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資料１
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL:052（789）5111（代表）
http://www.nagoya-u.ac.jp/

平成 27 年 11 月 6 日
名古屋教育記者会各社

殿

韓国海洋⼤学校との学術交流協定調印式について
名古屋⼤学と韓国海洋⼤学校は、2001年に本学⼯学部と部局間学術交流協定、及び学⽣交流に関する覚書（授業料不徴収）を締結
し、韓国海洋⼤学校から本学の博⼠後期課程進学者等も多数輩出されておりますが、このたび、全学協定を締結することになりました。
⼯学研究科、情報科学研究科、環境学研究科、医学系研究科の教員が所属する未来社会創造機構では、⽂部科学省の「⾰新的イノベ
ーション創出プログラム（COI STREAM）」（2013年10⽉採択）において、将来の少⼦⾼齢化社会とモビリティをキーワードに設定
した「⾼齢者が元気になるモビリティ社会の実現」をビジョンに掲げ、基礎研究から社会実装まで⼀貫性のある活動を産官学連携で推
進しています。
すでに、韓国海洋⼤学校の船舶シミュレーション装置等を利⽤し、疲れの可視化技術の開発などを進めており、全学協定を締結する
ことにより、研究成果の社会実装に向けた社会実験やフィールドテストの実施についても可能となるだけでなく、学⽣等の交流による
⼈的な連携も強化でき、本学のグローバル展開の推進が期待されます。

⽇ 時：平成２７年（2015年）１１⽉１０⽇（⽕）
場 所：韓国海洋⼤学校／Korea Maritime and Ocean University (KMOU)
（⼤韓⺠国、釜⼭市）
出席者：渡辺 芳⼈ 理事（国際・広報担当）・副総⻑
齋藤 永宏 教授（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⻑）、他
【 韓国海洋⼤学校の概要 】
韓国海洋⼤学校は、1919年に創⽴された、釜⼭市にある国⽴⼤学です。学部課程は、海事⼤学（学部）、海洋科学技術⼤学（学部）、
⼯学⼤学（学部）、国際⼤学（学部）の4学部からなり、⼤学院課程には、海事産業⼤学院（研究科）、海洋管理技術⼤学院（研究科）、
教育⼤学院（研究科）が設置され、総合⼤学化しています。学⽣数は約9,000名です。

韓国海洋⼤学校学⻑及び副学⻑の表敬訪問
（2014 年 1 ⽉）

＜研究内容＞
名古屋大学研究協力部
社会連携課(名古屋 COI 拠点事務室)
TEL. (052)747-6390
E-mail：coi-soumu@adm.nagoya-u.ac.jp

韓国海洋⼤学校の船舶シミュレーション
装置を使⽤した、マルチタスク作業中の
ストレス評価実験の様⼦（2015 年 6 ⽉）

＜報道対応＞
名古屋大学総務部広報渉外課
TEL：052-789-2699
FAX：052-788-6272
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp
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http://www.kmi.nagoya-u.ac.jp/
資料２

一般相対性理論誕生100年記念市民講演会

2015年11月21日 名古屋大学
2015年11月25日、時空を支配するアイン
シュタインの一般相対性理論は誕生100年
を迎えます。一般相対性理論は宇宙の膨
張とブラックホールの存在を予言しました。
そして、これまで観測からその予言はことご
とく支持されています。一方、宇宙の加速膨
張を支える暗黒エネルギー、暗黒物質の正
体の謎などをはじめとする大問題も残され
ています。そこで、当機構では市民講演会
を行い、市民と学生のみなさんに時空理論
とその周辺の研究の歴史、展開、そして最
前線に触れて頂きたくこのような機会を設
けました。是非楽しんでください。

日時：2015年11月21日(土) 13:00-16:35
場所：名古屋大学 理学南館 坂田・平田ホール
定員：300名（当日先着順）
入場：無料

13:00-13:05 挨拶
13:05-13:40 京都大学名誉教授 佐藤文隆
「一般相対論の誕生」
13:45-14:20 名古屋大学教授 杉山直
「アインシュタイン最大の成功？」
14:20-14:50 休憩、交流、質問時間
14:50-15:25 名古屋大学教授 國枝秀世
「天文観測に見られる相対論効果」
15:30-16:05 東京大学教授 梶田隆章
「重力波の観測に挑む ーアインシュタイン100年の宿題ー
16:05-16:35 交流、質問時間

http://www.gw.hep.osaka-cu.ac.jp/Gmunu100/
主催：名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構 共催：名古屋大学大学院多元数理科学研究科、理学研究科
企画協力：一般相対論誕生100年記念市民講演会委員会

3

名古屋大学 平成27年11月予定表

資料３

(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

16日(月)、
30日(月)

役員会

17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(木)

教授会(医学部・医学系研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

11日(水)

教授会(教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

18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、国際開発研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

19日(木)

教授会(創薬科学研究科)

20日(金)

教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

25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、宇宙地
球環境研究所、未来材料・システム研究所、総合保健体育科学センター)

4

○行事等
日(曜日)

行事等の名称

11月5日(木)～
13日(金)
(土・日・祝日休
館)
11月24日(火)
～
2月19日(金)
(土・日・祝日、
12月26日～1月
3日休館)

概要

連絡先

「博物館実習ポスタ－展」(11/5～13)
「名大の蛾Ⅰ－秋～冬」(11/24～2/19)
博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示

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19日(土)～ あいちサイエンスフェスティバル
11月3日(火)
2015

場所：愛知県および周辺地域
内容：様々なサイエンス／ものづくりイベントが集合する地域科学
祭

10月8日(木)～
国際開発研究科
11月19日(木)
2015年度公開講座
(期間中の木曜
「新時代の国際協力」
日 全7回)

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
時間：18：30～20：00
内容：国際協力分野に関連する諸問題を、特に法、政治、社会と文
文系事務部総務課(国際開発)
化の側面から解説
052-789-4952
定員：80名
対象：高校生以上、一般(全日程参加可能な方)
参加費：無料

10月13日(火)
～
11月14日(土)
(日・月曜日休
館)

場所：博物館展示室
博物館スポット展示
時間：10：00～16：00
「名大に花祭が来た！－花祭
アーカイヴスの構築に向けて－」 入場料：無料

学術研究・産学官連携推進本部
特任講師 成 玖美
052-747-6527

博物館事務室
052-789-5767

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
対象：一般
入場料：無料

10月17日(土)
～
11月5日(木)
附属図書館2015年秋季特別展
11月13日(金)
～12月7日(月)

附属図書館
テーマ： 「時を超える贈り物－今昔ものづくり－」(10/17～11/5)
052-789-3678
内容：ものをつくる人々の世界にもスポットを当て、資料の中で職人
たちに出会っていく
テーマ：「高木家の武」(11/13～12/7)
内容：高木家文書のなかから、高木家の軍備・軍学・武術に関わる
古文書・絵図類・合戦図などを紹介する

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17：00まで)、13：00～17：00(土
曜日)
内容：明治4年(1871年)の名古屋大学創基から昭和22年(1947年)
の名古屋帝国大学が名古屋大学へと改称されるまでの、本学の前
身校に在学、在職した著名人に関連する、入手が困難になりつつ
10月21日(水)
ある古書も含めた図書、文書、写真、絵葉書等によるコレクションを
附属図書館医学部分館ミニ展示
～
展示公開する
附属図書館医学部分館
会「名古屋のセンパーイ！ 明治
1月30日(土)
入場料：無料
052-744-2505
(日・祝日、12月 編－名古屋大学全学同窓会大学
27日～1月4日 支援事業①－」
［関連特別講演会］
休館)
1月27日(水)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：10：00～11：30
講演題目：「尾張医学の大先輩 伊藤圭介－その医学と本草学」
講演者：山内一信(本学名誉教授)
参加費：無料

10月29日(木)

第29回国際経済政策研究セン
ター・キタン国際学術シンポジウ
ム／名古屋大学、ジェトロ・アジア
経済研究所共催国際シンポジウ
ム

場所：野依記念学術交流会館
時間：9：30～17：00
経済学研究科
テーマ：「中国・日本と激変するアジア経済」
内容：講演、パネル討論(使用言語は英語、日本語、中国で同時通 附属国際経済政策研究センター
052-789-4945
訳あり)
定員：150名
参加費：無料
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10月31日(土)

場所：教育学部附属中・高等学校
教育学部附属高等学校
時間：9：30～12：30
教育学部附属高等学校第2回
内容：本校の教育方針･特色･学校生活などについての説明、体験 副校長 山田 孝
学校説明会・オープンキャンパス
052-789-2680
授業、質疑応答、他
対象：中学3年生

11月1日(日)

場所：ES総合館1階ESホール、他
時間：14：00～16：30
講演題目：「テラヘルツ波の挑戦」
講演者：川瀬晃道(工学研究科教授)
あいちサイエンスフェスティバル 講演題目：「色の新しいつくり方」
講演者：竹岡敬和(同准教授)
2015クロージングイベント
「未来社会でのひかり－光の研究 講演題目：「シンクロトロン放射光で見る世界」
講演者：永江峰幸(シンクロトロン光研究センター特任助教)
最前線－」
内容：光にまつわる先端研究の講演、展示
定員：150名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

11月2日(月)

場所：全学教育棟北棟4階多元共同研究室(405号室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「米国のアジア重視策－忘れられた1920年代との比較
グローバルメディア研究センター
国際言語文化研究科
から」
事務室
附属グローバルメディア研究セン
講師：アダム・ガーフィンクル氏(米学術誌「アメリカン・インタレスト」
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp
ター特別講演会
編集長、元米国務長官スピーチライター)
対象：一般
参加費：無料

11月2日(月)、
11月14日(土)、
11月21日(土)、
ビジネス人材育成センター
11月28日(土)、
平成27年度後期 B人セミナー
12月12日(土)、
1月23日(土)、
2月6日(土)

11月3日(火)

11月3日(火)

学術研究・産学官連携推進本部
研究員 戸次真一郎
052-747-6791

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス2階小会議室
時間：10：00～15：00、13：00～18：00(11/2)、10：00～16：00(2/6)
テーマ：「アイディアをさがす、つくる！－デンマーク版デザイン思考
を使って新たなアイディア発掘法を習得－」(11/2)
「Communications Styles- helping you to create good and lasting
impressions -」、「胚培養師とは？生殖医療業界の現状」(11/14)
「価値創造の為のビジネス基礎－商売の基礎、ビジネスモデル、お
金・ファイナンスなど、ビジネスにかかわる全般的な基礎を知る－」
社会貢献人材育成本部
(11/21)
「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 ビジネス人材育成センター
らしい未来を獲得するために－」、「食品のためのヒト臨床試験業 052-747-6490
界－学位を取得して企業で働く－」(11/28)
「農薬、医薬品開発の現状(仮題)」、「環境、健康、社会など各種分
野を担う総合的なBtoB企業の実態」(12/12)
「アイディアの出口戦略」、「若手起業家の経験談を聞く！必要なマ
インド、能力を探る！」(1/23)
「ユーザーの求めるサービスや製品化への道－スタンフォード大学
版の顧客開発・仮説検証モデルの考え方を学ぶ－」(2/6)
対象：博士課程学生、ポスドク

リーディング大学院プログラム
合同説明会・シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：30
講演題目：「やるか？やらないか？－リーダーとは何か」
講演者：宇治原 徹(工学研究科教授)
内容：説明会、講演、学生プレゼンテーション、他
対象：学生、一般
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
設立記念公開講演会

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：30～16：00
テーマ：「私たちのくらしと宇宙地球環境」
講演題目：「オーロラを通して診る宇宙地球環境」
講演者：藤井良一(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「過去2千年間の気候変動の歴史から学べること」
講演者：中塚 武氏(総合地球環境学研究所教授)
講演題目：「気候変動リスクと人類の選択」
講演者：江守正多氏(国立環境研究所地球環境研究センター気候
変動リスク評価研究室長)
内容：講演、パネルディスカッション
研究所事務部総務課
定員：300名
052-747-6303
対象：一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
052-789-5717
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場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール、1階ラウンジ
時間：16：00～18：30
内容：所長あいさつ、松尾清一(本学総長)祝辞、文部科学省研究
振興局学術機関課長祝辞、来賓祝辞(西田篤弘氏(宇宙科学研究
所名誉教授、文化功労者)、安成哲三(本学名誉教授、総合地球環
境学研究所長))

11月4日(水)

宇宙地球環境研究所
設立記念式典・祝賀会

11月4日(水)、
5日(木)

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：13：00～15：00(11/4)、9：00～17：00(11/5)
講演者：常田佐久氏(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所長)、
宇宙地球環境研究所
寺澤敏夫氏(東京大学宇宙線研究所教授)、余田成男氏(京都大学
設立記念シンポジウム
「宇宙・太陽・地球環境の結びつ 教授)、井龍康文氏(東北大学教授)、家森俊彦氏(京都大学教授)、 太陽地球環境研究所
http：//st4a.stelab.nagoyaきと過去・現在・未来(Evolution of 新野 宏氏(東京大学大気海洋研究所教授)、他
内容：国内外の招待講演者による講演および一般講演者による講 u.ac.jp/ISEE/
the Space-Sun-Earth
演(使用言語は英語)
Environmental system in space
定員：200名
and time)」
対象：研究者
参加費：無料

第54回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「安い！早い！納得！耐震補強の方法」
講演者：川端寛文(災害対策室特任技術専門員)
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

第115回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演者：泊 次郎氏(元株式会社朝日新聞社編集委員)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

11月5日(木)

PhDプロフェッショナル登龍門
第1回グローバルビジネス講座

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：00～16：00
講演題目：「グローバル人材 海外で働くということ－20年余にわた
る海外勤務で得た成功と教訓を踏まえて－」
講演者：石田建昭氏(東海東京フィナンシャル・ホールディングス株 PhD登龍門推進室
052-789-5717
式会社代表取締役社長 最高経営責任者)
内容：グローバル化の時代に必要とされる能力等について自身の
経験談も踏まえて講義する
対象：学生、一般
参加費：無料

11月7日(土)

場所： IB電子情報館2階大講義室
時間：14：00～17：30
講演題目：「名古屋で生まれたニュートリノ振動の理論：牧・中川・
坂田のアイデア」
講演者：棚橋誠治(理学研究科教授）
素粒子宇宙起源研究機構ノーベ 講演題目：「スーパーカミオカンデでのニュートリノ振動の発見：現
在・過去・未来」
ル賞緊急講演会
「－素粒子と宇宙の謎を解くカギ 講演者：伊藤好孝(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「なあにい！ニュートリノ軽いでいかんがね！－名古屋
－ニュートリノ振動とは何か？」
で探す暗黒物質－」
講演者：中村光廣(未来材料・システム研究所教授)
定員：300名
対象：学生、一般
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
講師 﨏 隆志
sako@stelab.nagoya-u.ac.jp

11月7日(土)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
環境学研究科地球環境科学専攻 時間：13：00～
内容：全体説明会、パネルによる研究内容の紹介、研究室見学
大学院説明会
参加費：無料

環境学研究科
准教授 中川書子
052-789-3464

11月4日(水)

11月5日(木)

11月7日(土)～
名古屋大学オープンカレッジ
3月12日(土)
「自由奔放！サイエンス－知識・
(期間中の土曜
博学への挑戦」
日 全8回)

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
経済学研究科
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
エクステンション・サービス
るだけわかりやすく伝える
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
対象：中学生以上、一般
参加費：無料
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11月9日(月)、
10日(火)

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
第19回VBLシンポジウム「有機ナ
時間：13：00～16：55(11/9)、9：00～12：45(11/10)
ノ電子デバイスの物理と化学」
参加費：無料(懇親会は3,000円)

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
052-789-5447

11月9日(月)、
11月18日(水)

「理工系学生向け特許庁知財ゼミ」(11/9)
場所：ナショナル・イノベーション・コンプレックス2階小会議室
時間：15：00～18：00
社会貢献人材育成本部ビジネス 対象：理系の学部生、大学院生(修士・博士課程、ポスドク)
人材育成センター B人セミナー番
外編
「クリエイティブリーダーシップ研修」(11/18)
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：13：30～16：00
対象：大学院生、ポスドク、教職員

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6490

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料
11月10日(火)
～1月23日(土) 第31回博物館企画展
(日・月曜日、12 「北の縄文人－豊かな海と山にか
月27日～1月4 こまれて－」
日休館)

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
博物館事務室
時間：13：30～15：00
052-789-5767
講演題目：「北の海にトドを追う－現代のトド猟師－」(11/10)
講演者：高橋 健氏(横浜市歴史博物館学芸員)
講演題目：「木彫りになったクマ－クマと尾張徳川家の意外な関係
－」(12/5)
講演者：大谷茂之氏(北海道二海郡八雲町教育委員会)
参加費：無料
場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：13：00～14：30
国際言語文化研究科
講演題目：「日本語多義動詞の意味分析の方法論の確立をめざし
准教授 鷲見幸美
て」
ysumi@lang.nagoya-u.ac.jp
講演者：森山 新氏(お茶の水女子大学教授)
参加費：無料

11月13日(金)

第47回、第48回日本語教育学講
座講演会

11月13日(金)、
11月20日(金)、
11月28日(土)、
平成27年度防災人材育成研修
12月11日(金)、
防災・減災カレッジ
12月12日(土)、
12月18日(金)、
12月19日(土)

11月14日(土)

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：14：45～16：15
国際言語文化研究科
講演題目：「日本人の言語行動におけるポライトネス－効率的な日
教授 杉村 泰
本語ポライトネス指導を目指して－」
sugimura@lang.nagoya-u.ac.jp
講演者：松村瑞子氏(九州大学教授)
参加費：無料

場所：減災館2階災害対策室、環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～17：00
講演者：都築充雄(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)、
北野哲司(同寄附研究部門教授)、廣井 悠(同准教授)、他
内容：防災基礎研修
定員：60名
参加費：3,000円(防災基礎研修1日＋各コース2日間)、他

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：13：30～16：15
講演題目：「うんちの管理と在宅ケア」
講演者：前川厚子(医学系研究科教授)
平成2７年度鶴舞公開講座
「家族のきずなで健やかに生きる 講演題目：「発達障害をもった子どもとの関わり方－特に家族を中 医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040
－子・親・祖父母で考える家庭内 心に」
講演者：宇野洋太(医学部附属病院助教)、岡田 俊(同准教授)
の医療－」
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

11月14日(土)、
11月28日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
12月12日(土)、 ボタニカルア－トサ－クル
12月19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

［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

博物館事務室
052-789-5767

11月14日(土)
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11月18日(水)

11月19日(木)

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：17：00～18：30
講演題目：「直示とは何か：日本語を例に、その体系と歴史につい
国際言語文化研究科
第34回応用言語学講座公開講演 て」
講演者：金水 敏氏(大阪大学教授)
会
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
第77回客員教授セミナー

11月20日(金)、
12月1日(火)
建築学総合セミナー2015
12月8日(火)

国際言語文化研究科
准教授 志波彩子
shiba@lang.nagoya-u.ac.jp

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：16：00～18：00
講演題目：「大学のガバナンスと教育改革」
高等教育研究センター
講演者：吉武博通氏(筑波大学教授)
内容：教育改革が実効性を高めるためのガバナンスの在り方につ 教授 夏目達也
いて、マネジメントやリーダーシップとの関係も明らかにしつつ検討 052-789-5693
する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：16：30～18：30
講演題目：「Project」(11/20)
講演者：谷尻 誠氏(SUPPOSE DESIGN OFFICE代表)
講演題目：「プロポーションについて」(12/1)
講演者：長谷川 豪氏(長谷川豪建築設計事務所代表)
講演題目：「アジアの都市とアジア的なるもの」(12/8)
講演者：中川 武氏(博物館明治村館長)
対象：一般
参加費：無料

工学研究科
准教授 恒川和久
tsune@nagoya-u.jp

11月20日(金)

工学研究科附属プラズマナノ工学
研究センター大気圧プラズマによ
る超高速・超機能化異種材料接
合オープンプラットフォーム
第9回先端プラズマ技術研究会
(金三会)

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：15：00～17：00
講演題目：「プラズマプロセス後の表面の様子を調べよう」
工学研究科
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
附属プラズマナノ工学研究センター
特任准教授)
052-789-3460
内容：表面反応のモデリングとプロセス後の表面計測手法のノウハ
ウを実例を用いて紹介
参加費：無料

11月20日(金)

永年勤続者表彰式

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

素粒子宇宙起源研究機構
一般相対論誕生100年記念市民
講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：35
講演題目：「一般相対論の誕生」
講演者：佐藤文隆氏(京都大学名誉教授)
講演題目：「アインシュタイン最大の成功？」
講演者：杉山 直(理学研究科教授)
講演題目：「天文観測に見られる相対論効果」
講演者：國枝秀世(本学理事)
講演題目：「重力波の観測に挑む－アインシュタイン100年の宿題
－」
講演者：梶田隆章氏(東京大学教授)
内容：時空理論とその周辺の研究の歴史、展開、そして最前線に
触れる
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
教授 白水徹也
052-789-5577

多元数理科学研究科
2015年度数学公開講座
講座別発表会

場所：多元数理科学棟5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
講演題目：「ユークリッドから現代数学への道」
講演者：大沢健夫(多元数理科学研究科教授)
講演題目：「計算と論理」
講演者：ジャック・ガリグ(同准教授)
講演題目：「素粒子論と現代数学」
講演者：濱中真志(同助教)
定員：100名
対象：高校生、高校教員、一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
052-789-5994

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

11月21日(土)

11月21日(土)

11月21日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
12月19日(土) シャンソンサ－クル
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11月24日(火)

平成27年度第8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階会議室
時間：13：00～14：30
講演題目：「アカデミッククラウドの動向」
講演者：合田憲人氏(国立情報学研究所教授)
内容：国内外の大学におけるクラウド利用の動向を紹介するととも
に、大学におけるクラウド利用を進める上での課題とその解決方 情報推進部情報推進課
052-789-4368
法、さらにクラウドの高度利用に向けた研究事例を紹介する
対象：一般
参加費：無料
［今後の開催予定］
12月22日(火)、1月26日(火)、 2月23日(火)

11月24日(火)

11月25日(水)

11月28日(土)

平成27年度コンベンション開催
支援セミナー

場所：ES総合館1階会議室
時間：14：00～16：00
講演者：藤巻 朗(本学副理事)
対象：本学教職員
定員：70名

文学研究科 大学院入試説明会

場所：文学研究科2階237講義室
時間：18：00～
文系事務部教務課(文学)
内容：出願手続きについて、カリキュラム・研究科概要等について、
052-789-2207
先輩の体験談、他
参加費：無料

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

研究協力部研究支援課
052-789-2039

場所：野依記念学術交流館、IB電子情報館、ES総合館
テーマ：「Innovation for Smart Sustainable Society」

11月27日(金)
～
29日(日)

［市民公開講座］
11月29日(日)
場所：IB電子情報館
International Symposium on
EcoTopia Science '15 (ISETS'15) 講演題目：「スマートハウスで我々の生活はどう変わるのか？(仮
エコトピア科学に関する国際シン 題)」
講演者：岩船由美子氏(東京大学特任教授)、丹羽崇人氏(愛知県
ポジウム2015
環境部地球温暖化対策監)、金森淳一郎氏(株式会社デンソー技術
開発センターマイクログリッド開発室担当部長)
定員：70名
対象：学生、一般
参加費：無料

未来材料・システム研究所
システム創成部門
教授 山本俊行
052-789-4636

11月28日(土)

場所：慶應義塾大学三田キャンパス南館地下4階ディスタンスラー
ニング室(東京都港区)
連携企画「アジアのための国際協
法政国際教育協力研究センター
時間：13：00～18：00
力in法分野2015」
052-789-2325
内容：有志グループ発表、全体討論、講評、他
法整備支援シンポジウム
対象：学部生、大学院生、法科大学院生、一般
参加費：無料

11月30日(月)

場所：国際開発研究科棟8階オーデトリアム
時間：13：00～17：00
総合保健体育科学センター
講演題目：「ネット社会に生きる若者の感性と陥穽－ソーシャル／
こころの絆創膏セミナー2015
承認／オタク－」
「インターネット社会に生きる学生
講演者：谷村 要氏(大手前大学准教授)
への新たな対応－情報意見交換
内容：講演、パネルディスカッション、情報意見交換会、他
会」
対象：教職員、本学学生(講演のみ)
参加費：無料(懇親会費は2,500円)

総合保健体育科学センター
052-789-5778

12月3日(木)

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
国際経済政策研究センター・キタ 講演題目：「最近の金融情勢と展望」
講演者：梅森 徹氏(日本銀行名古屋支店長)
ン会第22回名古屋ビジネスセミ
定員：100名
ナー
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
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12月5日(土)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：00
講演題目：「米国の大学の立場から」
講演者：アンドリュー・エフラット氏(元マサチューセッツ州立大学副
教育発達科学研究科附属高大接 総長)
教育発達科学研究科
講演題目：「米国の中等教育・特別支援教育の立場から」
続研究センター公開講演会
附属高大接続研究センター
「高大を接続する－米国と日本の 講演者：ノーラ・スティーブン氏(元マサチューセッツ州立大学教育
chet@educa.nagoya-u.ac.jp
学部Senior Lecturer)
高大接続の現在と未来－」
講演題目：「日本の高大接続の現状と将来」
講演者：佐々木隆生氏(北星学園大学教授)
対象：高等学校および大学関係者、一般
参加費：無料

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：16：00～17：30
講演題目：「高速道路 四方山話－名神高速道路が全線開通して
50年 高速道路の過去・現在・未来－」
講演者：宮池克人氏(全学同窓会副会長・中日本高速道路株式会 全学同窓会事務局
052-783-1920
社 代表取締役社長CEO)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料
※夕食会は同窓会会員、学士会会員本人のみ(参加費：5,000円)

12月8日(火)

平成27年度全学同窓会
講演会・夕食会

12月19日(土)

場所：博物館2階実験室
ミクロの探検隊
時間：13：00～16：00
「ミクロの世界をのぞいて放散虫
定員：22名
の進化に触れよう！－ 電子顕微
対象：小学5年生以上、一般
鏡のふしぎ」
参加費：500円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館2階展示室
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

12月24日(木)、
博物館コンサート NUMCo
2月27日(土)

「ジャズオーケストラによるクリスマスコンサート」(12/24)
時間：13：00～14：00
演奏曲目：「サンタが街にやってくる」、「雪だるまつくろう」、他
出演：フリーヒルズジャズオーケストラ

博物館事務室
052-789-5767

「ウクレレデュオ」(2/27)
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「ナプアモハラ(花は咲く)」、「メドレー(ふるさと、浜辺の歌
等)」、他
出演：Yeh☆`ie(イェーィエ)、千田初子氏(フラ)

12月25日(金)

1月14日(木)

場所：減災館1階減災ホール、減災ギャラリー、他
時間：10：00～16：00
テーマ：「高校生を対象とした防災リーダーの育成」
平成27年度高大連携高校生防災
講演者：隈本邦彦(減災連携研究センター教授)、他
教育推進事業
内容：各高校の報告・意見交換
高校生防災セミナー
定員：75名
対象：愛知県内の高等学校の生徒、教員
参加費：無料

第5回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

減災連携研究センター
052-789-3468

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：00
内容：シンクロトロン光を利用した研究成果発表、放射光利用者懇 シンクロトロン光研究センター
052-747-6562
談会総会
対象：学生、一般
参加費：無料
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高橋健（ 横浜市歴史
講演会

「 北の海にトドを

名古屋大学博物館講義室

