD教育改善支援拠点事業
ワークショップ

場所：文学部1AB講義室
時間：14：00～17：00
講演題目：「事例で学ぶ教員免許業務」
講演者：村瀬隆彦氏(大分大学学生支援部)、小野勝士氏(龍谷大学
文学部教務課)
内容：教員免許業務の現場で実際にあった事例を紹介しながらポイ
ントをワークショップ形式で学ぶ
定員：40名
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
052-789-5696

8月24日(土) 教育学部附属高等学校説明会
場所：教育学部附属中学・高等学校
対象：中学3年生

教育学部附属中学・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

8月31日(土)、
9月1日(日)

名古屋市科学館共催事業
第2回地球教室
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：博物館、矢作川の河原
時間：9：30～15：30(8/31)、13：30～16：30(9/1)(予定)
テーマ：「河原で宝石と歴史を見つけよう！」
定員：20名
対象：小学5年生から中学3年生とその保護者(中学生以上は個人参
加可)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月31日(土)、
9月1日(日)

先進科学塾＠名大　第2回

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
テーマ：「音を見る」
講師：林　煕崇氏(愛知物理サークル)
内容：参加者に目で見る音の実験をしてもらい、音の世界の不思議
を探る
定員：各20名
対象：中学生以上、一般(8/31)、高校生以上、一般(9/1)
参加費：500円(材料費)

エコトピア科学研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

10月1日(火)～
11月2日(土)
(日・月曜日休
館)

博物館トライボロジー遺産
記念展示

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月16日(土) 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



AC21 国際スクーリング実施報告 

 

 

 

国際学術コンソーシアム(Academic Consortium 21:AC21)は、5月 31 日（金）～6月 4

日（火）の間、名古屋大学・チュラロンコン大学・カセサート大学（タイ王国・バンコク）

との共催により、大学院生を対象とした AC21 国際スクーリングを開催した。 

同スクーリングは、１）地球規模の課題に関し、科学技術分野における最先端の学術研

究について学ぶ機会を提供することにより、大学院生の能力強化を図り、２）AC21 メンバ

ー国、開催国タイやその周辺諸国の高等教育の一層の発展、ひいては持続可能な社会の構

築に貢献することを目的として開催されたものである。 

メインテーマを Green Science and Technology for a Sustainable Future、サブテー

マとして①Green Mobility and Energy 及び②Agricultural Sciences and Food Production

の二つを設定し、野依良治名古屋大学特別教授や内山田竹志トヨタ自動車株式会社代表取

締役副会長（肩書きはスクーリング開催時点）を含む 5名の基調講演者、15 名の講師（本

学からは 2名の講師が参加）を招聘した。 

  基調講演者・講師によって、エネルギー技術や地球温暖化をはじめとする地球規模の課

題に関する最先端の学術研究に焦点をあてた講演・講義が行われ、参加した学生等からは、

質問や意見が積極的に出された。参加学生はグループに分かれてグループディスカッショ

ンを行い、講演や講義から学んだことや、自分たちが考える地球規模の課題とその解決策

について討議を重ね、最終日にはグループ発表を行った。 

  同スクーリングには、AC21 メンバー大学を含む 15 大学から約 80 名の学生が参加し、本

学からは 5名の学生を派遣した（工学研究科 2名、生命農学研究科 3名）。その他本学か

らは、総長、渡辺理事を始め、教職員 13 名が参加した。 

  本事業を実施するにあたっては、後援機関（文部科学省 G30 プロジェクト、UNESCO、国

際協力機構、日本学術振興会）や協賛企業（トヨタ・モーター・タイランド社等）から後

援名義提供や寄附を受けた。 

           

日程に関しては、下記の通り。 

  

    5 月 31 日（金） 開講式・交流会 

   6 月 1 日（土） 基調講演・講義・グループディスカッション 

   6 月 2 日（日） 基調講演・講義・市内散策 

   6 月 3 日（月） 基調講演・講義・グループディスカッション・交流会 

   6 月 4 日（火） 基調講演・グループ発表・閉講式・トヨタ・モーター・タイラ 

          ンド社工場見学 
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