
平成２６年４月２３日 

 

平成２６年度 第１回 教育記者懇談会 

 

Ⅰ アジアを中心とした海外戦略等について 

１ バンコクオフィス開所式について                  【資料１】 

 

Ⅱ 行事の開催について 

２ 環境学研究科持続的共発展教育研究センター設立記念シンポジウムの開催について 

                                  【資料２】 

３ 東京事務所の開設について                    【資料３】 

４ 博士課程教育リーディングプログラム講演会・説明会の開催について 【資料４】 

５ キャンパスコンサートの開催について               【資料５】 

６ ダン・シェヒトマン氏による特別講演会の開催について       【資料６】 

７ 今後の本学の行事予定                      【資料７】 

 

Ⅲ その他 

８ 平成２５年度に大学評価・学位授与機構が実施した法科大学院認証評価評価結果に

ついて                              【資料８】 

９ 次回の開催について 

 

Ⅳ 今月の懇談テーマ  

10 大学のガバナンス改革について                  【資料９】 



名古屋大学バンコク事務所開所式のご案内 

 
 この度、下記のとおり名古屋大学バンコク事務所を開所する運びとなりました。  
 名古屋大学バンコク事務所は、タイ王国をはじめ周辺諸国における本学の拠点として、海外協定大

学のひとつであるチュラロンコン大学の石油・石油化学研究科リサーチサービスセンター内に設置

する海外オフィスです。「名古屋大学上海事務所」（２００５年１１月設置）、「名古屋大学ウズベキス

タン事務所」（２００９年１１月設置）、「名古屋大学ヨーロッパセンター」（２０１０年４月設置）に

次ぐ、４カ所目の海外オフィスとなります。 
 タイ王国においては、平成２５年９月に本学・チュラロンコン大学（タイ）・ハノイ工科大学（ベ

トナム）の三大学間において、バイオエナジーに係る研究を協働して進めるための学術交流協定を締

結するなど、今後、更に、全学的な学術交流を推進するため、「名古屋大学バンコク事務所」を開所

いたします。 
名古屋大学バンコク事務所では、本学がタイ王国及びその周辺諸国で展開している 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（キャンパスアセアン）、アジアにおける女性

リーダー育成プログラム（ウェルビーング）、フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成プ

ログラム（PhD プロフェッショナル登龍門）、バイオエナジー研究（名古屋 COI 拠点、グリーンモ

ビリティ）をはじめ、タイの協定大学などとの学術交流、留学生獲得に向けた活動、本学の情報発信

を積極的に展開するほか、タイをはじめとするアジア諸国の学術の拠点として活用し、一層の交流・

発展に寄与していきます。 
 

記 
 

１ 日時  ４月２５日（金）１０時３０分から（日本時間 １２時３０分から） 
 
２ 場所  チュラロンコン大学石油・石油化学研究科 PPC 研究サービスセンター３階 
（Chulapat 11 Building,Soi Chulalongkorn 12,Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok） 
 
３ 出席者 名古屋大学  総長     濵口 道成 
      名古屋大学  理事・副総長 渡辺 芳人 
      チュラロンコン大学  学長 Pirom Kamol-Ratanakul 
      チュラロンコン大学 石油・石油化学研究科長 Pomthong Malakul 
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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設立記念シンポジウム 

「地球規模・地域課題解決に向けたグローバル人材育成と大学社会連携」 
 
日時：平成 26 年 5 月 9 日（金） 15:00 – 17:45 
場所：名古屋大学東山キャンパス 減災館 1 階 減災ホール 
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 
 
持続的共発展教育研究センターの設置について： 

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は、持続可能な社会づくりに関す

る学問分野間の連携研究、及び社会における様々なステークホルダーと連携したトランスディシプリナ

リー研究である臨床環境学を推進し、これらの研究に関わる実践活動を推進するための人材を育成する

とともに、都市環境、交通等をはじめとする様々な分野をその対象として、国内外において持続的共発

展を推進することを目的として 2014 年 4 月に設置されました。その開設にあたり、シンポジウムを開催

いたします。 
 
シンポジウム開催の趣旨： 

経済開発に対して、気候変動にともなう災害の頻発、生物多様性の劣化、水・大気汚染のグローバル

化など地球規模の困難な課題がますます顕在化している。これに対して、途上国を対象とした国連ミレ

ニアム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）の実施を受けて、先進国を含めた持続可能

な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）が議論されてきている。こうした世界規模での

枠組み形成に対応して、現実の問題への対処のために、このようなグローバルな問題を大局的に理解し

つつ国や地域の文化に根ざした解決を行いえるグローバル人材の育成と、政府のみならず企業、NPO、

地域市民との社会連携の具体的ノウハウ形成が重要となってきている。 
名古屋大学では、環境学研究科と生命農学研究科が連携して地球と社会に生じている病理の診断から

治療までを体系的に扱う基礎・臨床環境学を構築してきた。本年は、持続可能な開発のための教育（ESD）

ユネスコ世界会合が名古屋にて開催される。さらに、昨年、本学では、上記 2 研究科に加えて、工学・

国際開発・経済学研究科が連携して、持続的な発展にかかわる課題を名古屋大学大学院 5 研究科連携 ESD
プログラムとして統合した大学院レベルのリベラルアーツカリキュラムが開始された。 

このような時代背景を受けて、持続的共発展教育研究センターは、途上国・先進国、あるいは農村・

都市が対立を超えて互いに連携し発展するための学理を探求し、グローバル人材教育を施すための組織

として発足した。このセンターは、2001 年に発足した環境学研究科が、地球と社会の問題を解決するた

めの 2 つの梁として掲げた「持続性学」と「安全・安心学」を継承・発展させたものである。 
本シンポジウムでは、国際機関、政府、産業界をお招きして、地球規模・地域課題解決に向けたグロ

ーバル人材育成と大学社会連携について議論を展開する。 
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プログラム 

 
司会 高野雅夫 持続的共発展教育研究センター事務局長 

 
挨拶 15:00 – 15:30 

久野 覚 名古屋大学大学院環境学研究科長 
濵口道成 名古屋大学総長 
（依頼中） 文部科学省（博士課程教育リーディングプログラム担当・依頼中） 
谷津龍太郎 環境事務次官 
三田敏雄  中部経済連合会会長 

 
持続的共発展教育研究センターの紹介 15:30 – 15:50 

林良嗣 持続的共発展教育研究センター長  
 
パネルディスカッション 16:00 – 17:45 

コーディネーター：神保重紀 日経 BP クリーンテック研究所 副所長 
パネリスト（順不同）： 

高瀬千賀子 国連地域開発センター長（視点：Post-MDGs/SDGs） 
（依頼中） 文部科学省（視点：博士課程教育リーディングプログラム） 
谷津龍太郎 環境事務次官（視点：政策・社会連携） 
山中光茂  三重県松阪市長（視点：市民が役割と責任を担うまちづくり） 
安成哲三  総合地球環境学研究所長（視点：Future Earth） 
伊藤範久  中部経済連合会専務理事（視点：産業界との連携） 
林 良嗣  持続的共発展教育研究センター長 

 



＝＝＝＝＝＝ Future Earth の推進に関するワークショップ ＝＝＝＝＝ 

日時：2014 年 5 月 9 日 12:45-14:15（90 分） 

場所：名古屋大学東山キャンパス 減災館 1階 減災ホール  

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 

http://ercscd.env.nagoya-u.ac.jp/ 

共催：名古屋大学地球生命圏研究機構 (SELIS)  

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

趣旨：国際的な研究枠組みである Future Earth に関して、推進の現状を把握し、参加の

仕方を議論する。特に教育・人材育成の側面に焦点を当てる。 

想定する主な聴衆は、教員・学生とする。 

注）Future Earth：国際科学会議（ICSU）が国連環境計画（UNEP）、国連大学（UNU）、国

際社会科学協議会（ISSC）および有力国の研究資金配分機関で構成するベルモントフォー

ラム（BF）との連携で進めている統合的地球環境変化研究プログラムであり、研究者コミ

ュニティ以外のステークホルダーとの協働を通して、地域から地球全体の環境保全と持続

可能性を追求するところに特色がある。（日本学術会議解説の抜粋） 

http://www.icsu.org/future-earth 

＝＝＝＝＝プログラム＝＝＝＝＝ 

進行係：神沢 博（名古屋大学教授・環境学研究科地球環境科学専攻） 

趣旨説明（5 分）：山口 靖（名古屋大学教授・地球生命圏研究機構長、環境学研究科地

球環境科学専攻） 

 

・安成 哲三（総合地球環境学研究所長） 

Future Earth の国内外での推進の状況（30分） 

・林 良嗣（名古屋大学教授・環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター長） 

日本学術会議における Future Earth 対応の教育・人材育成の推進の状況（10 分） 

・竹内 恒夫（名古屋大学教授・環境学研究科社会環境学専攻、持続的共発展教育研究セ

ンター兼任） 

  地球憲章や ESD などからみた Future Earth（10 分） 

・福井 弘道（中部大学教授・中部高等学術研究所副所長、国際 GIS センター長） 

Future Earth におけるデジタルアース（10分） 

・高瀬 千賀子（国連地域開発センター長） 

  コメント（5 分） 

・質疑・議論（20分） 



シンポジウム開催の趣旨
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理念
Principle

持続可能な開発
Sustainable Development

地球憲章
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企業等支援

持続的共発展教育研究センター

＝



ESD: Education for Sustainable Development （持続可能な開発のための教育） 2

持続的共発展教育研究センターの機能
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大学院5研究科
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リベラルアーツ

＋
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平成 25 年度実施法科大学院認証評価結果の概要 

 

認証評価結果 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻は、大学評価・学位授与機構が定める

法科大学院評価基準に適合している。 

 

主な優れた点 

・実務経験と高度な実務能力を有する専任教員について、全員が 17 年以上の実務経

験を有している。 

・教員の研究の質の向上に資することを目的としてサバティカル制度が導入されて

おり、専任教員に相当の研究専念期間が与えられている。 

・法学図書室に、司書の資格及び法情報調査に関する基本的素養を備えた職員が配置

されている。 

 

主な改善を要する点 

・１授業科目において、学生に成績評価方法が必ずしも明確に周知されていないこと

から、学生にあらかじめ周知されるよう改善する必要がある。 

・成績評価の考慮要素について、１授業科目において、平常点の成績が一律満点に近

いものがあり、また、一部の授業科目において、発言点や平常点の成績が一律満点

となっているものがあるため、発言点や平常点の成績評価の在り方について、さら

なる検討・改善を図るとともに、その方策について、全教員に周知徹底する必要が

ある。 

・１授業科目において、成績評価における考慮要素の配点を超える点数が付けられて

いることから、成績評価においては、あらかじめ学生に周知された成績評価におけ

る考慮要素を遵守するよう全教員に周知徹底する必要がある。 
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　　　　平成２６年２月１２日
　　　　中央教育審議会大学分科会資料抜粋　　
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年月日 時間

平成２６年４月２３日（水） １４：００～

平成２６年５月２８日（水） １６：００～

平成２６年６月２５日（水） １４：００～

平成２６年７月２３日（水） １４：００～

平成２６年９月２４日（水） １４：００～

平成２６年１０月２２日（水） １４：００～

平成２６年１１月２６日（水） １４：００～

平成２６年１２月２４日（水） １４：００～

平成２７年１月２８日（水） １４：００～

平成２７年２月２７日（金） １４：００～

平成２７年３月２６日（木） １４：００～

※　５月２８日は，懇談会終了後，懇親会を開催する予定にしております。

教育記者会との定例懇談会開催予定日


