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Ⅰ アジアを中心とした海外戦略等について 

１ 平成２６年度名古屋大学国際交流貢献顕彰について         【資料１】 

２ 名古屋大学附属学校の国際化の取り組みについて          【資料２】 

 

Ⅱ 行事の開催について 

３ 名古屋 COI 拠点オープンデイ 2014 の開催について         【資料３】 

４ 第１０回ホームカミングデイの開催について            【資料４】 

５ ＥＳＤ大学生リレーシンポジウム 「災害と持続可能性 in 名古屋大学」について 

                                  【資料５】 

６ 企画展：「戦争と大学‐1931～1945 官立名古屋医科大学・名古屋帝国大学-」の開

催について 

７ あいちサイエンスフェスティバルの開催について          【資料６】 

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

 

Ⅲ その他 

９ 平成２６年度名古屋大学学術奨励賞について            【資料８】 

① 工学研究科 D３ 佐々木 寛人 

② 理学研究科 D３ 井上 摩耶 

10 次回の開催について 



平成２６年度名古屋大学国際交流貢献顕彰受賞候補者一覧

Mammoun SAMRETH
（マモーン　サムレト）

Senior legal advisor and head
of Japanese Desk
HBS Law

カンボジア 1979/10/9 35

名古屋大学同窓会
カンボジア支部長

2010年11月国際開発研究科博
士課程後期課程満期退学

(７)

＜同窓会設立の経緯及び歴史＞
法学研究科の法整備支援事業の進展に伴う法学研究科の
留学生を中心として、卒業生も徐々に増加。卒業生は学会
を中心に、官界、企業でも活躍している。2008年9月　カンボ
ジア王立法経大学に名古屋大学日本法教育研究センター
が開設されたことを契機に、全学同窓会カンボジア支部を設
立。
会員数５２名

2013.5　支部長就
任

全学同窓会長から
推薦有

San San Htay
（サン　サン　テイ）

マンダレー大学予防社会医学
講座長

ミャンマー 1964/6/30 50
2009.9　医学系研究科ヤング
リーダーズプログラム修了

（２） 医学系研究科

・本学修了後、マンダレー大学予防社会医学講座長を務
め、本学医療行政学分野との交流を実施。
・ヤンゴン大学内の日本法律研究センター開設、YLP１０周
年記念式典に携わり、記念式典行事においては中心的な役
割を果たし、歴代のYLP教員や関係者、卒業生等との交流
に尽力。
・国家中枢人材プログラム開校のため、医学系研究科との
ミャンマー側担当者として、プログラムの立ち上げにも尽力。

Shahidul　Haque
(シャヒドゥル　ハク)

バングラデシュ農業大学　教授 バングラデシュ 1962/11/15 51
1999　生命農学研究科博士課程
後期課程修了

（１）（２）（５）
（６）

バングラデシュ支部

・バングラデシュ日本大学同窓会（JUAAB)の終身会員とし
て、日本へ留学する学生への助言を行うとともに、バングラ
デシュを訪問する日本人との意見交換を行うなど、両国の
友好関係に努めた。
・じゃがいもや小麦の抗ウィルス治療開発、塩分に耐性のあ
る米の開発のため、国内外の関係機関と共同研究を実施す
るとともに、にんにくやマッシュルームの品質等の向上のた
めの栽培研究を指揮した。
・貧しく、読み書きができない子供のため、先祖伝来の村へ
の小学校設立に寄与し、名古屋大学の国際的な名誉を高
めた。

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

備考推薦部局等国籍現　　　　　職氏名（フリガナ）

年齢は、受賞式の日とする。

生年月日 年齢 名古屋大学との関係 該当する資格 業績、功労等

資料１



2014.07.23 
 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校の国際化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャッチフレーズ  

とびたて名大附高生 アジアはすごいぞ！！ 

 

※今回はモンゴルとの連携を基盤とした国際化推進事業を紹介させていただきます。 
 

2011 年 新モンゴル高等学校生徒と附属学校生徒によるＴＶ会議がスタート 
2012 年 ＴＶ会議を継続／附属学校生徒６名がモンゴル訪問、(2012.8.16～8.24) 
2013 年 ＴＶ会議を継続／附属学校生徒９名、教育学部学生１名がモンゴル訪問、(2013.7.25～8.4) 
         新モンゴル高等学校と姉妹校協定締結 (2013,10.10)         別紙資料① 
2014 年 ＴＶ会議を継続 
    新モンゴル高校教員（２名）が附属学校にて研修 (6/10～8/20) 
     新モンゴル高等学校生徒 10 名、教員 1 名が附属学校訪問 (7/14～7/24) 別紙資料② 
     附属学校生徒８名がモンゴル訪問、(2014.7.24～8.3)          別紙資料③ 
 
 
参考） 新モンゴル高等学校との交流が、名古屋大学海外事務所と連携して実施している。 
 
     

濵口プラン◆附属病院・附属学校◆ 
  附属学校の充実 
  ・「教育学部附属学校協議会」によるマネジメントの強化 
  ・中高大連携による教育の充実 
  ・海外高校生受入体制の構築と整備 
附属学校が進める国際化の概念 
 「名古屋大学から Nagoya University へ」 
  勇気ある知識人を中等教育から育成する 
附属学校の役割 
   ・国際化拠点整備事業（以下 G30）のリクルート窓口の１つ 
    名古屋大学キャンパスツアー、G30 説明会、Inter National Program 参加 
    名古屋市内観光（ものづくり）奈良京都文化体験（Cool Japan）等 
  ・SGU への積極的関わり 
    附属高校と一体化、国際オープンキャンプ、研究者・留学生子弟の受け入れ 
  ・グローバル人材（高校生）の育成 
    SSH、ユネスコスクール、ESD 活動、SGH（アソシエイト）、IB 調査研究 

資料２































 

「名古屋 COI 拠点 オープンデイ 2014」開催概要 
 
会議の名称：名古屋 COI 拠点 オープンデイ 2014 
   （第 1 回名古屋 COI 拠点公開シンポジウム 

／第 2 回名古屋大学社会イノベーションデザイン学センター（SIDC）シンポジウム 同時開催） 
 

日時：平成 26 年 7 月 31 日(木) 13：00～17：00 
 
場所：名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂 ホール・シンポジオン（名古屋市千種区不老町） 
 
対象：一般市民（大学生・中高生を含む）、名古屋 COI 拠点の取組に関心のある企業、自治体関係者等 
 
参加費：無料 
 
内容： 

第 1 回名古屋 COI 拠点シンポジウムと第２回名古屋大学社会イノベーションデザイン学センターシ

ンポジウムを同時開催する。名古屋 COI 拠点が目指している社会や取り組みについて紹介する。 
 
■第 1 部 講演・パネルディスカッション「ぼくってなに」（13：10～14：45） 

社会ニーズの根幹である一人一人の幸せを考える場にする。第 1 回 SIDC シンポジウムでのパネルデ

ィスカッションにおいて、「誰もが幸せになる社会」とはどんなものかを考えた。そこで出た結論は、「一

人一人の個性が尊重された社会」ということであった。イノベーションとは社会全体のニーズを抽出す

るというよりは、たった一人の欲求に人々が共感していくことで生まれるのかもしれない。そこで話題

提供者として、たくさんの人の笑顔を見てきた旅人・エッセイストのたかのてるこ氏を迎え、人が幸せ

だと感じるときについてお話いただく。またそれを踏まえ、様々な年代・性別を集めたパネルディスカ

ッションを通して、それぞれの幸せとは何か、そこから考えられる将来を皆で考えていく。 
 
■第 2 部 講演「名古屋 COI 拠点は未来に寄り添う」（15：45～16：55） 

「名古屋 COI 拠点は未来に寄り添う」では、本拠点の研究者が講演を行う。名古屋 COI 拠点の研究

内容の紹介を行いながら、それぞれの研究者がもつ研究への熱意や社会に対して貢献したい気持ち、研

究を始めたきっかけ等、人となりを伝える場にする。研究ではなく、研究者自身を紹介することで、聴

講者の共感を引き出す。そしてそれが名古屋 COI 拠点自体への共感を生み出すことを期待する。 
 
■ポスター発表・体験・体感型展示（13：00～17：00／説明員対応は 14：45～15：45） 

名古屋 COI 拠点で行われている研究や取り組みを紹介する展示・体験コーナーを設置する。本拠点の

研究はどこまで進んでいるのか、潜在的な社会ニーズに応えるイノベーションを創出するために SIDC
はどのような活動を行っているのか等、「社会実装」に向けた活動を紹介する。 
 
  

資料３



 

プログラム： 
13:00～13:05 開会の挨拶  濵口 道成（名古屋大学 総長） 
13:05～13:10 来賓の挨拶  木村 直人氏 （文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課長）  

 
【第 1 部 ぼくってなに】  
司会：齋藤 永宏  

名古屋 COI 拠点 副研究リーダー／名古屋大学 社会イノベーションデザイン学センター センター長 

 

13:10～13:50 世界の笑顔に恋して ～自分らしく生きて、自分を好きになろう 
地球の広報・旅人・エッセイスト たかの てるこ 氏 

世界中を旅しているエッセイストたかのてるこさんが撮る写真の人たちは、いつもこちらを見て笑っ

ている。人が笑顔になるとき、それはどんなときなのだろうか。たかのさん自身の経験から、「幸せ」と

は何かを話していただき、それぞれの幸せについて考える時間にする。 

 
13:50～14:45 パネルディスカッション ～10 年後のぼく、あなた、そしてきみ～ 

10 年後、どんな社会になっているか、どんな自分になっているかを想像することで、「笑顔」でいる

ために大切なことを考えていく。 
モデレーター：深谷 信介 株式会社博報堂 コンサルティング局 シニアストラテジックプランニングディレクター 

                            名古屋大学 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター 客員准教授 

パネリスト：計 6 名（敬称略） 
たかの てるこ（地球の広報・旅人・エッセイスト） 
町田 健 （名古屋大学大学院 文学研究科 教授） 
入江 恵子（名古屋大学 未来社会創造機構 客員准教授 

／名古屋共立病院 脳神経外科医） 
野内 シーザー 良郎（日本マチュピチュ協会 副会長） 
桑村 航矢（名古屋大学 工学部 機械航空工学科 航空宇宙工学コース 3 年 

／名古屋大学宇宙開発チーム NAFT 代表） 
北嶋 剣（名古屋大学教育学部付属高等学校 2 年 執行委員長） 

 
14:45～15:45 休憩（ポスター発表・体験・体感型展示） 
 
【第 2 部 名古屋 COI 拠点は未来に寄り添う】 
司会：原口 哲之理 名古屋 COI 拠点 産学連携リーダー 

／名古屋大学 未来社会創造機構 人とモビリティ社会の研究開発センター 副センター長 

 

15:45～15:55 名古屋 COI 拠点が目指す社会 ※ビデオ上映 
   江崎 研司   名古屋 COI 拠点 プロジェクトリーダー／トヨタ自動車株式会社 技術統括部 担当部長 

 
15:55～16:15  あなたらしさを私が見つける 
   武田 一哉   名古屋 COI 拠点 情報基盤グループリーダー／名古屋大学 未来社会創造機構 教授 



 

 
16:15～16:35 あなたの笑顔のために 
   金森 等    名古屋 COI 拠点 人間・加齢特性グループリーダー／名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授 

 

16:35～16:55 みちがクルマが暮らしを変える 
   森川 高行   名古屋 COI 拠点 交通マネジメントユニットリーダー／名古屋大学 未来社会創造機構 教授 
 
16:55～17:00 閉会の挨拶 松尾 清一 名古屋大学 副総長／未来社会創造機構 機構長 

 

【ポスター発表・体験・体感型展示】 
13：00～17：00／説明員対応は 14：45～15：45 
 
■名古屋 COI 拠点 ポスター発表（A0×12 枚） 
 ○名古屋 COI 拠点 概要説明（2 枚） 
 ○知能化モビリティグループ 
 ○人間・加齢特性グループ 
 ○交通・情報システムグループ 
 ○情報基盤グループ 
 ○バイオデバイス加工グループ      
 ○健康増進グループ 
 ○サステナブル基盤グループ  
 ○健康知見蓄積グループ 
 ○神の眼システムグループ 
 ○データ融合グループ 
 
■体験・体感型展示 
 ○知能化モビリティグループ－環境理解ユニット（村瀬洋 GL）： 

「道路標識や人物を認識する環境理解カメラ」 
 ○知能化モビリティグループ－人間機械協調ユニット（鈴木達也 UL）：「自動駐車デモ」 
 ○データ融合グループ（河口信夫 GL）：「データ可視化デモ」               
 ◇名古屋 COI 拠点ワークショップ「オープンワークショップ」 
 ◇SIDC ミニラボ（共感工学／宇治原徹 UL）：「『共感・助け合い』という価値観創出への挑戦！」 
  ①ポスターA0×1 枚 「共感工学ラボとは？」 

②ポスターA0×1 枚 「これまでの経緯」 
③ビデオ上映    これまでのワークショップの様子 

◇SIDC ミニプロ（まちづくり／太幡英亮 UL）：「なめらかな街づくり」 
①ポスターA0×1 枚 「イノベイティブな新しいコモンスペース」 
②ポスターA0×1 枚 「子育てワーカーを中心とした多世代共助の場づくり」 
③ポスターA0×1 枚 「テーマ型コミュニティ×地縁型コミュニティ」 

 ◇SIDC ミニプロ（モビリティ／原口哲之理 UL） 

（参考）名古屋 COI 拠点 オープンデイの構成 

【第 1 部】 
SIDC 

講演・パネルディスカッション ポスター発表
体験 

体感型展示 【第 2 部】 
名古屋 COI 拠点の紹介 

講演 



 

「パーソナルモビリティ～『車』より自由で身近な『クルマ』」 
 ◇SIDC ミニプロ（医療／上野智永 UL・入江恵子サブ UL）「医×工がつくる安全な社会」 
 ◇SIDC ミニプロ（タイ／アンヤラット UL）「笑顔が生まれる教材アプリ」 







第10回ホームカミングデイ「学術講演」について 
 
 

文責：教 育 発 達 科 学 研 究 科 
副研究科長 大谷 尚 

 
１．ホームカミングデイのメインテーマと学術講演テーマ 

 
・ メインテーマ「情報化社会における融和からの発展」 
・ 学術講演テーマ「“iRules" ネット社会に対応した良識ある家族を育てるために」 

   （中心部局：教育発達科学研究科・教育学部） 
 
２．学術講演の企画の背景について 

 
・ 今日、児童・生徒への携帯電話の普及1により、多くの重大な問題が生じている． 
・ それは、個人情報の不用意な開示、出会い系サイトなどでの危険な大人との接触、自分

の身体の画像の提供、学校裏サイト、ネットいじめ、ネット依存などである． 
・ それに対応していくつかの自治体では、これまでになかったルールを導入している．た

とえば、石川県は、2009 年に定めた「いしかわ子ども総合条例」で、全国で初めて、

防犯等の目的以外では小中学生に携帯電話を持たせないよう保護者に努力義務を課した
2。 

・ しかしその後、スマホ（スマートフォン）の普及とそれを用いたSNS（ソーシャルネ

ットワークシステム LINE, Twitter 等）の利用によって、新たな問題が急速に広がっ

てきた． 
・ たとえば、SNS がいじめのメディアになってきていることや、スマホによりネット利

用がいっそう長時間となり3、交通機関を待つ間のような「隙間時間」のすべてと本来

の睡眠時間にまでスマホをいじっているというネット依存の状態に陥っている小中学生

が増えていることが分かってきた4． 
・ そのような状況に対応するため、愛知県刈谷市の小中学校では今年４月から、(1)必要の

ない携帯電話やスマホを子供に持たせない、(2)契約時には親子で約束を結び、有害サイ

                                                
1スマホを所持する中学生は2011 5.4%→2012 25.3%→2013 49.6%と急激に増加。高校生は83.4%、

小学生でも16.3%。 
2石川県教委生涯学習課は、毎年啓発のためのリーフレットを作成し、個人懇談などの場で、県下の

小中学校の全保護者に手渡している。その結果、文部科学省の2012年全国学力・学習状況調査によ

ると、同県中学生の携帯電話所持率は32.7％と全国で最も低く、最も高い神奈川県の81.3％の半分

以下． 
3 2014.2.19内閣府発表の2013年度の「青少年のインターネット利用環境実態調査」で、携帯電話

とスマートフォンを所有する青少年の１日のネット利用時間が平均 107分で、2009年の調査開始以

来初めて100分を突破．「２時間以上」は39.8%（4.7ポイント増）で過去最高．「１日５時間以上」

も7.9%. 携帯・スマホの所有率は59.5%（4.7ポイント増）で、小学生36.6%（9.1ポイント増）だ

った。所有者のうちスマホの占める割合は58.4%で、前年度の36.0%から急増。 
4 2013年8月 厚生労働省研究班調査（代表：大井田隆・日大教授（医師・公衆衛生学，健康科学））．無作為

抽出した全国264校の中学・高校にアンケート．ネット依存の疑いのある子どもが中学生の6%，高校生の

9%．推計で51万8千人．実際にはもっと多いと考えられている． 

資料４



トの閲覧を制限する「フィルタリングサービス」を受ける、(3)午後９時以降は親が預か

る、という試みを始めた．中でも(3)の「スマホ夜間利用制限」は全国から注目されてい

る5． 
・ しかしながら、ルールに従わないケースも多くあり、中学生が朝起きたら100件以上の

メッセージが入っていたということも生じている6．  
・ 一方，米国でもこういった状況は生じており、特に、自分の身体の性的な部分を含む写

真 （selfy）の送受信・公開や性的メッセージの交換（sexting7）が問題になってい

て、さまざまな議論がなされているが、抜本的な解決方法は提案されてこなかった．  
 
３．講演者 ジャネル・バーリー・ホフマン(Janell Burley Hofmann)氏（女性） 

 
・ ホフマン氏は、2012年のクリスマスに、13歳の息子グレゴリーに iPhone をプレゼン

トした際に、その利用のための親と子の間の18条の契約書を同封した． 
・ このことはすぐに世界中で大きな反響を呼び、ABC が 5 日後の12月30日に、親子

の自宅で取材し、同社の看板番組Good Morning America で放送した8． 
・ そして年明けからは、日本のメディアでも数多く取り上げられてきた9． 
・ ホフマン氏はその後、このような問題についての実践家、講演者として活動し、米国の

有名なインターネット新聞である The Huffington Post のコラムニストもつとめてい

る．また、この問題に関する著書も出版している10． 
・ なお、日本ではNHKのE テレで「スーパープレゼンテーション」（毎週水曜22:00-

22:25）として紹介されている「TED トーク」（価値のあるアイデアを世に広めること

を目的とするアメリカの非営利団体のコーディネートによるプレゼンテーション）であ

る2013.12.14 のTEDxSanDiegoでも講演する11など、米国内だけでなく、世界的に著

名である．  
 
４．ディスカッサントの長谷川元洋氏 

 
・ ディスカッサントの長谷川元洋氏は、金城学院大学国際情報学部国際情報学科メディア

スタディーズコース教授である． 
・ 情報モラル教育を専門とし「子どもたちのインターネット事件：親子で学ぶ情報モラ

ル」（東京書籍 2006年）等の著者でもあり、この問題についての論文も多く12、早く

                                                
5市教委や学校がトップダウンで決めたのではなく、刈谷市内の小中高校、警察署などでつくる「刈谷市児童生

徒愛護会」が発案し、ＰＴＡと学校の連名で、保護者に協力を呼びかけた。 
6 実際、メンバーが20人くらいいるグループでやりとりが活発になると、すぐに100件や200件のメッセージ

が流れるのはふつうである． 
7 textメッセージの送受信”texting”からの造語． 
8 この映像はここで観ることができる．ABC News “Mom Blogger Has Son Sign 18-point Agreement for 
iPhone” http://abcnews.go.com/GMA/video/mom-blogger-son-sign-18-point-agreement-iphone-18094157 
9 2013.1.13放送の TBS「サンデーモーニング」や、2013.11.30放送のNHK「エデュカチオ！ 7だいじょう

ぶ？ スマホとのつきあい方」（尾木直樹・東山紀之出演）等． 
10 iRules: What Every Tech-Healthy Family Needs to Know about Selfies, Sexting, Gaming, and Growing 
up 
11 この映像はここで観ることができる．https://www.youtube.com/watch?v=b-HrIblY3bI 
12 長谷川元洋・大嶽達哉・大谷 尚(2008)ネットいじめに対する教師の対応の教育的・法的問題の解明と課題の

検討―ある公立中学校での事例を手がかりに．情報ネットワーク・ローレビュー 第7巻．商事法務.104-113． 
 長谷川元洋・大谷 尚（2007）個人情報保護法全面施行後の初等中等教育機関の個人情報保護の現状と問題．



からこのような問題を対象に研究してきたことで全国的に知られる研究者である． 
・ 氏は、愛知県教委が2009 年に作成して県内全校の全生徒に配布したパンフレット「ケ

ータイは子どものおもちゃじゃありません」13と、同教委がこの２月に高校生の保護者

向けに作成したパンフレット「スマホ・ケータイトラブル読本」14の監修者でもある． 
・ さらに、愛知県総合教育センター情報モラル研究会研究顧問（2011年度-2013年度）、

愛知県教育委員会平成25 年度緊急雇用創出事業基金事業「子どもの携帯電話の安心安

全利用普及事業」編集会議座長（2013年度）をつとめている． 
・ 氏は名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程後期課程を修了し、2012 年に博士

（教育学）を取得している． 
 
５．司会の平野美保氏 

 
・ 司会の平野美保氏は京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科専任講師． 
・ 奈良女子大卒、元名古屋ケーブルネットワーク株式会社（スターキャットテレビ）アナ

ウンサーを経て、ナレーションや司会の仕事をしながら、パブリックスピーキング等の

講師として活動． 
・ 名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程前期課程・後期課程を修了し、2012年

に博士（教育）を取得している．  
 
６．コーディネータの大谷尚 

 
・ コーディネータの大谷尚は本学教育発達科学研究科教授・副研究科長．2010 年度－

2012年度は教育学部附属中・高等学校校長を兼務． 
・ テクノロジーの教育利用についての研究を専門とし、この種の問題について早期から研

究対象とする15とともに、ディスカッサントの長谷川氏と協同で論文を執筆してきた． 
・ また、名古屋市や愛知県内外の学校や生涯学習センター等からの依頼に応え、こういっ

た問題についての講演を頻繁に行っている． 
 

 なお、当日の通訳（英-日語、日-英語）２名も本学部関係者で揃える予定で、今回、

ホームカミングデイ初の外国からの講演者招聘によるこの企画の実施に、「オール教育

学部関係者チーム」でチャレンジする． 

                                                
情報ネットワーク・ローレビュー.第6巻.商事法務.121-133.  
 長谷川元洋・大谷 尚（2005） 学校における児童・生徒に関する個人情報の取扱いの実態と問題 －教員を対

象としたアンケート調査を手掛かりに－．情報ネットワー クロー・レビュー 第4巻第2号．情報ネットワーク

法学会．34-48 
13 http://www.manabi.pref.aichi.jp/center/moral/leaflet1.pdf 
14 http://www.pref.aichi.jp/0000069200.html 
15 大谷 尚(1997) インターネットは学校教育にとってトロイの木馬か －テクノロジーの教育利用と学校文化

－『学習評価 研究』29. 42-49 
 大谷 尚(1998) インターネットの教育利用における予期しなかった結果に関する一考察 －教育関係者のメー

リングリストへの海外からの不適切な要求のメールの 事例をとおして－『名古屋大学教育学部紀要 -教育学-』
４５(1)． 99-112 
 大谷尚(2003)インターネットの中の人権『愛知学院大学情報社会政策研究』第５巻２号.2003年3月.83-97 
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＝名古屋大学＝ 愛知学長懇話会 ＥＳＤ大学生リレー・シンポジウム 
 
 

１ 開催日 平成２６年８月２３日（土） 
 
２ 会 場 名古屋大学 東山キャンパス 
 
３ テーマ 「災害と持続可能性 ～地域協働で減災ルネサンス～」 
 
４ 概 要  

近い将来の発生が危惧される南海トラフの大地震では、東海～西日本の広域で甚大な被害を

受けることが予測されています。高校生・大学生の世代はほぼ確実に経験する、この国難とも

言うべき大災害に立ち向かうことは、日本社会が将来に向けて持続していくために避けること

のできない課題になっています。 
今回のシンポジウムでは、高校生・大学生に加えて、市民、自治体、企業、そして研究者が、

それぞれの立場での防災・減災のアイデアを持ち寄り、活発な取り組みを自慢しあい、また意

見を戦わせることで、災害に強い人、生活、社会のあり方を考えていきます。また最後に全体

会合で、世代や立場を超えた協働の大切さを確認し、継続的な防災活動の決意を固めます。防

災・減災活動を前向きに捉え、日常的な協働を活性化することで地域の新たな活力を生み出し、

減災ルネッサンスともいうべき地域社会の新しい展開を目指します。 
 
５ 内 容  

１０：００－１２：００ 【個別会合】 
①若者が考える：未来の防災・減災社会（野依記念学術交流館 ２階） 

・高校生・大学生による ESD についての発表 
・あいち ESD 大学生アワード 

  ②市民の自慢：なるほど防災・減災アイデア（減災館 １階，２階） 
  ③企業人大集合!!：防災・減災ことはじめ（ＥＳ総合館 ES 会議室） 
  ④自治体発!!：地域協働のススメ（環境総合館レクチャーホール） 
  ⑤研究者が考える：魅せる減災まちづくり（シンポジオン・豊田講堂ホワイエ） 
                           （９：３０－１２：００）         

 
１４：００－１７：００【全体会合】（豊田講堂）司会： 磯谷 祐介氏 
  １４：００－１４：０５ 濵口総長挨拶 
  １４：０５－１５：０５ 基調講演「減災の取り組みと地域協働のあり方」 

                講師 室﨑 益輝 
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構副理事長 

  １５：０５－１５：１５ 休 憩 
  １５：１５－１５：４５ あいちＥＳＤ大学生アワード受賞者の発表会及び表彰式 
  １５：４５－１７：００ トークセッション「地域協働で減災ルネサンス」 

（各会合からの代表者による） 
                コメンテーター：濵口道成 総長 
                パネリスト：市民，企業人，研究者，行政の各代表 
                ファシリテ－ター：福和伸夫 教授 

資料５



                 
１０：００－１７：３０ 【体験・参加型】 

減災館体験（減災館）「減災ってなに？減災館を見てみよう」 
 

６ 規 模 １，２００名 
 
７ 主催：愛知学長懇話会 
  開催大学：名古屋大学 
  共催：一般社団法人国立大学協会 

協力：愛知県，愛知県教育委員会，名古屋市，名古屋市都市センター 
 

８ 問い合わせ先 
名古屋大学総務部総務課 
 ＴＥＬ ０５２－７８９－２００９， ＦＡＸ ０５２－７８９－２０１９ 
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2014 RENKEI 日英航空宇宙工学共同ワークショップ 

 

目的 
このワークショップでは、研究と教育の分野で,日英の大学と産業界の協力を強化し、さらにグローバ

ルに活躍する将来の研究者を育成することを目的とする。RENKEI のメンバー校の多くが航空宇宙工

学に関する学部や専攻を持っていることから、ワークショップの主題にふさわしいと考え、この航空宇

宙工学の分野をとりあげた。中部地方が日本の航空機産業の中心であることから、2014 年のワーク

ショップを名古屋大学で開催することとした。  
  

開催期間と会場 
開催期間 ：  2014 年 8 月 4 日(月)～2014 年 8 月 8 日(金)    
会 場  ： 名古屋大学 
 

プログラム 

８月３日（日） 

 
19:00-21:00 

名古屋へ到着 
オリエンテーションと歓迎会  

８月４日（月） 
 
09:00-09:55 
 
10:00-10:55 
 
11:05-12:00 
 
14:30-17:00 
 

招待講演          
1 : “日本の航空機産業 – 未来への飛び立ち” 

巽 重文 （三菱重工業株式会社執行役員、交通・輸送ﾄﾞﾒｲﾝ民間機事業部長）

2 : “航空工学における複合材の現状と将来” 
石川隆司 （名古屋大学教授、NCC センター長） 

3 : “計算流体力学と実験流体力学の統合”  
渡辺重哉氏（航空宇宙研究開発機構ﾁｰﾌｴﾝｼﾞﾆｱ兼航空本部参与） 

工場見学  
三菱重工業名古屋航空機製作所飛島工場・他 

８月５日（火） 
09:00-15:30 
 
 
16:00-17:00 
17:00- 

名古屋大学の研究紹介とグループディスカッション: 
参加者は、専門分野にしたがって６つのグループに分けられ、対応する研究室に

おいて実験を観察しながら議論を行う。 
ナショナルコンポジットセンター（NCC）見学 
名古屋市内見学 



８月６日（水） 

 
10:00-11:30 
 
14:30-17:20 
18:00- 

バスで京都方面へ移動 
工場見学  
かかみがはら航空宇宙科学博物館見学 
京都市内見物 
自由行動 

８月７日（木） 

9:30-11:30 
 
13:40-17:00 
17:00- 

工場見学  
島津製作所（調整中） 
京都市内見物  
バスで名古屋へ移動 

８月８日（金） 

9:30-11:30 
(9:30-10:10) 

 
(10:10-10:50) 

 
(10:50-11:30) 

 
13:00-17:00 
 
 
 
17:00-18:30 
18:30-21:00 

名古屋大学における産学連携の事例紹介  
① 名古屋大学航空宇宙工学専攻の紹介 

吉川典彦教授 （名古屋大学） 
② グローバル・プロジェクトリーダ・トレーニングセミナーの紹介  

林賢吾准教授 （名古屋大学） 
③ 名古屋大学における産学連携の紹介 

       獅山有邦教授 （名古屋大学） 
RENKEI のこれからの活動に関する意見交換会  
① 講演（交渉中）  
② 参加学生からの意見発表 
③ 自由討論 
自由時間 
ネットワーキングディナー 

８月９日（土） 

 名古屋発 

 

参加者と定員  
 RENKEI メンバー校の大学院学生と若手研究者 [*1]. 
 ワークショップ実行委員を含め、約５０名 
 各大学より２名の大学院生と１名の若手研究者の参加を期待 
[*1]  日本:  京都大学、九州大学、名古屋大学、大阪大学、立命館大学、東北大学 

      英国   ブリストル大学、リーズ大学、リバプール大学、ニューキャッスル大学、 
サザンプトン大学、ユニバーシティーカレッジロンドン（UCL） 
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名古屋大学学術奨励賞受賞者と日本学術振興会育志賞受賞者 
 
 
○ 名古屋大学 学術奨励賞受賞者 
 

年  度 分  野 受賞者数 育志賞推薦者数 

平成 23 年度 
人文社会系 ２ １ 
理工系 ４ １ 
生物系 ４ １ 

平成 24 年度 
人文社会系 １ １ 
理工系 ２ １ 
生物系 ２ １ 

平成 25 年度 
人文社会系 ２ １ 
理工系 ２ １ 
生物系 ２ ２ 

 
 
○ 日本学術振興会 育志賞受賞者（本学関係者） 

年  度 所  属 学年 氏  名 

平成 23 年度 理学研究科 D ３ 小山 昌子 

平成 24 年度 
法学研究科 D ３ 福田 真希 
理学研究科 D ３ 奥田 哲弘 

平成 25 年度 
経済学研究科 D ３ 古村  聖 
理学研究科 D ３ 三宅 芙沙 



日本学術振興会 育志賞 ～優秀な大学院博士課程学生の顕彰・支援～ 
 

１. 趣旨  

日本学術振興会は，天皇陛下の御即位 20 年に当たり，社会的に厳しい経済環境の中

で，勉学や研究に励んでいる若手研究者を支援・奨励するための事業の資として，平成

21 年に陛下から御下賜金を賜りました。このような陛下のお気持ちを受け，将来、我が

国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰する

ことを目的に，平成 22 年度に「日本学術振興会 育志賞」を創設。  

 

２. 対象分野  

人文学，社会科学および自然科学の全分野。 

 

３. 対象者  

① 大学院における学業成績が優秀であり，豊かな人間性を備え，意欲的かつ主体的に

勉学及び研究活動に取り組んでいる大学院生であって，当該大学長から推薦された者  

② ①に相当する大学院生であるとして所属する学会長から推薦された者  

③ ①及び②の者は，平成 26 年 4 月 1 日現在 34 歳未満であり、平成 26 年 5 月 1 日に

我が国の大学院博士後期課程（医学，歯学，薬学または獣医学を履修する 4 年制の博

士課程を含む）に在学していること。また，海外からの留学生で大学院博士後期課程

に在学する者についても推薦することができる。  

※ 推薦に当たっては，論文等の業績のみにとらわれず，将来，我が国の学術研究の発

展に寄与することが期待される優秀な者を推薦願う。  

   

４.  推薦権者  

１） 我が国の大学の長（大学長推薦） 

推薦数：人社系，理工系，生物系各 1 名，その他に分野を問わず 1 名の計 4 名まで   

２） 我が国の学術団体の長（学会長推薦） 

推薦数：１名まで  

※ 学術団体については，日本学術会議協力学術研究団体となっている学術団体に限る。

また，自薦・個人推薦は受付けない。   

 

５. 授賞等  

授賞総数は毎年度 16 名程度とし，受賞者には賞状，賞牌及び副賞として学業奨励金

110 万円を贈呈。 

また，受賞者は，希望により翌年度から特別研究員等に採用する。その場合，研究奨

励金等を支給。 



熟練者の感覚を画像処理技術で、経験と結び付
けて細胞評価する部分を多変量解析に置き換え
ることで、熟練者の目利きの技術化を目指す。 

「生物工学」によって、再生医療を広く社会に届けたい 

 

【1】プロフィール 

  佐々木 寛人 山口県周南市出身 1988 年 2 月 12 日生まれ 

  所属：大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 生物機能工学分野  

     バイオテクノロジー講座 生物プロセス工学グループ（本多研究室） 

  経歴：2006 年 山口県立徳山高等学校理数科 卒業 

2006 年 名古屋大学工学部 化学・生物工学科 入学 

2010 年 名古屋大学大学院 工学研究科 化学・生物工学専攻 入学 

 

【2】研究テーマと概要 

私は、「再生医療の実用化のための細胞画像情報解析を用いた幹細胞品質評価」という研

究テーマの下、再生医療の実用化を目指した工学的研究に取り組んでいます。 

再生医療は人体の組織を再構築することができる「夢の医療」として期待されています。

再生医療の主役は、様々な組織に変化できる分化能を持つ「幹細胞」です。幹細胞を原料

とすれば、細胞を思いのままの姿に変化させ、欲しい細胞を欲しい時に作り出すことが可

能です。しかし、実際にどのように再生医療に使っていくか、という応用的な面に関して

は、まだまだ課題が山積しています。特に、培養した細胞をきちんと評価し、医療効果と

安全を保障できなければ、安心して治療を受けていただくことはできません。例えば骨が

欠損した場合、骨を取り出して培養器の中で直接骨を作れるわけではありません。骨の元

になる細胞を取り出して、シャーレの中で培養し、骨に分化させ、さらに欠損した部分に

合うように組織構築する必要があります。ただ、骨の元になる細胞を培養して増やすこと

は容易ではありません。ヒトに個性があるように、取り出した細胞も、取り出した個人の

特性を反映しており、培養しにくい細胞や分化しにくい細胞があります。そのため、個人

の特性に合った培養方法や培養時間、分化方法などを決める必要があります。現在、多く

の企業研究によって、細胞の自動培養技術の開発が進められていますが、それらのほとん

どが、装置の設計ばかりで、生物の複雑性と自動化における工学的な設計が上手く融合さ

れておらず、このままでは、再生医療は、「夢

の医療」のままで終わってしまうかもしれませ

ん。現在の科学技術では、細胞の遺伝子配列を

決定したりタンパク質の生産特性を調べたり

することで、その細胞の特性を知ることが可能

です。しかし、再生医療に使われる細胞は、た

くさんの量を一度に取り出すことはできず、少

数しか取れないケースがほとんどです。このた

め、再生医療の実用化には、非破壊で細胞の

特性を知るための技術こそが必要です。 



そこで私は、これまで大学院で培ってきた技

術を生かしながら、実用化を目指す生物工学者

の立場としてこれらの問題を解決すべく、非破

壊測定方法としての細胞画像情報解析に取り

組んでいます。この研究は、細胞集団の増殖能

力や分化能力を迅速かつ正確に知り、また異種

細胞への変異やがん化の可能性を迅速に調べ、

細胞集団の品質を評価する、というものです。

従来は唯一の非破壊的な細胞評価法であった

顕微鏡観察による熟練者の「目利き」を画像処

理技術と多変量解析によって技術化すること

で、安定的かつ数値定量的な細胞評価の実現を

目指しました。研究の成果として、1日おきに撮影した細胞の写真のみから、幹細胞が骨・

脂肪・軟骨など様々な組織に分化できる能力、いわゆる分化能を、定量的に、しかも、誘

導を行うかなり前の段階から予測することできる、という技術の開発に至りました。この

技術は、大学入試センター試験の点数を小学校時代の「顔写真」のみから予測できるとい

うくらい遠い未来の現象を、数値的にかなり正確に予測できる、という結果であり、患者

さんの治療方針の早期判断や医療効果の安定化、さらには自動培養装置の最適化など、幅

広い条件での細胞評価系が必要な場面において貢献できるのではないかと考えています。 

 

【3】将来の夢 

幼少の頃に、入退院を繰り返しながら必死に治療を続けていた祖父の姿を見て、祖父のよ

うな病気に苦しむ人を救いたい、という思いが強まりました。中学生当時、再生医療や創

薬開発といったバイオテクノロジー分野に興味を持ったことがきっかけで、幹細胞を使っ

た医療、未だ治療法のない疾患に対する新規薬剤を研究することが私の夢となり、研究職

を志望するきっかけとなりました。高校時代に大学病院へ見学に行った際に、医学の進歩

の陰には手術時の衛生環境整備技術や検査・診断技術といった工学的技術が大きく貢献し

ていることを肌で感じました。そして、医学・薬学・工学の観点からニーズを把握し、研

究を行うことこそが実際に医療現場で使える技術を創造するうえで必要なのではないかと

考え、医工連携を掲げる本学を、そして細胞培養技術を工学的に研究している現在の研究

チームへの配属を希望しました。幹細胞について

の研究および再生医療支援技術の開発は、ヒト細

胞における生命現象を解明し理解すること、さら

に実用化・装置化ができれば多くの患者様の命を

救うことができる点こそが最大の魅力です。将来

は、医学と工学、双方の知識を踏まえ、細胞培養

技術標準化の架け橋となる研究者の一員となり、

再生医療研究・創薬研究の発展に貢献していくこ

とが、私のこれからの夢であり、目標です。 
指導教員の本多先生と一緒に。「自由闊達」を
体現できるよう、日々研究に励んでいます。 

細胞の「顔写真」のみから、約 1 ヵ月後の複数
の分化誘導結果を高精度に予測できる。 



【1】プロフィール 

井上 摩耶，生年月日 1988 年 2 月 6 日 
所属：名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻 脳機能構築学グループ 

経歴：2010 年名古屋大学理学部生命理学科卒業。同年名古屋大学大学院理学研究科 
博士前期課程入学。2012 年名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程進学。 
同年日本学術振興会特別研究員（DC1）。 

【2】研究テーマと概要 

聴覚と平衡感覚の機能分化に関する分子・細胞・回路レベルの統合的解析 

私達は、周りの環境を知るため、目で光を感じ、

鼻でにおいを感じ、舌で味を感じる、というよう

に、異なる刺激を異なる器官を用いて感じていま

す。ところが、聴覚と平衡感覚は、音と頭の傾き

という全く異なる感覚にも関わらず、どちらも耳

で受け取られます。内耳に存在する有毛細胞が刺

激を電気信号に変換し、その情報が第 VIII 脳神経

を介して脳へと伝えられています。私は、このよ

うに共通の機構を用いながら全く異なる感覚が

獲得されるという点に興味を持ち、聴覚と平衡感

覚が獲得されるメカニズムの解明に取り組んで

きました。聴覚・平衡感覚研究には長い歴史がありますが、哺乳類や鳥類といった高等脊椎

動物では、耳や脳の構造の複雑さゆえに神経回路や周囲の構造を保った生体内での解析が極

めて難しいという問題がありました。特に、音によって生じる 1 ナノメートル（100 万分の 1
ミリメートル）にも満たない振動を検知する聴覚の驚異的な感度の高さを実現するメカニズ

ムに迫るには、音の振動を効果的に伝える細胞外構造を保った解析が必須であり、それを取

り外した単離細胞やスライス標本を用いた研究では限界がありました。そこで、胚や仔魚の

体が透明で体内の構造を生きたまま観察・実験できるゼブラフィッシュに着目し(図 1)、細胞

や器官、神経回路の形態観察に加え、生体内で有毛細胞・第 VIII 脳神経・脳の活動の記録を

おこなうことで、聴覚と平衡感覚が獲得されるメカニズムを細胞・器官・回路の各段階で、

形態と機能の両面から明らかにすることを目的としました。 
ゼブラフィッシュ胚・仔魚の耳には、卵形嚢（Utricle, U）

と球形嚢（Saccule, S）と呼ばれる 2 つの感覚器官が存在

し（図 1）、どちらも、炭酸カルシウムでできた耳石と、刺

激を電気信号に変換する有毛細胞で構成されています（図

2）。音や頭の傾きにより有毛細胞の頂端側に並ぶ微絨毛が

傾くと、その先端に存在する機械受容チャネルが開いてイ

オンが流入し、細胞膜の電位変化が起こります。有毛細胞

の機能獲得について、発達初期のゼブラフィッシュの耳に

はテザー細胞と呼ばれる耳石を持つ細胞が存在し、最初の

図 1：ゼブラフィッシュ胚と仔魚の内耳

図 2：耳石器官 



有毛細胞に分化すると予想されてきました。しかしこれには実証がなく、どのような過程で

分化するかは未解明でした。そこで、微絨毛の抗体染色や、有毛細胞のライブイメージング、

生体胚の有毛細胞の機械受容応答の記録をおこないました。その結果、受精後 22 時間からテ

ザー細胞上に微絨毛が現れ、そこから 1 時間という短い間に微絨毛の伸長、機械受容チャネ

ルの発現、機械受容能の獲得が起こることを初めて見出しました （Tanimoto, Ota, Inoue, and 
Oda, J. Neurosci, 2011）。 

受精後 1 日には、既に有毛細胞が機械受容能を獲得し、毛の傾きを電気信号に変換できる

ことが分かりました。しかしながら、実際に音の微小な振動を検知するまでには至りません。

有毛細胞が外界の刺激を検知するには、有毛細胞へと刺激を有効に伝える細胞外組織の構造

が非常に重要です。耳石器官における音の受容は、ちょうど地震計の動作原理と同様で、耳

石が錘（おもり）の役割を果たし、有毛細胞を含む体の揺れを検出しています。そこで、耳

石が聴覚感度に与える影響を調べるため、マイクロマニピュレータを用いた生体内での耳石

の顕微操作法を確立し、耳石操作後の音受容能の変化を解析しました。既に聴覚と平衡感覚

を獲得している受精後 5 日の仔魚において U と S の選択的な阻害をおこなったところ、U の

有毛細胞が体の傾き、S の有毛細胞が音を受容することが明らかになりました。さらに、音

の受容に寄与する S の耳石は U に比べて大きいことに着目し、微細操作により U の耳石を数

倍大きくしたところ、本来音に応答しない U の有毛細胞も音に応答することを見出しました。

有毛細胞外の構造変化と音刺激に対する応答の関係を生きた動物内で明確に関連付けた例は

これまでになく、本研究は聴覚の受容機構の解明に新たなアプローチを提示しました（Inoue 
et al., Sci. Rep., 2013）。 

さらに現在は、第 VIII 脳神経や中枢神経の活動を生体内で記録する方法を確立し、有毛細

胞から脳までの一連の神経回路の活動記録にも取り組んでいます。第 VIII 脳神経の特性が聴

覚系と平衡感覚系で異なることを見出し始めており、聴覚・平衡感覚システム全体を通じて

の理解に向け、研究を進めています。 
生体内において、耳や脳の構造や神経回路を保ったまま、生物が本来持つ性質を解析でき

たという点で、本研究は非常に重要な意義があります。耳石器官や脳の基本的構造は脊椎動

物において非常によく保存されているため、本研究は単なるゼブラフィッシュの生理学に留

まらず、鳥類や哺乳類に至る高等脊椎動物の聴覚・平衡感覚の獲得メカニズムにも通じる知

見になると考えています。 

【3】将来の夢 

 大学での研究を通じ、自らの手で誰も知らないことを発見する面白さや、多面的なアプロ

ーチが新たな価値を生み出すこと、科学を世の中の役に立てる重要性を実感しました。この

ような経験から、先端研究を製品というかたちで社会に還元する企業研究に興味を持ち、来

年度から、企業研究者として働くことを決めました。就職先の企業では、分野を超えた技術

の融合により革新的な製品を創造することをスローガンに、自己の専門を極めるだけでなく、

様々なことに目を向け、多面的なアプローチで問題解決に臨む人財が求められています。名

古屋大学のハイレベルな研究環境に身を置き、自由闊達な学風の中で育ったことを誇りに、

これからも一研究者として成長を続け、革新的な製品づくりに貢献したいと思います。 



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１７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


