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名古屋大学アジアサテライトキャンパス開校について
１．名古屋大学アジアサテライトキャンパス関連
（１）
「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」開講
・名古屋大学では、これまでアジア地域において、法整備支援、医療行政分野等で支援を行い、
各国の副大臣、局長クラスの政府等幹部の育成に貢献してきたが、さらに博士の学位取得の
希望が高かったため、サテライトキャンパス及び本邦キャンパスによるハイブリッド型プロ
グラム「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」を開講。
（２）
「カンボジア、ベトナム及びモンゴルの各サテライトキャンパス」開設
・本プログラム実施に必要なカンボジア（プノンペン）
・ベトナム（ハノイ）
・モンゴル（ウ
ランバートル）にサテライトキャンパスを開設
（３）同上プログラム入学式
・本プログラムの初年度の入学者は次のとおり。
カンボジア 氏名：コロク ヴィチェト ラタ
所属：カンボジア環境省
他２名（カンボジア農林水産省）
ベトナム
氏名：グエン ホアイ ソン
所属：ベトナム商工省
モンゴル
氏名：ツェンド ツォクド
所属：ウランバートル市控訴行政裁判所 判事
・開校式には現地政府の大臣・局長クラスも同席した。
・来年度以降はインドネシア、ウズベキスタン、ラオス、ミャンマーに開校予定。
・アジアサテライトキャンパス開校に併せて、カンボジア（プノンペン）に「名古屋大学カ
ンボジア事務所」
、ベトナム（ハノイ）に「名古屋大学ベトナム事務所」
、モンゴル（ウラ
ンバートル）に「名古屋大学モンゴル事務所」を開所した。
２．濵口総長の叙勲
10 月 13 日、モンゴル政府より本学の浜口総長に対し、モンゴルにおける最高の国家勲章の一
つである「北極星勲章」が、ガンドゥムルモンゴル教育科学大臣より授与された。
（外国人に授与される勲章の中では最高位にあたるもの、過去の受賞者：海部俊樹、森喜朗、羽
田孜の元首相等）

＜アジアサテライトキャンパス関連＞
名古屋大学国際企画課 種田（おいだ）
TEL：052-789-2512
FAX：052-747-6890
E-mail：oida.koji@adm.nagoya-u.ac.jp

＜海外事務所関連＞
名古屋大学国際企画課 細川
TEL：052-789-2195
FAX：052-789-2045
E-mail：hosokawa.hideo@adm.nagoya-u.ac.jp

アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム
海外サテライトキャンパス設置を通じて、世界と競う大学を形成

○名古屋大学では、これまでアジア地域において、法政国際教育協力センター（CALE）の法整備に係る人材
育成のプログラムや、医学部のヤングリーダーズプログラム等を提供し、修士の学位を取得させることに
より、各国の副大臣、大臣秘書官、局長クラスなどアジア諸国の政府等機関の幹部候補者の育成に貢献。
○彼らの中にはさらに博士の学位取得を希望する者が少なくないにも関わらず、①途上国の行政官等を対象と
した博士の学位取得のための我が国のプログラムがほとんど無いこと、②各国の政府幹部等は長期に職場を
離れられないこと、等からその機会は極めて少ない。
○当該状況を踏まえ、名古屋大学ではこれまでのアジア地域における他に類のない実績と経験を活かし、各国
政府幹部等に対して、長期に職場を離れることなく博士の学位取得を可能とする「名古屋大学アジアサテラ
イトキャンパス」と本邦キャンパスとの連携によるハイブリッド型プログラムを構築。

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

名古屋大学
法学

法制度設計

医学

医療行政

生命農学

農村開発

国際開発

経済・社会開発

●法政国際教育協力センター（CALE)等本学の海外
拠点を活用
●本学固有の研究指導体制の確立
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地大学等の教員を本学の特任教員等として採用
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活
用した遠隔指導
・名古屋大学での短期スクーリング（数か月程度）
●短期スクーリング期間中の奨学金等経済的支援

本プログラム実施により、
■上位学位(博士)取得を可能にし、我が国の途上国の人材育成のデメリットを克服
■各国の中枢機関に在職する人材の各分野での指導能力、分析能力等を向上
■各国の法整備状況、医療等の状況の論文（英文）等による海外への発信
■各国の行政現場への成果等の反映

各国の中枢を担う優秀な人材を育成し、
以って、我が国の国力を増大し、日本のプレゼンスを向上

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

日本の名古屋大学総長が国家勲章「北極星勲章」を受賞
教育科学省 L.Gantumur（ガントゥムル）大臣は、日本の名古屋大学総長濵口道成
氏にモンゴル国国家勲章「北極星勲章」を授与した。
日本の名古屋大学は、モンゴル国立大学、モンゴル科学技術大学、モンゴル国立教
育大学、モンゴル医科大学など我が国の主だった大学や研究組織と共に活動してい
る。この 20 年ほどの間、共同研究や共同プログラムを多数行い、モンゴルの教育、
科学分野の発展において力を貸してきた。
2014 年のノーベル物理学賞を名古屋大学の 2 人の関係者が受賞したことにより、
名古屋大学は最近 10 年間、日本で最も多い受賞者数を誇る大学になった。ついで
に述べると、日本の７大学の一つに数えられる名古屋大学はモンゴルに事務所を開
くこととなった。アジア諸国の国家中枢人材を専門家 に育成するためのプログラム
を「アジアサテライトキャンパス学院モンゴルサテライトキャンパス」として実施
する。
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多元数理科学研究科設立 20 周年記念行事の開催について
名古屋大学大学院多元数理科学研究科は、大学院重点化の流れの中、数学
の一層の飛躍とそれによる新しい科学の発展の要求に応えることを目標と
して、平成７年（1995 年）４月に独立研究科として設立されました。この度、
設立２０周年を記念して、これまでの研究科の歩みを振り返るとともに、今
後の研究科の進むべき道を展望することを目的として、２０周年記念事業を
企画いたしました。
設立以来、多元数理科学研究科は数学および数理科学の分野において世界
トップクラスの研究と社会の第一線で活躍できる人材の育成を通して、社会
に貢献することを目指して参りました。 2004 年に行なわれた国立大学法人
化を経て、研究科を取り巻く状況は大きく変化しており、設立２０周年を機
に改めて研究科の教育と研究、社会との関わりについて関係する皆様と共に
考えて参りたいと存じます。
つきましては、事前の周知にご協力いただくとともに，当日の取材にも是
非お越しいただき，活動内容を広く発信いただきますようお願い申し上げま
す。

日時

平成２６年１１月１９日（水曜日）
記念講演会 午後３時より
記念祝賀会 午後５時３０分より

会場 記念講演会 名古屋大学理学南館 坂田・平田ホール
記念祝賀会 名古屋大学生協南部食堂１階 Mei-dining
※詳細は別紙をご覧ください。

名古屋大学大学院多元数理科学研究科
教育研究支援室 小崎和子
TEL: 052-789-2833
FAX: 052-789-5397
E-mail: kozaki@math.nagoya-u.ac.jp

多元数理科学研究科設立２０周年記念行事のご案内
1

日時

2

会場 記念講演会 名古屋大学理学南館 坂田・平田ホール
記念祝賀会 名古屋大学生協南部食堂１階 Mei-dining

3

平成２６年１１月１９日（水曜日）
記念講演会 午後３時より
記念祝賀会 午後５時３０分より

記念講演会プログラム

開会の辞
多元数理科学研究科長挨拶
来賓挨拶
記念講演
向井
茂 氏
若き数学者の名古屋大学
— 「フーリエ変換」の頃とそれに纏わる話 —
我妻 三佳 氏
私の歩みとキャリア・ディベロップメント
— ある数学科卒業生のサラリーマン生活 —
4

講師紹介

向井 茂 氏
京都大学数理解析研究所所長
教授
1978 年京都大学大学院修了後、名古屋大学理学部数学科助手として採用
され、
2001 年に京都大学へ転出するまで 23 年間名古屋大学に在籍した。
現在、京都大学数理解析研究所所長
専攻は代数幾何学
我妻 三佳 氏
日本アイ・ビー・エム株式会社
ネットワーク&セキュリティサービス担当 理事
1987 年名古屋大学理学部卒業後、日本アイ・ビー・エム株式会社に入社。
企業の IT インフラにおけるネットワークならびにセキュリティ関係のシ
ステム構築及び運用支援と社内の情報セキュリティ推進業務を兼務
5
6

記念祝賀会 午後 5 時半
名古屋大学生協南部食堂１階

Mei-dining

問合せ先
名古屋大学大学院多元数理科学研究科 教育研究支援室
TEL: 052-789-2833
kozaki@math.nagoya-u.ac.jp
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IGER リーディングプログラム 国際教育企画
「バイオインフォマティクスへの招待」について
今日、次世代シークエンサーの発達と普及とともに、モデル生物はもちろん、非
モデル生物のゲノム情報などを得ることが研究室単位で容易になってきています。
この技術革新の波が生命科学界に広がる事を疑う余地はありません。しかし、バイ
オインフォマティクスの訓練を受けていない研究者には、 膨大な情報をどう扱えば
よいのか分かりません。ここ名古屋大学においても、多くの研究者達がこのジレン
マを抱えており、はじめの一歩を踏み出せずにいます。
そこで、バイオインフォマティクスの世界を知り、生命科学にイノベーションを
起こすことができる研究者の地盤を築くことができ、未来の生命科学研究を担うリ
ーダーの育成に貢献することを目指したいと考え、10 月 31 日、ES 総合館において
本セミナーを開催することといたしました。
ついては、多くの方に参加いただきたいと考えておりますので事前の周知にご協力
いただくとともに、当日の取材にも是非お越しいただき、活動内容を広く発信いた
だきますようお願い申し上げます。
なお、本企画は、IGER リーディングプログラム国際教育企画の一環として開催さ
れます。
1 開催日 平成 26 年 10 月 31 日（金）
2 会場

名古屋大学東山キャンパス ES 総合館

3 テーマ 「バイオインフォマティクスへの招待」
※詳細は別紙を参照願います。

<セミナー内容>
バイオインフォマティクスへの招待担当者
E-mail: bioinformatics.shoutai@gmail.com

＜報道対応＞
名古屋大学 リーディングプログラム
キャリアパス・国際支援室
TEL：052-789-2954
FAX：052-789-5511
E-mail：IGER@bio.nagoya-u.ac.jp

=名古屋大学= 愛知学長懇話会

IGER リーディングプログラム国際教育企画

1

開催日 平成 26 年 10 月 31 日（金）

2

会場

3

テーマ 「バイオインフォマティクスへの招待」

4

概要

名古屋大学

東山キャンパス

ES 総合館

次世代シークエンサーの発達と普及とともに、モデル生物はもちろん、非モ
デル生物のゲノム、トランスクリプトーム情報を得ることが研究室単位で容易
になってきています。しかし、特に非モデル生物から得られる生理活性物質、
タンパク質、酵素などを対象としている研究者の多くは、新規物質の探索・研
究を行う上で、これらの情報を活用しきれていないのが現状であります。バイ
オインフォマティクスの訓練を受けていない研究者には、膨大な情報をどう扱
えばよいのか分からず、必要性を感じつつも食わず嫌いをしている方が多いの
ではないでしょうか。
本企画を通して、バイオインフォマティクスの世界を知り、生命科学にイノ
ベーションを起こすことができる研究者の地盤を築くことができるとともに、
今後必要となってくる複数の分野の融合や境界領域の研究を紹介し、将来の生
命科学研究を担うリーダーの育成に貢献することを目指します。
5

内容
主に、招待講師による招待講演と名古屋大学の学生による学生講演から成っ

ています。また、学生参加型企画であるパネルディスカッションでは、講師の
方々と学生がバイオインフォマティクスに関するテーマでディスカッションを
行います。
10:00-10:10 開会の挨拶
10:10-10:50【招待講演①】
重信秀治 准教授（基礎生物学研究所）
「Bioinformatics for Everyone」
10:50-11:05 休憩
11:05-11:45【招待講演②】
菊池潔

准教授（東京大学農学生命科学研究科）

「ゲノム情報の整備と活用による新しい性決定遺伝子の同定」

11:45-12:05【学生講演①】
平出秀人さん（生命農学研究科 D3）
「巨大な樹木を支える仕組みと遺伝子」
12:05-12:25【学生講演②】
矢野憲司さん（生命農学研究科 D2）
「動くことのできない植物の生き抜く知恵-シダ植物の知られざるコミ
ュニケーション能力-」
12:25-13:30 ランチ
13:30-14:10【招待講演③】
渡辺賢二

准教授（静岡県立大学薬学部）

「ゲノム情報を活用して新規生理活性物質を見つけたよ！」
14:10-14:25 休憩
14:25-15:05【招待講演④】
武藤裕紀氏（中外製薬）
「大規模オミクスデータを活用した創薬研究」
15:05-15:25【学生講演③】
西脇寛さん（医学部 B4）
「ジャマイカ人アスリート、なぜ速い！？」
15:25-15:45【学生講演④】
上坂一馬さん（生命農学研究科研究員）
「インフォマ使って 3 年目」
15:45-16:00 休憩
16:00-17:00 パネルディスカッション【学生参加型企画】
17:00-17:10 閉会の挨拶
17:10-18:30 懇親会（参加無料）
6 規模 50-100 名
7

主催：名古屋大学グリーン自然科学国際教育研究プログラム
開催大学：名古屋大学

8 問い合わせ先
生命農学研究科応用分子生命科学専攻
D1 別所学 bessho.manabu@c.mbox.nagoya-u.ac.jp（TEL:052-789-4280）
D1 上野壮平 ueno.souhei@g.mbox.nagoya-u.ac.jp（TEL:052-789-4112）
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第２回名古屋大学大学文書資料室シンポジウム
「今、なぜ大学史か―その意義と展望―」の開催について

第２回名古屋大学大学文書資料室シンポジウム
「今、なぜ大学史か―その意義と展望―」
これまで、多くの大学が年史の編さんをおこなってきましたが、最近になって、アー
カイブズ（文書館）を設置し、自校史に関わる資料を収集・保存・公開するとともに、
それらを活用して、自校史を学内・学外に多様な方法で積極的にアピールする大学が増
えつつあります。このシンポジウムでは、大学が自校の歴史を明らかにすることの意義
をあらためて問うとともに、それが学術のみならず、これからの大学経営にとって持つ
役割などについて展望します。

日
主
会

時：2014 年 11 月 26 日（水）／13：00～17：30
催：名古屋大学大学文書資料室
場：名古屋大学 ES 総合館 ES ホール
【地下鉄名城線「名古屋大学」３番出口すぐ】
参加方法：直接会場へお越しください。予約・参加費は不要です

＜シンポジウムに関すること＞
名古屋大学大学文書資料室
TEL：052-789-2046
FAX：052-788-6222
E-mail：nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp

＜報道対応＞
名古屋大学総務部広報渉外課
TEL：052-789-2016
FAX：052-788-6272
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

資料６
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nual-jimu@adm.nagoya-u.ac.jp
(052)783-192
(052)783-1920
http://www.nual.nagoya-u.ac.jp/
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名古屋大学 平成26年11月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

(10月)31日
(金)
17日(月)

役員会

18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)

5日(水)

教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究会委員会(医学系研究科)

19日(水)

教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医
学系研究科、情報科学研究科、国際言語文化研究科、国際開発研究科)
研究会委員会(医学系研究科)

20日(木)

教授会(創薬科学研究科)

21日(金)

教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

26日(水)

教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、太陽地
球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体育科学センター)

○行事等
日(曜日)

行事等の名称

6月28日(土)～ 平成26年度防災人材育成研修
1月31日(土)
「防災・減災カレッジ」

概要
場所：豊田講堂、減災館1階減災ホール、環境総合館1階レク
チャーホール、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)、鷺谷 威(同教
授)、他
内容：防災基礎研修
定員：500名
参加費：防災基礎研修1日＋各コース2日間で3,000円、他

連絡先

減災連携研究センター
052-789-3468

場所：博物館前庭、テラス、特別展示会場
時間：10：00～16：00
入場料：無料

7月24日(木)～
11月29日(土) 第19回博物館特別展
(日・月曜日休 「絹谷幸太 創知彫刻」
館)

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「創知が世界を救う」(10/29)
講演者：島田久仁彦氏(環境省参与)
博物館事務室
講演題目：「博物館の楽しみ方」(11/5)
052-789-5767
講演者：栗原祐司氏(国立文化財機構本部事務局長)
講演題目：「名古屋大学キャンパスマスタープラン」(11/12)
講演者：谷口 元(施設・環境計画推進室特任教授)
講演題目：「祖父為三郎の芸術への想い－古川美術館の収蔵品か
ら－」(11/19)
講演者：古川為之氏(古川美術館館長)
講演題目：「大学博物館の昔と今」(11/26)
講演者：ジャイルズ・クラーク(本学参与)
対象：一般
参加費：無料

9月1日(月)～
10月24日(金) 博物館野外観察園セミナーハウ
(土・日・祝日休 スサテライト展示
館、10/18は開 「水辺の宝石－トンボ－」
館)

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

9月27日(土)～ あいちサイエンスフェスティバル
11月3日(月)
2014

場所：愛知県全域
内容：県内の高等教育研究機関や社会教育施設と連携し、さまざ
まなサイエンスイベントを開催

学術研究・産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務
局
052-747-6527

9月29日(月)～
10月31日(金)
さかえサイエンストーク
(期間中の平
日)

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(月曜日)、カフェ＆バー パーム
ス(火曜日)、ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(水曜
日)、文化系飲食店 ボクモ(木曜日)、名古屋テレビ塔スカイデッキ
(金曜日)
時間：18：30～20：00
内容：週替わりテーマと曜日毎の会場を設定して行う市民と専門家
との気軽な対話イベント
対象：中学生以上、一般
定員：30名
参加費：無料(「パームス」「ボクモ」会場は飲食注文、テレビ塔は入
場料が必要)

学術研究・産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務
局
052-747-6527

10月2日(木)～
続・持続可能な社会Ⅷ－持続可
1月15日(木)
(期間中の木曜 能な開発のための教育(ESD)－
開催)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：17：50～19：20
内容：SDを担う人材を育成し、愛知・名古屋を世界のESDの拠点に
していくことを目的とする。後期では、世代内の公平性としての社会 愛知学長懇話会事務局
052-747-6587
的・経済的な公正の問題を中心に進める。
定員：100名
対象：学生、一般
参加費：5,000円(愛知県内の学生は無料)

10月8日(水)～
附属図書館医学部分館
1月30日(金)
(日・祝日、12月 第8回ミニ展示会
29日～1月3日 「医心 絵心－医師たちの画力－」
休館)

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)(1/5～7は9：00～17：00)、13：00～17：
00(土曜日)
内容：愛知医学校の解剖学者 奈良坂源一郎の博物画、県立愛知 附属図書館医学部分館
医科大学の皮膚科学者 太田正雄(木下杢太郎)の絵画など、解剖 052-744-2505
図だけでなく、人物、静物、動植物などの多様なモチーフに発揮さ
れた先輩医師たちの素晴らしい画力を展示公開する
入場料：無料

10月14日(火)
～
25日(土)
(日・月曜日休
館)

2008ノーベル賞展示室 ニュートン 場所：ES総合館2階2008ノーベル賞展示室
著「プリンキピア」第2版(1713出 時間：10：00～16：00
版)ホームカミングデイ特別展示 入場料：無料

理学部・理学研究科事務部
052-747-6577

10月18日(土)
～
11月6日(木)

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
附属図書館2014年秋季特別展
時間：9：00～17：00
「時を超える贈り物－所蔵資料が
対象：一般
語る学びの世界－」
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

場所：教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」
時間：10：00～18：00(最終日は17：00まで)
10月21日(火)
～
31日(金)
(土・日曜日休
館)

11月4日(火)～
14日(金)
(土・日曜日休
館)

教養教育院プロジェクトギャラリー
［オープニングトーク］（10/21）
「clas」展覧会
時間：17：00～18：00
「海巫-Haemu- ‘韓国の豊漁祭’
安世鴻写真展」
［講演会］(10/28)
場所：文系総合館6階ファカルティラウンジ
時間13：00～14：30

場所：教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」
教養教育院プロジェクトギャラリー 時間：10：00～18：00(最終日は17：00まで)
「clas」展覧会
「丹羽誠次郎展『絵空ごとですら ［ギャラリートーク］（11/13）
なく』」
時間：17：00～18：00
講演者：久木田水生(情報科学研究科准教授)、 丹羽誠次郎氏

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「100年前の桜島噴火災害に学ぶ」(10/23)
講演者：柳川喜郎氏(元日本放送協会職員)
10月23日(木)、
第104回、第105回防災アカデミー 講演題目：「(未定)」(11/27)
11月27日(木)
講演者：諸戸 靖氏(輪中の郷館長)
定員：80名
対象：一般
参加費：無料

10月24日(金)

国際シンポジウム

場所：環境総合館3階講義室2
時間：13：30～15：30
テーマ：「モンゴル 多数のハザードをまとめて考える」
定員：80名
対象：研究者、一般
参加費：無料

国際教育交流本部国際言語センター
教授 浮葉正親
052-789-5771

情報科学研究科
教授 茂登山清文
052-789-4774

減災連携研究センター
052-789-3468

環境学研究科
052-789-5802

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：「学生が学習面で抱えている問題をどう克服させるか－
ボーダーフリー大学の現実をふまえて－」(10/24)
講演者：葛城浩一氏(香川大学准教授)
内容：ボーダーフリー大学に所属する学生や教員に対する各種調
査の結果をもとに、そうした問題を克服させる上で考えておきたい
高等教育研究センター
ポイント等について紹介する
10月24日(金)、 高等教育研究センター
教授 夏目達也
講演題目：「大学教育のキャリアと能力形成」(11/14)
11月14日(水) 第130回、第131回招へいセミナー
052-789-5696
講演者：丸山和昭氏(福島大学准教授)
内容：講師が分析に関わった「大学・短大教員のキャリア形成と能
力開発に関する調査(東北大学実施)」に基づく知見を紹介し、他の
専門職との比較から考えておきたいキャリア形成支援上の困難と
課題等について話す
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

10月24日(金)

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：16：30～19：30
国際教育交流センターアドバイジング
内容：即興パフォーマンスLIVE、自己表現ワークショップ
即興パフォーマンスLIVE ＆ 体験
部門
定員：30名
型ワークショップ
対象：本学・愛知教育大学・三重大学および本学近隣大学の学生、 tadokoro@iee.nagoya-u.ac.jp
教職員
参加費：無料

名古屋市科学館共催事業
10月25日(土)、
平成26年度第3回地球教室
26日(日)
「ナゴヤで化石をさがそう！」

場所：博物館2階実験室(10/25)、名古屋駅周辺、栄地区(10/26)
時間：13：30～16：30(10/25)、9：30～15：00(10/26)
内容：化石の断面について学習し、建物の石材からさまざまな化石
博物館事務室
をさがす
052-789-5767
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：1,000円

場所：文学部2階237講義室
時間：13：30～15：30
講演題目：「文化遺産の表象、19世紀における生成と変容－パリ、
ノートル＝ダム大聖堂の保存・修復を中心に－」
講演者：泉 美知子氏(國學院大學非常勤講師)
対象：一般
参加費：無料

文学研究科附属人類文化遺産テクス
ト学研究センター
教授 木俣元一
imago@lit.nagoya-u.ac.jp

10月25日(土)

第31回渋沢・クローデル賞本賞
(2014年度)受賞記念公開講演

10月25日(土)

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「生命の時を刻むタンパク質－生物はどのように時間を
市民向け講演会「先端科学技術と
感じるか」
社会」
講演者：近藤孝男(理学研究科特任教授)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

10月25日(土)

公開シンポジウム「花祭の保存・
伝承と地域連携Ⅳ－花祭を担う
－」

10月25日(土)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「家具・建築・街 なめらかにつなぐ場所」
講演者：太幡英亮(工学研究科助教)
内容：講演や学生即日コンペ(デザイン学生と建築学生を巻き込ん 未来社会創造機構
未来社会創造機構
第3回社会イノベーションデザイン だ緊張感あるライブイベント)、コンペ作品を題材に活躍中の建築家 研究員 董 芸
とデザイナーによるイノベイティブな空間デザインについてのディス 052-788-6018
学センターシンポジウム
カッションを行う
定員：150人
対象：一般
参加費：無料

場所：野依記念学術交流館
時間：10：30～16：10
対象：一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務
局
052-747-6527

花祭の未来を考える実行委員会事務
局
hanamatsuri@lit.nagoya-u.ac.jp

10月25日(土)、
11月1日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
11月29日(土)、 シャンソンサ－クル
12月13日(土)

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

10月25日(土)、
11月8日(土)、
［博物館友の会会員向け］
11月22日(土)、
ボタニカルア－トサ－クル
12月13日(土)、
12月20日(土)

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

10月26日(日)

場所：中区役所ホール((名古屋市中区)
時間：13：30～15：30
講演題目：「あなたの肺は大丈夫？－COPD(慢性閉塞性肺疾患)
－」
講演者：長谷川好規(医学系研究科教授)
講演題目：「くすりとの上手なつきあい方」
講演者：野田幸裕氏(名城大学教授)
講演題目：「薬が承認されるまで」
講演者：清水 忍(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター病院講師)
対象：一般
参加費：無料

医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
052-744-1956

第9回名大病院市民公開講座

10月27日(月)

10月27日(月)

10月28日(火)

第20回名古屋メダルセミナー

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：10：00～18：00
講演者：ジョン・ハートウィッグ氏(カリフォルニア大学バークレー校
教授)、浜地 格氏(京都大学教授)
内容：有機合成化学
定員：300名
対象：有機合成化学に興味のある方
参加費：無料

第75回ライフトピア連携研究会

場所：医学部保健学科本館2階第1講義室
時間：18：30～20：00
講演題目：「科学的根拠に基づいた介護予防－ミクロな視点とマク 医学部保健学科トータルヘルスプラ
ンナー人材育成室
ロな視点－」
052-719-3158
講演者：山田 実氏(筑波大学准教授)
対象：学生、教員、医療従事者
参加費：無料

平成26年度第7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：「複合機のセキュリティについて」
内容：情報技術の最新動向について
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

トランスフォーマティブ生命分子研究
所
特任助教 宮﨑亜矢子
052-789-4999

情報推進部情報推進課
052-789-4368

［今後の開催予定］
11月25日(火)、12月5日(金)、1月27日(火)

10月29日(水)、 国際言語文化研究科「離婚と結
11月18日(火) 婚」公開講演会

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：15：00～17：00(10/29)、15：30～17：30(11/18)
講演題目：「現代日本における別れの理由」(10/29)
国際言語文化研究科
講演者：谷本奈穂氏(関西大学教授)
講演題目：「結婚の絆に関する法学者と宗教者の対立：聖書物語を 教授 鈴木繁夫
ssuzuki@nagoya-u.jp
読み直す哲学の考察」(11/18)
講演者：ホアン・マシア氏(元上智大学教授)
対象：一般
参加費：無料

10月31日(金)

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：10：00～17：00
講演題目：「Bioinformatics for everyone」
講演者：重信秀治氏(基礎生物学研究所特任准教授)
講演題目：「ゲノム情報の整備と活用による新しい性決定遺伝子の
博士課程教育リーデイングプログ 同定」
ラム「グリーン自然科学国際教育 講演者：菊池 潔氏(東京大学准教授)
講演題目：「ゲノム情報を利用して生理活性物質を見つけたよ！」
研究プログラム」
国際教育企画「バイオインフォマ 講演者：渡辺賢二氏(静岡県立大学准教授)
講演題目：「ゲノム創薬にむけて」
ティクスへの招待」
講演者：武藤裕紀氏(中外製薬株式会社研究本部)
内容：講演、学生発表、パネルディスカッション
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

11月1日(土)

場所：野依記念学術交流館、ユニバーサルクラブ(祝賀会)
時間：14：00～15：15(記念式典)、15：30～17：00(記念講演会)、17：
名古屋大学工学研究科
航空学科創立75周年記念式典、 30～19：30(祝賀会)
担当事務室
講演題目：「イプシロンの挑戦」
記念講演会、祝賀会
052-789-2789
講演者：森田泰弘(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授)
参加費：無料(別途祝賀会費必要)

11月1日(土)

場所：豊田講堂3階第1会議室
時間：15：00～17：00
講演題目：「エコで、『くっつく』サイエンス」
講演者：田嶋聡美(工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター
学術研究・産学官連携推進本部
特任准教授)、佐藤綾人(トランスフォーマティブ生命分子研究所特
あいちサイエンスフェスティバル
任講師)、吉野奈津子(全学技術センター技術専門職員)
事務局
内容：地球に優しい「体験型サイエンスカフェ」です。「接着」という
小学生向けサイエンスカフェと工
身近なサイエンスを楽しみながら、子どもたちの環境配慮に対する
作「エコで、『くっつく』サイエンス」
意識を養います。
定員：30名
対象：小学生
参加費：無料

トランスフォーマティブ生命分子研究
所
特任助教 宮﨑亜矢子
052-789-4999

学術研究・産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務
局 研究員 梅村綾子
052-747-6527

11月1日(土)

場所：教育学部附属中・高等学校
教育学部附属中学・高等学校
時間：9：30～12：30
教育学部附属高等学校
内容：教育方針・特色・学校生活等の説明、体験授業、質疑応答、 副校長 山田 孝
学校説明会・オープンキャンパス
052-789-2680
他
対象：受検希望者

11月2日(日)

場所：経済学部法・経本館共用館、津高等学校(三重県津市)、大手
前高等学校(大阪市中央区)、橋本市役所北別館(和歌山県橋本市)
時間：10：30～16：00
第25回日本数学コンクール、
研究協力部社会連携課
第18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
ル
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

11月2日(日)

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：14：00～16：00
講演題目：「戦時下に移動する身体・音・映像－1940年代の上海」 国際言語文化研究科
国際言語文化研究科公開講演会 講師：李欧梵氏(バーバード大学名誉教授，香港中文大学講座教 准教授 星野幸代
hoshino@lang.nagoya-u.ac.jp
授)
内容：使用言語は中国語で通訳あり
参加費：無料

11月3日(月)

場所：医学部保健学科東館4階大講義室、本館、南館
名古屋－延世大学間学術研究交 時間：10：00～
内容：分野別研究報告会(英語)
流会
対象：一般

医学部保健学科
052-719-1504

11月5日(水)～
12月26日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナーハウ
場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
スサテライト展示
時間：10：00～16：00
「スノーボールアースからカンブリ
入場料：無料
ア爆発へ」

博物館事務室
052-789-5767

11月7日(金)

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：30～18：00
講演題目：「認知言語学と日本語教育－メタファーと多義理論を中 国際言語文化研究科
国際言語文化研究科
准教授 鷲見幸美
心に－」
第37回日本語教育学講座講演会
ysumi@lang.nagoya-u.ac.jp
講演者：荒川洋平氏(東京外国語大学教授)
対象：一般
参加費：無料
場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
参加費：無料
「名古屋大学交響楽団メンバーによるアンサンブルコンサート」
(11/8)
演奏曲目： ｢『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』より第一楽章
Allegro」モーツァルト、「ディヴェルティメント」ハイドン、「金管五重奏
曲第1番」エヴァルド、他
出演：名古屋大学交響楽団

11月8日(土)、
12月20日(土)、 博物館コンサートNUMCo
1月24日(土)

「フォルクローレ クリスマスコンサート－インカからの贈り物」
(12/20)
演奏曲目：「コンドルは飛んでいく」、「花祭り」、他
出演：ティエラブランカ
内容：ケーナ、チャランゴなどの楽器解説・民族楽器体験コーナー
も用意
「フラメンココンサート」(1/24)
演奏曲目：「セビジャーナス・ブレリア」、他
出演：Jorge Millaqueo氏 (Cante(唄))、木村彰人氏(Toque(ギター))、
長谷川智則氏(サックス)、稲吉直子氏・内田好美氏・田中あや氏・
西川正恵氏(Baile(踊り))

博物館事務室
052-789-5767

11月8日(土)、
11月29日(土)、 ビジネス人材育成センター
12月13日(土)、 平成26年度後期 B人セミナー
1月24日(土)

場所：理農館3階335号室
時間：10：00～15：00
テーマ：「弁理士業務の実際と将来求められる人物像」、「シンクタ
ンク業界の業務の実際－アカデミアの研究、シンクタンクの『研究』
社会貢献人材育成本部
－」(11/8)
ビジネス人材育成センター
「Communications Styles - helping you to create good and lasting
052-747-6490
impressions -」、「国内／海外の再生医療業界について」(11/29)
「博士の就活スタート・リスタート－社会からの評価と自己評価・私
らしい未来を獲得するために－」、「プレゼンテーションスキル研修
－研究発表を、誰にでもわかりやすくプレゼンテーション－」(12/13)

11月8日(土)、
12月6日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

11月8日(土)

場所：ES総合館1階ES会議室
環境学研究科地球環境化学専攻
時間：13：00～16：00
大学院説明会
内容：説明会、研究室見学

11月8日(土)

第3回名古屋COI拠点
全体カンファレンス

場所：法・経本館共用館1階第2講義室
時間：13：30～17：00(予定)
内容：名古屋COI拠点における研究成果と今後の活動について、
参画研究者間で意見交換を行う

未来社会創造機構
052-788-6056

ESD大学生サミット

場所：豊田講堂
時間：9：30～18：00
内容：「ESD大学生リレー・シンポジウム」の成果を持ち寄り、全国
の大学生に募集する活動事例を含めて、持続可能な社会の実現
に向けて大学生が知恵を出し合う

愛知学長懇話会事務局
052-747-6587

第12回国際サブストーム会議

場所：伊勢志摩ロイヤルホテル(三重県志摩市)
講演者：赤祖父俊一氏(アラスカ大学名誉教授)、ダニエル・ベー
カー氏(コロラド大学教授)、他
太陽地球環境研究所
内容：オーロラが急激に明るくなるサブストーム現象を中心とした科
教授 塩川和夫
学会議。120名程度の参加者、3件の基調講演と20件程度の海外
052-789-6419
からの招待講演、120件程度の一般講演。
対象：研究者
参加費：35,000円

11月9日(日)

11月10日(月)
～
14日(金)

11月12日(水)、 第42回、第43回げんさいカフェ
12月3日(水)
－Gen Science Caf －

11月12日(水)

博物館事務室
052-789-5767

環境学研究科地球環境化学専攻
nyushi@eps.nagoya-u.ac.jp

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「シリーズ減災温故知新②『濃尾地震から123年で、考え
なければならないこと』」(11/12)
講演者：西澤泰彦(環境学研究科教授)
講演題目：「シリーズ減災温故知新③『東南海地震から70年で、考 減災連携研究センター
052-789-3468
えなければならないこと』」(12/3)
講演者：山中佳子(環境学研究科附属地震・火山防災研究センター
准教授)
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)

場所：豊田講堂
東海・北陸連携キックオフイベント
時間：13：15～14：25(記念式典(調印式))、15：00～17：00(記念講
(仮称)
演)、17：20～19：00(レセプション)

ナショナルコンポジットセンター事務
室
052-789-3282

11月12日(水)

博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
博物館事務室
講師：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(同研究員)
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然 052-789-5767
を見る
参加費：無料

11月13日(木)

グリーンモビリティ連携研究セン
ター第17回次世代自動車公開シ
ンポジウム／第4回過信CRESTシ
ンポジウム

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：13：30～16：30
内容：講演、技術交流会(台風18号により10/6の開催が延期)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料(技術交流会は3,000円)

グリーンモビリティ連携研究センター
事務局
052-747-6722

11月14日(金)

太陽地球環境研究所
陸別町出前授業

場所：陸別小学校・陸別中学校(北海道足寄郡陸別町)
時間：9：00～15：00(予定)
講演者：西谷 望(太陽地球環境研究所附属ジオスペース研究セン
ター 准教授)、町田敏暢氏(国立環境研究所地球環境研究センター 太陽地球環境研究所
准教授 西谷 望
室長)、佐藤光輝氏(北海道大学講師)、他
052-789-6349
内容：実験を主体とした小学生・中学生対象の授業
定員：1教室当たり30～40名程度
対象：陸別小学校・陸別中学校の生徒
参加費：無料

11月15日(土)、 2013年度第7回先進科学塾＠名
16日(日)
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：「ろうそくの炎の不思議－もしかして，プラズマ？－」
講師：藤田順治(本学名誉教授)
内容：おもしろくて不思議な性質をもつプラズマについて学ぶ
定員：各20名
対象：中学生以上、一般(11/15)、高校生以上、一般(11/16)
参加費：500円(材料費)

11月15日(土)

場所：陸別町銀河の森天文台(北海道足寄郡陸別町)
時間：13：00～18：00(予定)
講演者：西谷 望(太陽地球環境研究所附属ジオスペース研究セン
太陽地球環境研究所
ター 准教授)、佐藤光輝氏(北海道大学講師)、他
准教授 西谷 望
内容：理科面白実験の実演
052-789-6349
定員：数十名程度
対象：一般
参加費：無料(銀河の森天文台への入場料が必要)

驚き！おもしろ科学実験

11月17日(月)、
第18回VBLシンポジウム
18日(火)

11月17日(月)

11月17日(月)

11月19日(水)

11月20日(木)

エコトピア科学研究所
教授 中村光廣
052-789-3532

場所：ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：13：00～17：40(11/17)、9：00～12：55(11/18)
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
テーマ：「無機・有機ナノ構造の物性とデバイス」
内容：無機材料および有機材料の基礎物性からデバイス応用まで 事務室
を網羅し、材料設計、合成、プロセス、基礎物性から応用に至るま 052-789-5447
で最新の研究成果を講演
参加費：無料(懇親会は3,000円)

総合保健体育科学センター
こころの絆創膏セミナー

場所：豊田講堂3階第1会議室
時間：13：00～17：00
テーマ：「大学への適応が難しくなった学生対応－情報意見交換
会」
講演題目：「青年に見られるネット依存について」」
講演者：中山秀紀氏(国立病院機構久里浜医療センター医師)
内容：講演、パネルディスカッション、情報意見交換会、他
対象：学生支援に関わる教職員
参加費：無料(懇親会費：2,000円)

太陽地球環境研究所
中緯度短波レーダー研究会

場所：グリーンサロン東山
時間：10：00～17：00(予定)
講演題目：「SuperDARN北海道－陸別第一・第二HFレーダーの現
状および初期結果について」
講演者：西谷 望(太陽地球環境研究所附属ジオスペース研究セン 太陽地球環境研究所
准教授 西谷 望
ター 准教授)、他
内容：稼働中および近日中に稼働開始予定の中緯度第一・第二短 052-789-6349
波ドップラーレーダー装置を用いた研究成果発表・議論
定員：30～40名程度
対象：関連研究者
参加費：無料

第51回名大カフェ“Science, and
Me”

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：18：30～20：00
講演者：丹邉宣彦(環境学研究科教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員 戸次真一郎
052-747-6791

仁科記念講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：17：00～19：00
講演題目：「冷却原子を用いた量子シミュレーション」
講演者：高橋義朗氏(京都大学教授)
講演題目：「クォーク物理学の展開」
講演者：三田一郎(本学名誉教授)
参加費：無料

理学研究科
教授 野尻伸一
052-789-4537

総合保健体育科学センター
052-789-5778

場所：豊田講堂3階第1会議室
時間：10：00～11：00

総務部職員課
052-789-2023

11月21日(金)

永年勤続者表彰式

11月22日(土)

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：00～18：00
講演題目：「神経活動から大脳基底核疾患の病態に迫る」
講演者：南部 篤(生理学研究所教授)
講演題目：「CLIP-seq, RNA-seq, ChIP-seq, CAGE-seq, PolyA-seq
の統合解析による神経筋疾患関連RNA結合タンパクの機能解明」
講演者：大野欽司(医学系研究科教授)
講演題目：「心臓のストレス適応・不適応の分子制御機構」
医学部・医学系研究科経営企画課
第4回生理学研究所・医学系研究 講演者：西田基宏氏(岡崎統合バイオサイエンスセンター教授)
052-744-2432
講演題目：「心臓のストレス適応・不適応の分子制御機構」
科 合同シンポジウム
講演者：横井 毅(医学系研究科教授)
内容：講演、ポスター発表等を行い両機関の研究について紹介し、
今後の研究交流を促進する
定員：150名
対象：生理学研究所および本学医学部・医学系研究科の学生、研
究員および教員
参加費：無料(情報交換会は教授：4,000円、准教授・講師：3,000
円、助教：2,000円、研究員(ポスドク)・学生：1,000円)

11月22日(土)

場所：国際開発研究科棟8階多目的オーディトリウム
国際シンポジウム
「包摂・排除の歴史と現在－東ア 時間：10：00～18：00
参加費：無料(懇親会費：4,500円)
ジア移民、政策、国境－」

11月22日(土)

建築学教室第16回まちとすまい
の集い
「かしこく住まう－つながり、まも
り、いかす－」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：20～16：30
講演題目：「ソトマをわかちあう家に住まう」
講演者：脇坂圭一(施設・環境計画推進室准教授)
講演題目：「地域産木材で建てた家に住まう」
講演者：古川忠稔(環境学研究科准教授)
講演題目：「自然の恩恵に与って快活に住まう」
講演者：田中英紀(施設・環境計画推進室特任教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

工学研究科建築学教室
まちとすまいの集い事務局
052-789-5233

和式馬術供覧

場所：教育学部附属中・高等学校運動場
時間：13：00～
内容：流鏑馬観覧、体験乗馬(人数制限あり)
参加費：無料

和式馬術部
washikibazyutubu@gmail.com

11月26日(水)

全学同窓会講演会・夕食会

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール(講演会)、グリーンサロン東
山レストラン花の木(夕食会)
時間：16：00～17：30(講演会)、18：00～20：00(夕食会)
全学同窓会事務局
講演題目：「グローバリゼーションと日本の将来」
052-783-1920
講演者：丹羽宇一郎氏(全学同窓会副会長・関東支部長)
定員：200名(講演会)、40名(夕食会)
対象：一般(夕食会は同窓会会員、学士会会員)
参加費：無料(夕食会は5,000円)

11月26日(水)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：00
講演題目：「大学沿革史編纂の効用を考える－特色の確認、アイ
大学文書資料室シンポジウム
「今、なぜ大学史か－その意義と デンティティの形成、そして自校教育－」
講演者：寺﨑昌男氏(立教学院本部調査役)
展望－」
対象：一般
参加費：無料

11月26日(水)

文学研究科大学院説明会

11月23日(日)

場所：文学研究科2階237講義室
時間：18：00～
内容：出願手続きおよびカリキュラム・研究科概要等について、先
輩の体験談、他

国際開発研究科
052-789-4396

文書資料室
052-789-2046

文系事務部教務課(文学研究科担当)
052-789-2207

場所：IB電子情報館東棟2階大講義室
時間：13：00～17：15
テーマ：「発達障害のある生徒への理解と支援」
講演題目：「発達障害の理解－どこまでが発達障害なのか？－」
(11/30)
講演者：野邑健二(発達心理精神科学教育研究センター特任准教
授)
講演題目：「特別支援教育を推進するために」(11/30)
講演者：酒井貴庸(教育発達科学研究科特任助教)
教育発達科学研究
平成26年度発達障害に関わる専
講演題目：「積極的行動支援(PBS)による発達障害生徒の支援」
11月30日(日)、
特任助教 酒井貴庸
門家のための講演会 「発達障害
(12/6)
12月6日(土)
hattatsushien@educa.nagoya-u.ac.jp
のある生徒への理解と支援」
講演者：大久保賢一氏(畿央大学准教授)
講演題目：「発達障害生徒の感情マネジメント」(12/6)
講演者：小倉正義氏(鳴門教育大学准教授)
内容：学校現場の教職員など専門家を対象として発達障害の支援
に関する実践的知見を紹介
定員：300名
対象：小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教職員、発達障
害の支援に関わる専門家
参加費：無料

11月30日(日)

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～17：00(予定)
講演題目：「世界におけるデジタル・ストーリーテリングの展開」
講演者：土屋祐子氏(広島経済大学准教授)
講演題目：「ウェールズにおけるデジタル・ストーリーテリング－人
びとが語ることの意味(仮題)」
講演者：カレン・ルイス氏(サウス・ウェールズ大学ディレクター)
国際言語文化研究科
国際言語文化研究科シンポジウ
講演題目：「対話的，協働的デジタル・ストーリーテリングモデルの
准教授 小川明子
ム「デジタル・ストーリーテリング
提案」
052-789-4827
の可能性」
講演者：小川明子(国際言語文化研究科准教授)
講演題目：「福祉領域にデジタル・ストーリーテリングはいかに関わ
れるか(仮題)」
講演者：舟木紳介氏(福井県立大学講師)
講演題目：「コメント：マス・メディアと市民メディアの現状とストー
リーテリングの位置(仮題)」
講演者：下村健一氏(慶應義塾大学特別招へい教授)

12月6日(土)

場所：豊田講堂
時間：13：00～18：00
講演題目：「病原体としてのウイルス、先端医療の道具としてのウ
名古屋大学レクチャー2014公開 イルス、感染症研究の国際連携」
講演者：永井美之氏(理化学研究所新興・再興感染症研究ネット
講演会
「人類生存のための科学と精神－ ワーク推進センター長)
感染症への挑戦と基本的人権の 講演題目：「近代人の自立－基本的人権のために」
講演者：水田 洋(本学名誉教授)
ために－」
内容：講演、ピアノ演奏会、他
対象：一般
参加費：無料

12月6日(土)

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「こころが萎えても折れないために」
講演者：入谷修司(医学系研究科寄附講座教授)
講演題目：「認知症ケアの新しい流れ」
平成26年度名古屋大学鶴舞公開
医学部・医学系研究科総務課
講演者：鈴木裕介(医学系研究科寄附講座准教授)
講座「いつまでも頭スッキリ！暮ら
講演題目：「1日の始まりはどこから？－明日のための今日の睡眠 052-744-2040
すためには」
－」
講演者：大竹宏直(医学系研究科寄附講座准教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：

12月6日(土)

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
「石器を使って縄文クッキ－を作
ろう」

場所：博物館野外観察園
時間：12：30～16：00
定員：20名
対象：小学5年生以上、中学生

研究協力部研究支援課
高等研究院事務室
052-788-6153

博物館事務室
052-789-5767

12月7日(日)

場所：減災館1階減災ホール、ギャラリー
時間：13：00～17：00
講演題目：「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトの現状と展
望」
講演者：金田義行(減災連携研究センター特任教授)
南海トラフ広域地震防災研究プロ
講演題目：「地震・津波発生予測研究の現状と課題」
ジェクトシンポジウム
講演者：古村孝志氏(東京大学教授)
「昭和東南海地震から70年－次
講演題目：「地域対応力向上への取り組み」
の地震への備えは－」
講演者：福和 伸夫(減災連携研究センター教授)
講演題目：「減災に向けた人文社会学系研究のあり方」
講演者：田中 淳氏(東京大学教授)
定員：250名
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月12日(金)

場所：⽇本経済新聞社名古屋⽀社3階会議室(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「おまけしないニッポン－クールジャパン機構の事業戦
国際経済政策研究センター・キタ
略－」
ン会第20回名古屋ビジネスセミ
講演者：太⽥伸之氏(クールジャパン機構代表取締役社)
ナー
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

12月13日(土)
～
第29回博物館企画展
1月31日(土)
(日・月曜日、12 「野外観察園のボタニカルア－ト」
月27日～1月4
日休館)

12月17日(水)

12月23日(火)

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料
博物館事務室
［ボタニカルア－トの技法－花の描き方］(12/17)
052-789-5767
場所：博物館展示室
時間：13：30～15：00
講師：東海林富子氏(博物館友の会ボタニカルア－トサ－クル講師)
内容：講師が実際に絵を描きながら技法について解説する
参加費：無料

第3回名古屋COI拠点
実務責任者会議

場所：シンポジオンホール
未来社会創造機構
時間：15：00～17：00(予定)
内容：名古屋COI拠点の平成26年度の運営状況について、参画機 052-788-6056
関に報告し意見交換を行う

ミクロの探検隊

場所：博物館2階実験室、展示室
時間：13：00～16：00
テーマ：「微化石 放散虫－電子顕微鏡を使ってさぐる形の不思議」
内容：博物館所蔵の微化石放散虫を実体顕微鏡で観察し、走査顕
博物館事務室
微鏡の試料を作った後、自分で走査型電子顕微鏡を使い、放散虫
052-789-5767
の形や微細構造を観察撮影する
定員：24名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

