
平成２６年５月２８日 

 

 

平成２６年度 第２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 博士課程教育リーディングプログラム PhD プロフェショナル登龍門に学んで 

                                【資料１】 

２ 連携企画 キックオフセミナー アジアのための国際協力 in 法分野 2014 の開

催について                          【資料２】 

 

Ⅱ 行事の開催について 

３ 脳とこころの研究センター設立記念式典の開催について     【資料３】 

４ 教育学部附属中・高等学校 交流棟の竣工について       【資料４】 

５ 今後の本学の行事予定                    【資料５】 

 

Ⅲ その他 

６ 総長による全学教育科目授業の実施について          【資料６】 

７ 第５５回名大祭の開催について                【資料７】 

８ 平成２６年度名古屋大学公開講座について           【資料８】 

９ 次回の開催について 



資料１















































































講義年月日（実施・予定） 講　　師　　名

平成25年1月30日 春名 幹男　　　  　共同通信社論説副委員長

平成25年2月4日 丹波 實　　　　　　 元ロシア大使

平成25年7月9日 赤阪 清隆　　　　  元国連事務次長

平成25年7月19日 Jeff  Streeter　　 ブリティッシュ・カウンシル駐日代表

平成25年7月20日 筒井 宣政　　　　  ㈱東海メディカルプロダクツ会長

平成25年10月9日 橋本 孝之　   　　 日本アイ・ビー・エム㈱会長　             ～モンゴル初年次研修にて～

平成25年10月11日 筒井 宣政　　　　　㈱東海メディカルプロダクツ会長         ～モンゴル初年次研修にて～

平成25年10月26日 益川 敏英　　　　　素粒子宇宙起源研究機構長

平成25年11月9日 川口 文夫　　　　　中部電力相談役

平成25年11月20日 Tim Hitchens　     駐日英国大使

平成25年11月30日 松永 和夫　         元経済産業省事務次官

平成25年12月14日 赤阪 清隆　         元国連事務次長

平成26年1月18日 河村 たかし　       名古屋市長

平成26年1月25日 城所 卓雄　         元モンゴル大使

平成26年2月22日 小出 宣昭　         中日新聞社社長

平成26年4月12日 飯島 澄男　         高等研究院特別招聘教授

平成26年5月10日 橋本 孝之　         日本アイ・ビー・エム㈱会長　           ～日本IBM東京基礎研究所にて～

平成26年5月24日 房村 精一　         元名古屋高等裁判所長官

平成26年6月7日 筒井 宣政         　㈱東海ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ会長

平成26年6月13日 近藤 誠一           前文化庁長官

平成26年6月21日 浅野 碩也　         東海テレビ放送㈱取締役相談役

平成26年7月5日 土屋 嶢　            ㈱大垣共立銀行取締役頭取

平成26年7月19日 柴田 昌治　         日本ガイシ㈱相談役

平成26年8月23日 内山田 竹志　      トヨタ自動車㈱会長

平成26年9月6日 大村 秀章　         愛知県知事

PhDプロフェッショナル登龍門　トップリーダー・セッション等講義





氏名 チャン・トゥ・チャン 

出身国 ベトナム 

生年月日 1990 年 12 月 5 日 

所属研究科 法学研究科 

経 歴 

2012 年 6 月 ハノイ法科大学 卒業 

2012 年 9 月～2013 年 9 月 TMI 総合法律事務所（ハノイ）通勤 弁護士アシスタント 

2013 年 10 月～現在 名古屋大学法学研究科 在学 

 

１ 将来の夢と PhD プロフェショナル登龍門で学ぼうと思ったきっかけ 

ベトナムに戻り、外資系企業の事業に関連する法律問題の相談を受ける法律事務所

を立ち上げることは大学時代からの夢ですが、それとともに弁護士を志す次の世代の

教育を支援する事業にも関わっていきたいと思っています。 

大学を出て、日本の法律事務所で働き始めたのですが、弁護士という仕事はどのよ

うなものかを日々勉強しながら、日系企業をはじめ外国企業に関する法律案件を提供

する際にどんな問題が出てくるのかを少しずつですが理解できるようになりました。

同じ法律の問題に対して、現地の解決方法と外国の感覚、そして国際慣習などが異な

るために、クライアントと信頼関係を保つのは簡単にできることではありません。真

の意味でクライアントに貢献できる国際的な事務所を設立するために、弁護士を目指

していますが、法律と言語を勉強するだけで足りず、国際環境や外国企業の考えなど

へのさらなる理解も必要であると感じています。 

留学している間に専門的知識を身につけるほか、PhD プロフェッショナル登竜門で

社会人として活躍できる実践的な知識・ソフトスキルを学び、日本文化を理解できる

ようになることを目標としています。法曹の分野だけに限らず、本プログラムの活動

を通じて様々な分野のトップリーダーの経験、法律以外の分野も知りたいと思ったの

が応募した理由です。 

２ これまでのプログラムで感銘を受けたことや得たこと 

去年の 10 月から半年しか経っておらず、プログラムはまだまだこれからですが、期

待していた通りに社会のいろいろな分野を体験することができています。貴重な経験

を通じて学界とビジネスの世界を同時に勉強しながら、自分の道を度々振り返って、



在学中必要な知識を得ようとしています。つまり、受動的に知識を受け取る方法とは

違い、PhD 登竜門では、自分に欠けているものを自分で見つけ、身につける機会を提

供してもらっています。 

「トップリーダートーク」はそのような機会の一種です。月 2 回ほど特定の分野の

トップリーダーとして活躍している方とお話をしたうえで、学生が意見を述べて、さ

らにトップリーダーの経験、価値観や努力を理解していきます。人の考え方はもちろ

ん、日本やアジア、世界の情報も得られ、少しずつですが客観的な見方を持てるよう

になってきています。また異分野の実験、会社の環境に触れるチャンスもあり、プロ

グラムに入ってはじめて世界のすべてがつながっているのだと実感しています。 

リーダーシップを身に着けるために言語能力の上達もプログラムの目的となってい

ますが、私にとって言語の壁というより、失敗の恐れを乗り越え、自分のアイディア

を伝えること自体に困難がありました。毎日 PhD 登竜門で学んできて、失敗を恐れず

前に向いていくのが大事だとわかって、先生がたと履修生のみんなと一緒に頑張りた

い気持ちが大きくなっています。 

 

（写真） IBM 東京基基礎研究所見学 
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2014/5/28 
名古屋教育記者懇親会―発表レポート 

ツェンドオチル、Ｍ 
 
 

 【プロフィール】 
氏名：ムンフボルド ツェンドオチル 
出身国：モンゴル国 
生年月日：1991 年 2 月 1 日 
所属研究科：法学研究科 
経歴：1991 年に生まれ。 
   2013 年にモンゴル国立大学法学部を卒業。 
   2013 年に名古屋大学法学研究科に入学。 
 
【PhD プロフェショナル登龍門で学ぼうと思ったきっかけ】 
最初に、登龍門プログラムの内容をみて、「なんか面白い」という感覚がうまれ

た。そして、自分が目指す道および自分が持つ性格に照らし合わせて考えてみると、

登龍門の教育内容は、私が勉強しようとする興味に合うのではないかと思った。す

なわち、もっと新しいものをチャレンジーしてみたい、国際的に新しい環境と接し

てみたいという僕の希望と単なる専門性を有するだけではなく、社会上にそれを活

用する能力を身につけたいという目標は、登龍門の教育を受けることによって、実

現できると思った。 
 
【これまでのプログラムで感銘を受けたことや得たこと】 
登龍門の教育プログラムにより、自律的問題発見・解決能力、コミュニケーショ

ン・マネジメント力、国際性と英語力、ディベート・自己表現力といった種々なス

キルをしばしば身につけ、ある程度上達していっていると思う。 
その中で、いつも自問し、しかも悟ったのは、異文化理解と異分野理解というこ

とである。殊に、登龍門履修生のシェアハウスに入居したこと、ヤングメンターの

異分野コースを受けていること、異なる分野を持つ登龍門履修生とずっと接するこ

とを通じて、高度化しつつのある現代社会において、自分の分野に限らず、他の分

野について知識、理解能力を取得しないと、うまく進歩できないというふうに、異

分野理解力を身に付けることの必要性がわかり、勉強している。 
また、一番感銘を受けたことに、登龍門の海外研修で、カンボジア研修に参加し

たことにより、母国であるモンゴルを、新たな立場、異なる角度からみて理解し、

色々考えることができた。つまり、人間、言語、歴史、伝統、習慣、文化、天気、

環境など全て違う国であるが、発展途上国という意味で、カンボジアに直面する社

会問題とは、モンゴルと似ている点が多くて、モンゴルで勉強していた頃、全く気

がつかなかったことがわかった。登龍門海外研修の一つの目的であるアジアの現実

を体験するというのは、「さすがこのようなものだ」と思っていた。 
 
【将来の夢】 
夢といえば、専門性が高く、社会的な能力を持った弁護士となり、モンゴルで一

番大きく、しかも国際的に繋げられた法律事務所を作ることである。 
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写真 1：海外研修（2014 年 2 月カンボジアアンコールトムにて） 

 
 
写真 2：大阪リーディング大学フォーラム準備（2013 年 12 月登龍門履修生のシェ

アハウスにて） 

 
 
 
 
  



                                             法学研究科 加藤紫帆 
5 月 28 日懇親会レポート 

1. プロフィール 

氏名：加藤
か と う

紫
し

帆
ほ

 ／ 生年月日：1990 年 12 月 5 日 ／ 所属研究科：法学研究科 
経歴：愛知県立瑞陵高等学校卒、名古屋大学法学部入学、同大卒、名古屋大学大学院

法学研究科・総合法政専攻入学、現在に至る 
2. 学ぼうとしたきっかけ 

・「アジア」という近くて遠い存在への興味：登龍門ではフロンティア・アジアを対

象とするので、近隣アジア諸国を越えより広い「アジア」を体験できると思い興味も

あったため。また、かねてより自分の目で見て肌で感じることの重要性を感じていた

が、登龍門では今後増々重要になってくると思われるフロンティア・アジア諸国での

海外研修という実地研修を経験できるため 
・研究との関係：国際的な問題に関する法学分野を研究しているので、海外へ目を向

けることは重要であるが、登龍門では留学生と知的交流を行う機会があり、また海外

研修もあることから、絶好の場所だと思ったため。さらに、大学に籠って研究ばかり

していると現実世界の動きに鈍感になるが、社会と切り離して考えることのできない

法学を学ぶ者として、実務的な世界に触れることが有意義だと感じたため 
3. 感銘を受けたことや得たこと 

・モンゴル春海外研修：大気汚染問題が深刻化しているモンゴルにて、雪を採取する

ことで大気汚染の程度を調査し、その原因物質が何であるかの考察と問題解決のため

の政策提言をプレゼンした 
→環境に関連する科学知識・技術の不足の問題のみならず、政治・経済・教育などが

絡む複合的な問題であると認識し、自己の専門的知見を活かしあらゆる問題を解決で

きる能力を有するプロフェッショナルが不可欠であると強く実感 →複雑な社会問題

に対し、理科系の自然科学の知をベースに、文科系の社会科学の知を組み合わせ、具

体的な解決策の形へもっていくという社会的問題の基本的な解決プロセスを体験で

き、加えて、自己の専門的見地の確立までは、まだ程遠いと自覚するきっかけにもな

った 
 

 



 
4. 将来の夢 

・具体的には未定。大学機関において研究者になるという道も視野に入れつつ、登龍

門で得た多くの刺激や経験を生かし、アジアをフィールドとした国際機関や国際的に

活躍する企業・団体などで働くことも考えている。 
 

5. その他 
日本 IBM 橋本会長と六本木ヒルズにて（2014 年 5 月 9 日） 
日本 IBM 社を訪問し、同社の取り組みに加え、橋本会長からグローバル人材につい

て興味深いお話を伺った。 

 

 
履修生によるパーティー 
登龍門の「シェア・ハウス」の一室にて、履修生企画の誕生日会を開催。 
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連携企画「アジアのための国際協力 in 法分野 2014」企画書  
 

2014 年 4 月 4 日  
 全体趣旨  

 法務総合研究所、公益財団法人国際民商事法センター、慶應義塾大学大学院法務研究科、

神戸大学大学院国際協力研究科、名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究セ

ンター、早稲田大学法学学術院・比較法研究所は、次世代のアジア諸国法研究者や法整備

支援の担い手を育成するための連携企画「アジアのための国際協力 in 法分野 2014」を、

年間 3 回にわたって開催する。  
第 1 弾のキックオフセミナーと第 2 弾サマースクールは、法整備支援やアジア法研究に

携わる国内外の専門家による講演や講義を中心に構成する。アジアの法と社会を学ぶ意味、

研究方法論、研究史、法整備支援をめぐる理論動向、法律実務家がアジア法整備支援に関

わることの意義などについて幅広く学ぶ機会を提供する。加えて、サマースクールでは、

アジア諸国からの留学生との交流の機会を設けることで、アジア諸国に対する更なる興味

関心と理解を深めてもらいたいと考えている。第 3 弾の学生シンポジウムでは、参加者が

グループに分かれ研究・報告・討論を行うことにより、能動的にアジアの法と社会を学び、

考える企画となる計画である。参加者は、本企画に参加することにより、アジア諸国法研

究や法整備支援の基礎知識、研究方法論を習得するとともに、次世代の若手研究者・実務

家が出会い、ネットワークを形成する場となることが期待される。  
 

 各企画案  
（１）キックオフセミナー 

【内容】  
・法整備支援、アジア法研究に携わる専門家による講演  
・法整備支援関係機関の活動紹介  
・サマースクール、法整備支援シンポジウムの広報  

【日時】2014 年 5 月 31 日（土）13:30～17:30 
【会場】弁護士会館 2 階クレオ C 
【参加費】無料（懇親会参加費は別途徴収）  
【対象】学部生・大学院生（法科大学院を含む）、社会人  

    ※学生の場合には、所属大学を問わない。  
 
（２） サマースクール  
【内容】  

・国内外からの専門家による講義（法政整備支援の理論、事例紹介、キャリア形成等）  
・討論（参加者討論、アジアからの留学生・研修生との討論等）  
・学生シンポジウムに向けた準備活動（テーマ発表、グループ分け等）  

【日時】2014 年 8 月 20 日（水）～22 日（金）（予定）  
【会場】名古屋大学内  

資料２
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【参加費】無料（懇親会参加費は別途徴収）  
【対象】学部生・大学院生（法科大学院を含む）、社会人  
    ※学生の場合には、所属大学を問わない。  
 
（３） 法整備支援シンポジウム  
【内容】  
 ・グループによる研究発表  

・討論  
【日時】2014 年 11 月 29 日（土）12:00～18:00 
【会場】慶應義塾大学・三田キャンパス  
【参加費】無料（懇親会参加費は別途徴収）  
【対象】学部生・大学院生（法科大学院を含む）、社会人  
    ※学生の場合には、所属大学を問わない。  
 

 主催  
公益財団法人国際民商事法センター  
法務省法務総合研究所  
慶應義塾大学大学院法務研究科  
神戸大学大学院国際協力研究科  
名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター  
早稲田大学法学学術院・比較法研究所  
 

 後援  
日本弁護士連合会  
独立行政法人国際協力機構（JICA）（予定）  
アジア法学会（予定）  
 

 申込方法  
名古屋大学法政国際教育協力研究センターのホームページから参加申込を行う。  
 

 連絡先  
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学法政国際教育協力研究センター内  
連携企画「アジアのための国際協力 in 法分野 2014」事務局  
電話：052-789-2325/4263  FAX：052-789-4902 
e-mail：cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp 

以上  







 

 

名古屋大学脳とこころの研究センターオープニングセレモニー 

記念式典・記念祝賀会の開催について（ご案内） 

 

脳とこころの研究センターは、平成 23 年 10 月 1 日に研究科内措置のセ

ンターとして設置され、平成 25 年 12 月 1 日に名古屋大学の学内共同教育

研究施設等として、その位置づけを確立しました。 

脳とこころの研究センターは、大規模コホートの構築及びこの地域におけ

るコンソーシアムを形成することにより、脳とこころに関する疾患の病態の

解明、治療及び治療薬の創薬に向けた臨床研究を目指すとともに、当該疾患

の克服に向けた研究を活性化し、研究及び診療を担う人材育成を図ることを

目的としています。 

このたび学内共同教育研究施設等として設置されたことに伴い、当センタ

ー記念式典・記念祝賀会を下記のとおり執り行うことになりました。 

 

記 

 

日 時 平成２６年６月１０日（火） 

記 念 式 典  時 間 午後３時００分～ 

会 場  名古屋大学シンポジオンホール 

 （東山キャンパス） 

記念祝賀会 時 間  午後５時００分～ 

会 場  レストラン・ユニバーサル 

                    （東山キャンパス） 
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教育学部附属中・高等学校 交流棟の竣工について 
 

 

交流棟建設の経緯 
 近年、国際社会の急速なグローバル化にともない、中等教育段階においてグローバル人

材を育成する必要性が経済界のみでなく高等教育界からも求められている。名古屋大学で

は、濵口プランを策定し「名古屋大学から Nagoya University へ」というスローガンのも

と、「世界に通ずる人材の育成」に取り組んでいる。教育学部附属中・高等学校において

も「海外高校生受入体制の構築と整備」「中高大連携による教育の充実」等の目標に基づ

き、グローバル人材の育成を目指した高大接続カリキュラムの構築に教育学部・研究科と

協同で取り組んでいる。その中核拠点として「交流棟」の建設を実施した。 
 

使用目途 
 教育学部附属中・高等学校では、毎年世界各国から研究者、教育関係者や高校生を 200
名近く受け入れている。また、JICE（日本国際協力センター）からも JENESYS ・キズ

ナ・JENESYS2.0 などのプログラムを通してアジアを中心に多くの高校生が来校する。

高校生の中には、来校を契機に名古屋大学 G30 プログラムへ進学する生徒も見られる。 
 「交流棟」４階にある「和室」「交流ホール」では、国内外から来校する研究者や高校

生・中学生と本校生徒・教員が協同研究や交流活動を行う。そしてその成果を TV 会議シ

ステム等を活用し国内外へ発信する。その際、資料検索やディスカッションを３階の図書

館を利用して行う。協同研究を行う際に、１階にある生物教室・化学教室で実験観察を行

うこともできる。交流棟はまさに、中等教育関係者がグローバルに交流する拠点であると

ともに、情報を発信する高大接続の中心的建物の役割を有している。 
 

竣工式進行 
日時 ：平成２６年５月３０日（金） ９：２０～９：５０ 
場所 ：交流棟交流ホール 
参加者：名古屋大学関係者（総長、理事、教職員等） 
    附属中・高等学校関係者（同窓会、PTA、教職員等） 
    施行工事関係者（株式会社鴻池組、株式会社カケン、株式会社ホクエイ電工） 
内容 ：開式の辞   司会（三小田博昭） 
    学部長あいさつ （松田武雄 教育学部長） 
    祝辞 （濵口道成 名古屋大学総長）（高味修一 附属学校同窓会会長） 
    謝辞 （植田健男 附属学校学校長）（木全浪江 附属学校 PTA 会長） 
    感謝状贈呈 株式会社鴻池組、株式会社カケン、株式会社ホクエイ電工 

（松田武雄 教育発達科学研究科長） 
    閉式の辞 
    写真撮影（１階プレート前）、施設見学 
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附属学校校舎 改修・新築

平成２４年度補正 施設管理部

附属学校

本事業は、「名古屋大学 濵口プラン」と、中高一貫教育研究会が行った「中高

一貫教育１０年目の検証」の結果を踏まえ、次世代の中高一貫教育をさらに推進す

ることを目的に教育学部附属中・高等学校の校舎機能改修を行った。

また、附属学校の国際化推進への対応や生徒の安心安全を主軸に校舎機能の充実

を行った。

■ 設計概要 ■

■ 工事概要 ■

工 事 名 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事

建 設 地 名古屋市千種区不老町（名古屋大学東山団地構内）

工事期間 平成２５年５月～平成２６年５月

基本設計 名古屋大学

実施設計 株式会社 長大 株式会社 ピーエーシー

監 理 名古屋大学 施設管理部

施 工 （建築）株式会社 鴻池組 名古屋支店

（電気）株式会社 ホクエー電工

（機械）株式会社 カケン

規 模

構 造

外部仕上 複層塗材Ｅ

内部仕上 床 ビニル床シート

壁 つや有合成樹脂エマルションペイント塗

腰部 耐摩耗性化粧ボード

天井 穴あき化粧せっこうボード

■ 案内図 ■

before after

ステンレスルーバーで屋外の配管を覆い隠し、スマートな外観とした。

■ 配置図 ■

1号館

２号館

中央棟

３号館（交流棟）

改修部

新築部

< 外観 >

改修 新築

棟 名 称 １号館 ２号館 中央棟 計 ３号館 合計

建築面積 712㎡ 628㎡ 429㎡ 1,769㎡ 621㎡ 2,390㎡

延床面積 2,914㎡ 1,924㎡ 775㎡ 5,613㎡ 2,231㎡ 7,844㎡

構 造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造

階 数 地上４階 地上３階 地上２階 地上４階

（高校棟）

（中学棟）



附属学校校舎 改修・新築

平成２４年度補正 施設管理部

before after

廊下、教室の壁面腰下部には硬質の腰壁を設置し、衝突や摩擦による傷や穴あきを防

止するとともに、空間の連続性を強調した。

各学年ごとに総合教室を配置。課題であ

った学年における習熟度別教育を可能に

する。本校独自強化「ソーシャルライフ

（中学）」「選択プロジェクト（学年融

合教科）」「総合学習」等の多展開少人

数教育を推進する機能をもつ。

併設型中高一貫教育の要となる建物づくり

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）

１階に理科系の特別教室群を構成し理数系教育の

充実をはかる。

安全安心の学校

2階にエントランスを集約し管理諸室（警備員室

・事務室・会議室等）を配置するなど大人の目が

行き届く死角のない安全安心な学校とする。

生活と学びの共有を育む学校

3階の図書室は中高の学習拠点とし図書室と連続

する既存中央棟屋上を活用したゆとりのある読書

テラスを検討する。

交流の場として開かれた学校

4階には同窓生・保護者・市民・留学生・外国人

研究者との交流強化を目指し、学校説明や研究発

表会等に利用出来る360㎡のホールと和室を配置

する。

■ ３号館（交流棟）新築 ■

< 廊下 >

< 総合教室 >

before after

教室廊下側壁面腰上部に引き違い窓を設置。公開授業時の廊下部からの参観を可能に

した。また、昼間期における自然換気を容易にし、より快適な教育環境を実現した。

< 教室 >

４階

３階

２階

１階
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052-789-5767

052-789-5767

052-747-6587

gen-m ediajim @ lang.nagoya-u.ac.jp

052-789-2429

052-789-2680

0561-37-0200

052-744-2505



kouenkai2014@ leading.nagoya-u.ac.jp

052-789-3468

052-789-2164

)
052-789-4945

akita@ sangaku.nagoya-u.ac.jp

(6/7)

052-747-6490

052-789-3532



052-789-5767

052-789-4232

052-789-5693

052-789-5767

fujikaw a@ gsid.nagoya-u.ac.jp

052-789-2394



052-789-5767

052-744-1981

052-789-5693

052-789-2876

052-789-4368

052-789-3468

052-789-3468

052-789-5704



052-789-3141

052-789-4881

052-789-5767

opencam pus@ gsid.nagoya-u.ac.jp

akita@ sangaku.nagoya-u.ac.jp

052-789-5767

052-789-5767

052-788-6056



052-747-6584

052-789-3962

052-789-5767
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名古屋大学 大学文書資料室（Nagoya University Archives） 
 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教育科目） 

 
 

◇日 時 : 平成２６年 ６月２４日（火） 第１限 

午前８時 45 分～10 時 15 分 

 

◇場 所 : ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

◇題 目 : 名古屋大学から 

Nagoya University へ 

 
全学教育科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（池内 敏 部門長）が、例年

前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は総説編と各説編に分
かれますが、濵口道成総長には総説編の最終回として、これからの名古屋大学について
お話しいただきます。 

 
 
     

この講義は、総長による特別講義であるため、
教室収容定員を超えない範囲で、正規の受講生
以外の特別聴講も認めています（名大の学生、教
職員等に限ります。聴講者が多数の場合は、入室

をお断りすることがあります。）また、報道関係者にも
聴講していただけます。 

ただし、正規の受講生以外の方は、講義時間内
におけるご発言等はお控えください。 
 
【お問合せ先】名古屋大学 大学文書資料室 

052－789－2046 

nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp 
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平成 26 年度名古屋大学公開講座 

 

 

■全学企画  
テ ー マ ：おもしろいことは「境界」で起こる  

開催日時：平成 26 年 8 月 19 日（火）～10 月 16 日（火）の火・木曜日の全 15 回  

  午後 6 時～午後 7 時 30 分  

会 場 ：経済学部第 2 講義室  

募集定員：200 名  

応募資格：満 18 歳以上の方  

受 講 料 ：9,460 円  

申込期間：平成 26 年 6 月 16 日（月）～7 月 22 日 (火 ) 

ホ ー ム ペ ー ジ ：http://www.nagoya-u.ac.jp/international/lecture/open-lecture/ 

申込・問合わせ先：研究協力部社会連携課「公開講座」係 TEL：052-789-5969 

 

 

■ラジオ放送公開講座  
テ ー マ ：おもしろいことは「境界」で起こる  

開催期間：平成 26 年 7 月 6 日（日）～9 月 7 日（日）  

  毎週日曜日午前 11 時～午前 11 時 30 分  

放 送 局 ：東海ラジオ放送（1332KHz）  

問合せ先：研究協力部社会連携課「公開講座」係 TEL：052-789-5969 
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26公開講座講師 (日程・テーマ)

回 日時 研究科 お名前 職 テーマ

1 8/19 (火) 理学研究科 篠原　久典
シノハラ　ヒサノリ

教授 ２１世紀を拓く革新的ナノ物質は宇宙から

2 8/21 (木) 情報基盤センター 高倉　弘喜
タカクラ　ヒロキ

教授 リアル世界とサイバー世界の境界消失？

3 8/26 (火) 国際開発研究科 藤川　清史
フジカワ　キヨシ

教授 温室効果ガス(CO2)は誰が排出しているのか

4 8/28 (木) 経済学研究科 佐藤　宣之
サトウ　ノブユキ

教授 國酒は国境を越えて：「國酒プロジェクト」を題材に日本の進むべき道を考える

5 9/2  (火) 創薬科学研究科 藤吉　好則
フジヨシ　ヨシノリ

特任教授 ヒトの個性や能力を分子レベルから理解したい

6 9/4  (木) 文学研究科 佐々木　重洋
ササキ　シゲヒロ

准教授 善と悪の境界に－アフリカ社会の妖術信仰－

7 9/11 (木) 医学系研究科 秋山　真志
アキヤマ　マサシ

教授 人体の内と外との境界：皮膚のバリア機能と皮膚を舞台とする疾患

8 9/16 (火) 生命農学研究科 川北　一人
カワキタ　カズヒト

教授 植物と病原微生物の「境界」で起こっていること　 互いの存亡をかけた戦い 

9 9/18 (木) 国際言語文化研究科 井原　伸浩
イハラ　ノブヒロ

准教授 外交は何と何の「際（きわ）」で展開するか：日本政府による対日イメージ向上の試みを事例に

10 9/25 (木) 多元数理科学研究科 白水　徹也
シロミズ　テツヤ

教授 超ひも理論が予言する境界としての宇宙

11 10/2 (木) 教育発達科学研究科 服部　美奈
ハットリ　ミナ

教授 オトナになりたい！血の塊から人間へ、コドモからオトナへ－イスラーム社会の教育と産育儀礼

12 10/7 (火) 工学研究科 山田　陽滋
ヤマダ　ヨウジ

教授 安全と危険の境界～人間に直接サービスをするロボットをテーマに

13 10/9 (木) 太陽地球環境研究所 関　華奈子
セキ　カナコ

准教授 宇宙と地球大気との境界を探る：オーロラと宇宙の嵐

14 10/14(火) 環境学研究科 片木　篤
カタギ　アツシ

教授 都市の「境界」と郊外の形成

15 10/16(木) 法学研究科 國分　典子
コクブン　ノリコ

教授 性の境界と法―性同一障害を中心に―



回 放送日 研究科 講師 職 テーマ

1 7月6日 理学研究科 篠原　久典
シノハラ　ヒサノリ

教授 ２１世紀を拓く革新的ナノ物質は宇宙から

2 7月13日 情報基盤センター 高倉　弘喜
タカクラ　ヒロキ

教授 リアル世界とサイバー世界の境界消失？

3 7月20日 国際開発研究科 藤川　清史
フジカワ　キヨシ

教授 温室効果ガス(CO2)は誰が排出しているのか

4 7月27日 経済学研究科 佐藤　宣之
サトウ　ノブユキ

教授 國酒は国境を越えて：「國酒プロジェクト」を題材に日本の進むべき道を考える

5 8月3日 創薬科学研究科 藤吉　好則
フジヨシ　ヨシノリ

特任教授 ヒトの個性や能力を分子レベルから理解したい

6 8月10日 文学研究科 佐々木　重洋
ササキ　シゲヒロ

准教授 善と悪の境界に－アフリカ社会の妖術信仰－

7 8月18日 生命農学研究科 川北　一人
カワキタ　カズヒト

教授 植物と病原微生物の「境界」で起こっていること　 互いの存亡をかけた戦いー

8 8月24日 多元数理科学研究科 白水　徹也
シロミズ　テツヤ

教授 超ひも理論が予言する境界としての宇宙

9 8月31日 教育発達科学研究科 服部　美奈
ハットリ　ミナ

教授 オトナになりたい！血の塊から人間へ、コドモからオトナへ－イスラーム社会の教育と産育儀礼

10 9月7日 法学研究科 國分　典子
コクブン　ノリコ

教授 性の境界と法―性同一障害を中心に―

※　放送日：日曜日午前11:00～11:30 東海ラジオ放送（1332KHz） 

平成26年度名古屋大学ラジオ放送公開講座


