平成２５年７月２４日

平成２５年度 第４回 教育記者会懇談会

１．第２７回ユニバーシアードについて
２．平成２５年度名古屋大学国際交流貢献顕彰について

（資料１）

３．平成２５年度名古屋大学学術奨励賞について

（資料２）

４．第２４回英国科学実験講座

クリスマス・レクチャー２０１３について
（資料３）

５．第９回ホームカミングデイの開催について
６．平成２５年度防災人材育成研修

防災・減災カレッジについて（資料４）

７．ミャンマー訪問について
８．今後の本学の行事予定
９．その他
次回開催日等について

（資料５）

資料１
平成２５年度名古屋大学国際交流貢献顕彰受賞候補者一覧
年齢は、受賞式の日とする。
氏名（フリガナ）

Altantuya JIGJIDSUREN
（アルタンツーヤ ジグジドスーレン）

現

職

アジア開発銀行
モンゴル国内担当
社会部門担当官

国籍

年齢

名古屋大学との関係

該当する資格

推薦部局等

名古屋大学同窓会
モンゴル支部長
モンゴル

46

2004.9 医学系研究科修士課程修
了

(７)

（モンゴル支部長）

名古屋大学全学同窓会
上海支部幹事
洪 庚 明
（ホン ゲンミン）

Nandang Rahmat
（ナンダン ラフマット）

上海財経大学法学部 准教授

パジャジャラン大学文化学部
文学研究科長

中国

インドネシア

49

56

1999 法学研究科
博士課程後期課程修了

2000.3 国際開発研究科
博士課程後期課程修了

資格・要件
（１）学問の研鑽・創造的な研究活動において、国際的な評価を受けた者、又は本学の国際的な名誉を著しく高めた者
（２）国際共同研究及び国際学術交流の促進・支援に優れた貢献をした者
（３）留学交流、共同教育プログラムの開発等の促進・支援に優れた貢献をした者
（４）国際的な産学連携活動の促進・支援に優れた貢献をした者
（５）国際協力活動、国際交流活動等の促進・支援に優れた貢献をした者
（６）母国と日本の架け橋として、両国の友好促進に優れた貢献をした者
（７）名古屋大学全学同窓会海外支部長

(５) (６)

(２)（６）

業績、功労等

備考

＜同窓会設立の経緯及び歴史＞
従来より医学部YLPでの留学生、法学研究科法整備支援に伴う留学生が中 2009.9設立時、支部長就
心であった。 2006年にモンゴル国立大学に名古屋大学日本法教育研究セン 任
ターが開設。2009年9月同センター開設3周年及び本学フィールドリサーチセ
ンター開設を機に全学同窓会モンゴル支部を設立。
本学客員教授
会員数 70名

上海支部

・上海名古屋大学同窓会幹事として、同窓会の運営、会員拡大及び名古屋
大学基金への募金活動に尽力。
・名古屋大学学生が参加している同済大学夏の中国語研修プログラム実施
において、同窓生ネットワークを生かし、会社訪問やホームステイ先の情報を
提供し、依頼手順などのアドバイスを行い、プログラムの充実に尽力。
・キャンパスアジア（法学）において、派遣学生（本学）の上海でのインターシッ
プ先確保に尽力。

国際開発研究科

・パジャジャラン大学で長年に渡り日本語教育及び研究に従事し、インドネシ
ア初の日本語学の修士課程を立ち上げや、同大学日本語研究センター所長
職を２期務めるなど、同国での日本語教育・日本文化研究についての啓蒙活
動に尽力。
・インドネシア日本語教育学会長として、アセアン諸国との日本語教育分野に
おける交流のネットワークづくりに努め、インドネシアにおける日本語の普及、
日本語教育の進展に寄与し、日本国外務大臣表彰を受賞。
・インドネシア元日本留学生協会の西ジャワ支部副支部長（現在は顧問）とし
て、日本の民間交流団体（浜松・インドネシア友好協会など）との文化交流に
尽力。
・2003年から現在まで、大使館推薦文部科学省（MEXT）日本留学奨学金受
給候補者選考委員に就任。

本学外国人研究員

資料２

平成２５年度名古屋大学学術奨励賞受賞者一覧
学 務 部

【人文社会系】２名
「家族の経済学に基づく公共政策の経済理論分析」
経 済 学 研 究 科 Ｄ３ 古 村
聖

指導教員：小 川

光

「貧困削減・開発格差是正における効果的援助：
「制度」に着目した実証分析と
事例分析」
国際開発研究科 Ｄ３ 平 野 夢 香
指導教員：大 坪
滋

【理 工 系】２名
「樹木年輪中放射性炭素 14 濃度測定による過去の宇宙線強度の復元」
理 学 研 究 科 Ｄ３ 三 宅 芙 沙
指導教員：増 田 公 明
「らせんが創りだすキラリティーを利用した動的トポロジカル空間の構築と応用」
工 学 研 究 科 Ｄ３ 中 谷 裕 次
指導教員：八 島 栄 次

【生 物 系】２名
「ヒト由来 HIV 防御因子 APOBEC3 ファミリーの構造機能解析」
工 学 研 究 科 Ｄ３ 北 村 紳 悟
指導教員：渡 邉 信 久
「ローズグラスにおける塩腺の形態と塩ストレスに対する応答」
生命農学研究科 Ｄ２ 大 井 崇 生
指導教員：三 宅

博
（申請時）

資料３
クリスマスレクチャー 2013 ポスターデザイン̲A案

第24回英国科学実験講座 クリスマス・レクチャー2013

現代の The Modern Alchemist

The Royal Institution Christmas Lectures
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英国で180年以上続く人気の科学実験講座「クリスマス・レクチャー」
を日本で再現！

8 14
8 18

［東京公演］

2013年

［名古屋公演］

2013年

月

東京理科大学
葛飾キャンパス・
図書館ホール（東京•金町）

日
（水）

月

名古屋大学
豊田講堂（名古屋市）

日
（日）

講師

ピーター・ウォザー博士

ケンブリッジ大学の化学学部教授。
国際化学オリンピックの協議メン
バーの一人。
化学教育分野における
数多くの受賞歴を誇り、
2011年王立
化学研究所最高賞を受賞している。

［レクチャー１］11：00 〜 ［レクチャー２］13：30 〜

参加無料！ 事前申込制

参加申し込みは公式ホームページから！

http://event.yomiuri.co.jp/CL_2013/

クリスマス・レクチャー2013

〈お問い合わせ〉読売新聞東京本社 事業開発部 TEL.03-5159-5886

主催 読売新聞社／ブリティッシュ・カウンシル

共催 東京理科大学／名古屋大学

協賛

英国科学実験講座チラシ B2サイズ（B3サイズ制作 364×515mm

要目伸ばし）

後援 文部科学省／日本化学会／葛飾区教育委員会／名古屋市教育委員会

資料４

資料５
名古屋大学 平成25年8月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

5日(月)、
20日(火)

役員会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

20日(火)

研究科委員会(理学研究科)

29日(木)

教授会(生命農学研究科)

○行事等
日(曜日)
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日～9月7日
の土曜日休館)

行事等の名称

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－」

7月27日(土)～ 平成25年度防災人材育成研修
8月24日(土)
「防災・減災カレッジ」

7月27日(土)

平成25年度名古屋大学協力会
総会・講演会

概要

連絡先

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

場所：豊田講堂、他
時間：9：30～17：10
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

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～18：00
テーマ：「再生可能エネルギー利用に向けて」
講演題目：「再生可能エネルギー導入普及に向けたNEDOの技術開
発」
講演者：徳岡麻比古氏(新エネルギー・産業技術総合開発機構統括
主幹)
産学官連携推進本部
講演題目：「再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組み」
052-744-1987
講演者：平岩芳朗氏(中部電力株式会社執行役員本部長)
講演題目：「太陽エネルギー社会基盤材料・デバイスの開発」
講演者：河本邦仁(工学研究科教授)
講演題目：「車載蓄電池を活用したエネルギーマネジメントシステ
ム」
講演者：鈴木達也(工学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

［第1回］
場所：東郷町役場2階大会議室(愛知郡東郷町)
時間：10：00～11：30
講演題目：「植物ホルモンは農業にどう役立っているのか」
講演者：森 仁志(生命農学研究科教授)
内容：農業のいろいろな場面にでてくる植物ホルモンについて解説
7月29日(月)、
10月26日(土)

生命農学研究科附属フィールド科
［第2回］
学教育研究センター東郷フィール
場所：生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター東郷
ド農場講演会
フィールド農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～16：00
講演題目：「昆虫の模様と形の多様性」
講演者：新美輝幸(生命農学研究科助教)

東郷フィールド事務室
0561-37-0200

対象：一般
参加費：無料

7月29日(月)

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
高等教育研究センター
価を中心に－」
052-789-5696
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

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
農学国際教育協力研究センター
系開発に向けて」
教授 浅沼修一
講演者：福田善通氏(国際農林水産業研究センタープロジェクトリー
052-789-4232
ダー)
対象：一般
参加費：無料

7月29日(月)

7月31日(水)、
8月1日(木)

第34回spcafé

場所：理学部E館1階Craig's Café
時間：17：00～18：30
講演題目「植物ミトコンドリアDNAのダイナミクス」
講演者：平井篤志氏(東京大学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

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：9：30～17：00
内容：木材加工と年輪の精密測定を通して年代決定のしくみを理解
年代測定総合研究センター事務局
する
052-789-2579
定員：20名
対象：小学5年生から中学生(保護者同伴可)
参加費：無料(別途保険代必要)

7月31日(水)～ 高等教育研究センター
8月2日(金)
大学教員準備講座2013

生命農学研究科
助教 大場裕一
052-789-4280

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：9：00～18：00
テーマ：「大学教員をめざす君へ」
講演者：夏目達也(高等教育研究センター教授)、近田政博(同准教 高等教育研究センター
教授 夏目達也
授)、中井俊樹(同准教授)、東 望歩(同助教)
内容：大学教員になるために必要な知識と技能の獲得を目指し多面 052-789-5696
的に大学教員の職務を検討していく
対象：本学大学院生、ポスドク
参加費：無料

予防早期医療創成センター
第13回研究会

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：16：30～18：55
講演題目：「高齢者の特性と健康長寿を目指す医療」
講演者：葛谷雅文(医学系研究科教授)
講演題目：「高齢者における身体活動量は何の指標とするべきか」
講演者：山田純生(同教授)
講演題目：「医療保険者のデータヘルスについて」
講演者：大島一博氏(厚生労働省課長)
対象：関係研究者
参加費：無料

予防早期医療創成センター
052-789-5499

日本学術会議第三部夏季部会
平成25年度市民公開講演会

場所：野依記念学術交流館
時間：15：00～17：00
テーマ：「科学・技術と現代社会」
講演題目：「ロボティクスによる人間知能の発生原理解明」
講演者：國吉康夫氏(東京大学教授)
講演題目：「現代社会と科学」(高校生との懇談)
講演者：益川敏英(本学特別教授)
対象：高校生、一般
参加費：無料

研究協力部研究支援課
052-789-2039

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

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：IB電子情報館、他
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)

8月2日(金)

場所：ES総合館1階ES会議室
内容：講演、パネルディスカッション
講演題目：「公共施設マネジメントの現在と未来」
講演者：山本康友氏(首都大学東京特任教授)
第5回公共施設マネジメント教育
施設計画推進室
講演題目：「公共ファシリティマネジメントのベンチマーキング」
コース
講演者：松成和夫氏(日本ファシリティマネジメント協会財務部会長) 特任教授 谷口 元
「公共FMベンチマーキングに向け
講演題目：「自治体における施設マネジメント情報と活用について」 052-789-3742
て」
講演者：恒川和久(工学研究科准教授)
定員：78名
対象：一般
参加費：無料

7月31日(水)

8月1日(木)

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3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：14：00～16：30
講演題目：「生態系ネットワークをつくる！－人と自然が共生するあ
いち－」、「あいちサイエンスフェティバルの仲間になろう！－森と緑
の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)、他
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

8月3日(土)、
8月31日(土)、
9月7日(土)

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－」
あいちサイエンスコミュニケーショ 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)
ン・セミナー2013
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

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

9月7日(土)
場所：小牧商工会議所(小牧市小牧)
時間：14：00～16：30
講演題目：「生態系ネットワークをつくる！－人と自然が共生するあ
いち－」、「あいちサイエンスフェティバルの仲間になろう！－森と緑
の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)、他
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

8月3日(土)、
9月7日(土)、
9月14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

8月5日(月)～
23日(金)

Nagoya University Shool of Law
International Summer Seminar
2013

場所：法学部2階第3講義室、他
定員：35名
対象：アジア諸国および本学学生
参加費：無料

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

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
工学部化学・生物工学科
内容：講義と最新の設備による体験学習を通して教員や大学院生と
化学・生物実験講習会実行委員会
直接ふれあい、大学で化学・生物学を学ぶ面白さを体験する
hatano@nubio.nagoya-u.ac.jp
定員：約20名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

8月6日(火)

場所：博物館2階展示室、野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
入場料：無料
［関連講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
対象：一般
参加費：無料

8月6日(火)～
10月19日(土)
9月21日(土)
(日・月曜日、8
講演題目：「よみがえったムラージュ 名古屋大学の宝」
月15日～19日 第27回博物館企画展
博物館事務室
講演者：小林身哉氏(金城学院大学教授)
休館(博物館)、 「本物？作り物？ロウ細工？ 教育
052-789-5767
9月26日(木)
土・日・祝日、8 標本ムラ－ジュ」
講演題目：「新しくわかってきた皮膚疾患発生のメカニズム－皮膚バ
月15日～18日
リア障害など」
休館(セミナー
講演者：秋山真志(医学系研究科教授)
ハウス))
9月28日(土)
講演題目：「三河発シイタケ栽培 明治初期の近代菌類学パイオニ
ア：田中長嶺」
講演者：中條長昭氏(特定非営利活動法人田中長嶺事績顕彰会理
事長)
10月12日(土)
講演題目：「第四高等学校旧蔵『キノコ・ムラージュ標本』の再発見と
その後の展開」
講演者：古畑 徹氏(金沢大学教授)

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：9：30～17：00
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
学務部入試課
8/7 教育学部、経済学部、工学部
052-789-5765
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

8月7日(水)～
9日(金)

連携企画「アジアのための国際貢
献in法分野」2013
サマースクール「アジアの法と社
会2013」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：10：00～18：15(8/7)、9：15～17：30(8/8)、9：30～16：45(8/9)
内容：国内外の専門家を招聘して集中講義を行う
定員：100名
対象：学生(法科大学院生含む)、社会人
参加費：無料

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

8月7日(水)、
8日(木)

名古屋大学若手女性研究者
サイエンスフォーラム／
女子中高生理系進学推進セミ
ナー

場所：豊田講堂中2階ギャラリー、3階第1会議室
時間：13：00～16：10
講演題目：「上を向いて伸びよう－植物の重力屈性研究」
講演者：森田(寺尾)美代(生命農学研究科教授)
講演題目：「ナノワールドを観る、楽しむ」
講演者：張 賀東(情報科学研究科准教授)
内容：講演、あかりんご隊の活動紹介、ポスターガイダンス(中高生
対象)、ポスターセッション、総長賞授賞式
(ポスター展示のみ8/7より)
対象：中学生・高校生および保護者、学生、教職員
参加費：無料

男女共同参画室
052-789-5976

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8日(木)

第27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
講演題目：「防災教育から命の学習へ」
講演者：近藤ひろ子(減災連携研究センター技術補佐員)
内容：防災人材育成のための講義
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

8月10日(土)、
8月24日(土)、
9月7日(土)、
9月28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(8/10、8/24、9/7)、野外観察園セミナ－ハ
ウス(9/28)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

8月10日(土)

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
第24回日本数学コンクール
研究協力部社会連携課
第17回日本ジュニア数学コンクー 定員：なし
052-789-5969
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
ル
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

8月12日(月)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～16：00
講演題目：「親子で知的体験！！eco実験パフォーマンス」
講演者：らんま先生(eco実験パフォーマー)
親子サマーセミナーin名古屋大学
講演題目：「－天気のみかた－知って得する予報のヒミツ」
2013
講演者：荒俣 宏氏(作家)
定員：200名
対象：小学校高学年とその保護者
参加費：無料

8月18日(日)

第24回英国科学実験講座
クリスマス・レクチャー2013

研究協力部社会連携課
052-789-5545

場所：豊田講堂
時間：11：00～14：30
講演題目：「現代の錬金術師」
講演者：ピーター・ウォザーズ氏(ケンブリッジ大学教授)
研究協力部社会連携課
内容：炎や水、空気に秘められた知られざる「化学」の世界を、驚き
052-789-6144
の実験で解き明かす(日本語同時通訳有り)
定員：600名
対象：中学生、高校生(一般も可)
参加費：無料

場所：経済学部1階第1、第2講義室
時間：18：00～19：30
8月20日(火)～
テーマ：「絆：つなぐ、つながるを考える」
10月15日(火)
平成25年度名古屋大学公開講座
定員：200名
(期間内の火・
対象：一般
木曜日)
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

テクノサイエンスセミナー2013

場所：東山キャンパス
時間：10：00～17：00
テーマ：「グローバルに活躍する航空宇宙工学」
内容：テーマ別に講義、体験実験
定員：50名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

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長)、小野勝士氏(龍谷大
高等教育研究センター
学文学部教務課職員)
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 052-789-5696
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

8月24日(土)

場所：博物館実験室、展示室、東山キャンパス構内
時間：10：00～15：30
ミクロの探検隊Ⓡ「名古屋大学の
テーマ：「雑木林のムシ」
ムシを電子顕微鏡で観察しよ
定員：20名
う！」
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

8月20日(火)

8月24日(土)、
教育学部附属中学・高等学校
10月12日(土)、
学校説明会・オープンキャンパス
11月2日(土)

［第1回高等学校説明会］
8月24日(土)
場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：10：00～11：00
［第2回高等学校説明会・オープンキャンパス］
11月2日(土)
場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：00
対象：中学3年生とその保護者

テクノサイエンスセミナー2013
実行委員会
教授 笠原次郎
052-789-4404

博物館事務室
052-789-5767

教育学部附属中学・高等学校
副校長 山田 孝
052-789-2680

8月24日(土)、
教育学部附属中学・高等学校
10月12日(土)、
学校説明会・オープンキャンパス
11月2日(土)

［中学校説明会］
10月12日(土)
場所：豊田講堂
時間：10：00～(1回目)、14：00～(2回目)
対象：小学6年生とその保護者

教育学部附属中学・高等学校
副校長 山田 孝
052-789-2680

8月26日(月)

場所：ES総合館1階ESホール、ES会議室
時間：10：00～16：00
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

8月27日(火)

高校生防災セミナー

平成25年度第5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
講演題目：「スーパーコンピュータの役割(仮題)」
講演者：石井克哉(情報基盤センター教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

情報推進部情報推進課
052-789-4368

［今後の開催予定］
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)

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：矢作川の河原(岡崎市)(8/31)、博物館(9/1)
時間：9：30～15：30(8/31)、13：30～16：30(9/1)
テーマ：「河原で宝石と歴史を見つけよう！」
博物館事務室
定員：20名
052-789-5767
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

2013年度第2回
先進科学塾＠名大

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：「音をみる！」
エコトピア科学研究所
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 教授 中村光廣
052-789-3532
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)

博物館コンサート(NUMCo)

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「ヴィオラとハープによる初秋のコンサート－イギリス・フラン
スの名曲を中心に」
博物館事務室
演奏曲目：「夢のあとに」 ガブリエル・フォーレ、「ヴィオラとハープの
052-789-5767
ための『幻想的ソナタ』より」アーノルド・バックス、「子守唄」フランク・
ブリッジ、他
出演：小松 大氏(ヴィオラ)、荒木まどか氏(ハープ)
参加費：無料

9月20日(金)

第93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：「風評被害のメカニズムとその対策」
講演者：関谷直也氏(東洋大学准教授)
内容：社会心理学関連
定員：120名
対象：一般
参加費：無料

9月22日(日)

場所：愛知芸術文化センター12階アートスペースA(名古屋市中区)
時間：14：00～19：00
テーマ：「環境・文化芸術まちづくりへの処方箋－低炭素・アート・豊
グローバルCOEプログラム 「地球 かなくらし－」
環境学研究科
学から基礎・臨床環境学への展 講演題目：「都市化の診断と治療－経済の時代から環境・文化芸術
助教 吉田友紀子
へ－」
開」
052-789-3431
講演者：林 良嗣(環境学研究科教授)
公開シンポジウム
定員：180名
対象：一般
参加費：無料

8月31日(土)、
9月1日(日)

8月31日(土)、
9月1日(日)

9月11日(水)

減災連携研究センター
052-789-3468

10月1日(火)～
博物館トライボロジー遺産
11月2日(土)
(日・月曜日休 記念展示
館)

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

10月10日(木)

医学部解剖弔慰祭

場所：覚王山日泰寺
時間：13：30～14：30

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

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

平成25年度鶴舞公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
テーマ：「いつまでも健康で快適な生活を送る秘訣」
講演題目：「高齢期の体力を維持するにはコツがある」
講演者：山田純生(医学系研究科教授)
講演題目：「ロコモーティブシンドローム(ロコモ)って何？－永く元気
に生きるための知識と心がけ－」
村本明生(医学部附属病院医員)
講演題目：「その食べ方、間違っています。健康長寿に向けた栄養
の考え方」
葛谷雅文(医学系研究科教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2423

11月16日(土)

11月23日(土)

