
平成 27 年度 第 10 回 教育記者会懇談会  

 

              平成２８年２月２４日（水）１４時 00 分～ 

                             広報プラザ 2 階 

 

 

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み 

「ＮＵ ＭＩＲＡＩ２０２０」について 

１ 創薬科学研究館竣工記念行事・式典  創薬科学研究館記念講演会【資料１】 

２ 岡崎 恒子名古屋大学名誉教授の文化功労者顕彰記念講演について【資料２】 

 

Ⅱ 輝け！ 名大生  

３ 奨学留学生のいま 【資料３】  

 

Ⅲ 行事・トピックス 

４ 名古屋大学オープンレクチャー２０１６及び 

   河合塾共催イベント 名大研究室の扉について 【資料４】 

５ アジア法交流館（ＣＡＬＥ新棟）完成記念式典について 【資料５】 

６ 今後の行事予定について【資料６】 

Ⅲ その他 

７ 各賞受賞報告【資料７】 

平成 27 年度 日本学術振興会「育志賞」 及び 

平成 27 年度 名古屋大学顕彰事業「赤﨑賞」について  

８ 次回の開催日程 

 

次回の開催日時についてお知らせいたします。 

日 時：平成 28 年３月２２日（火） 13 時 30 分から 

場 所：名古屋大学 広報プラザ 2 階 

 

以上 

1



2

資料１



平成28年3月3日（ 木） 創薬科学研究館竣工記念行事

＜創薬科学研究館の竣工＞

創薬科学研究科は，名古屋大学に平成24年4月に新たに設置された研究科です。修士課程

（ 定員27名）の開設認可を受けてスタート し，平成26年4月には博士後期課程（ 定員10名）

の開設も認められ，現在に至ります。有機化学（ 創薬有機化学講座），生物科学（ 創薬生物科

学講座）， 構造生物学（ 創薬分子構造学講座） の3 講座（ 9 研究室） に， 2 つの産学協同研究

講座を加えた体制で（ 教員数27名） で教育研究を行っています。

創薬科学研究科はこれまで名古屋大学が培ってきた， 理学・ 工学・ 農学の基盤的学問の伝

統を受け継ぎ， 幅広い視野と高い研究遂行力を身につけた， 次世代の創薬科学研究を先導す

る研究者を養成することをミ ッショ ンとしています。

大学院の開設にあたっては， 名古屋大学の理・ 工・ 農の大学院に所属していた教員と， 外

部の薬学系大学院（ 東大， 京大等） に所属の研究者を集めて， 上述のミ ッショ ンを達成しう

るスタッフで構成しました。

既存の学問分野の垣根を超えた融合教育のカリキュラムを教育の特長とし，研究においても，

有機化学・ 分子細胞生物学・ 構造生物学の最先端の研究を進めると共に， それぞれの強みを

活かした「 分野間融合」 による， 薬のシーズ発見に至る国際的な研究をめざしています。

設立は平成24年でしたが，創薬科学研究科を構成する研究室は，これまで大学内に分散し

て研究活動していました。その後，東山キャンパス内に平成27年8月に6階建て，総床面積

6, 720 m2 の新棟が竣工しました。 1 階には事務室， 図書室， 2 階より上が講義室， 各研究室

スペース， および共通機器室となっています。 また各階に 1 部屋ずつ共用のセミ ナー室が設

けられ， 分野間・ 講座間の情報交換とコラボレーショ ンを加速する仕掛けになっています。

10 月には新建物への移動を終え， ここを新たな研究教育活動の場として， 教職員や研究員，

学生を含め100名を超える構成員が活躍しています。

今般， この建物の竣工を記念し， またご支援頂いた方々 へ創薬科学研究科の更なる発展へ

の思いを示すため， 講演会を伴った記念行事を企画しました。 式典と内覧会・ 懇親会の他，

講演会には， 創薬科学研究における著名なお二人の研究者をお招きします。 演者は大阪大学

の長田重一先生，および北里大学の大村智先生で，お二人とも世界的にご活躍の先生であり，

大村先生には創薬に関する研究でノーベル賞をご受賞されたことは， 皆様のご存知のところ

です。 このような素晴らしい先生方のご講演の機会を感謝しつつ， 今後の創薬科学研究科の

発展へ向け， 教職員一同が， 学内外にこの一連の行事をご案内するものです。

＜竣工記念式典＞

竣工記念式典は， 13: 30から野依記念学術交流館で行います。

こちらは， 名古屋大学執行部と創薬科学研究科教員及び関係者で行います。 総長の挨拶， ご

来賓の方からの祝辞， 施設からの創薬科学研究館の説明， 最後に研究科長からの挨拶を予定

しております。
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＜竣工記念講演会＞

竣工記念講演会は， 14: 30から理学南館の坂田・ 平田ホールで行います。

講演者は， 大阪大学特任教授の長田重一先生と北里大学特別栄誉教授の大村 智先生です。

まずは， 長田重一先生につきまして， ご紹介させていただきます。

長田先生の主な研究テーマは， 細胞死と貪食の分子機構です。

私達の体内では毎日、数10億の細胞が死滅し，マクロファージにより貪食分解されています。

この細胞死の過程は４０年前に見いだされ， 枯葉が木から落ちることを想起させる命名で，

アポト ーシスと呼ばれる細胞のプログラム死です。 例えば我々 の手が独立した指の形を形成

できるのは， このアポト ーシスによって実現されているのです。 その分子機構， 生理作用は

長い間不明でしたが， 長田氏は細胞死を引き起こすサイト カインを発見し， 細胞死の分子機

構・ 生理作用を解明しました。 そして， 体内の不要なものやウィ ルスなどの異物を消化処理

し， 抗原提示する役割も担う白血球の仲間の， マクロファージによって貪食・ 分解される分

子機構を解析しました。 そして， その異常が自己免疫疾患など種々 の病気をもたらすことを

見いだしました。 さらに最近では， 死細胞が貪食されるための“ eat me” シグナルとして働

く フォスファチジルセリンという脂質分子の脂質膜内外の分布を制御するフリッパーゼやス

クランブラーゼを同定するなど， この分野の研究を牽引しています。

長田氏はヒト の細胞に対して細胞傷害作用を持つ抗 Fas と名付けられた抗体によって認識さ

れる分子を単離し， アポト ーシスがサイト カイン受容体様分子(Fas) によって制御されてい

る可能性を指摘し， 実際 Fas に結合するサイト カイン (Fas リガンド) を同定しました。 そ

して， Fas リガンドによるアポト ーシスの生化学的解析から， この過程はカスパーゼと呼ば

れるシステイン・ プロテアーゼのカスケードによって進行することを示しました。 ついで，

カスパーゼが活性化する CAD (casapse-acti vated DNase)と呼ばれる DNA分解酵素を同定し，

アポト ーシス特異的な DNA分解の分子機構を解明しました。 さらに， 長田氏は， 米国で見出

されていたリンパ節や脾臓が腫大化し， 自己免疫疾患を発症するマウスがFas やFas リガン

ド遺伝子に変異を持つことを明らかにしました。 この結果はアポト ーシスが動物の恒常性維

持に必須であることを示す最初の例です。ついで，長田氏は細胞障害性Ｔ -リンパ球がウイル

スに感染した細胞， 癌化した細胞を破壊する際、 Fas リガンドを“ death factor” として用

いていること， この系が過剰になると種々 の組織を破壊することも見いだしました。

アポト ーシスをおこした細胞はマクロファージに貪食・ 分解されますが， マクロファージは

生きている細胞は貪食しません。 つまり， アポト ーシス細胞が“ eat me” シグナルと呼ばれ

るフォスファチジルセリンを細胞表面に出すことによって， マクロファージによる貪食を促

進しますが， フォスファチジルセリンがどのように細胞膜の内側から外側に露出するのかと

いう疑問に対し， 長田氏はカスパーゼによって制御される脂質フリッパーゼ(ATP11C)及びス

クランブラーゼ(Xkr-8)を同定することによって，その疑問に答えを与えました。これによっ

て長田氏がこれまで同定してきたFas リガンドによるシグナルの入力からマクロファージに

よる死細胞の貪食までのアポト ーシスのプロセスが一連の分子メカニズムとして理解されつ

つあります。
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我々 の身体では， 死細胞が効率よく 貪食されなければ， 核やDNA， リン脂質に対する自己抗

体が産生され，全身性エリテマト ーデス(SLE)の症状を引き起こすことを見いだしました。す

なわち， マクロファージに貪食された死細胞はリソソームに移動し， リソソーム内の分解酵

素により分解されますが， 長田氏はリソソーム内でDNAを分解する酵素を同定しました。 そ

して， この酵素が作用しないとマクロファージのリソソームに未分解のDNAが蓄積し， これ

がマクロファージを活性化， I FN (インターフェロン) やTNF(腫瘍壊死因子)などのサイト カ

インを産生させることを突き止めました。 このようにして産生されたI FNやTNFは貧血やリ

ウマチ性関節炎などの慢性的炎症を起こしますが， リソソームに蓄積したDNAによる I FN遺

伝子活性化機構の解析から， この過程にはウイルスによってI FN遺伝子が活性化される際と

同等の機構が作用していることを見いだしました。 これらの成果は死細胞が効率よく 貪食・

分解されなければ， 死細胞のコンポーネント がウイルスや細菌と同じように自然免疫， 獲得

免疫を活性化することを示しています。

以上， 長田氏の生化学・ 分子生物学を駆使した長年の研究は， 免疫の分野のみならず細胞生

物学， 基礎医学の研究に大きな衝撃を与え， 新展開をもたらしています。 このことは彼の６

報の原著論文が1000 回以上引用されていること， ２報の総説が3200 回以上引用されている

ことからも明らかです。長田氏の業績に対して，ドイツから，ベーリング賞（ 平成6年)，コ

ッホ賞（ 平成７年)、 フランスからラッカサーニュ賞（ 平成9 年)、 朝日賞 (平成10 年)、 恩

賜賞・ 学士院賞（ 平成12 年） などの賞が与えられ， 平成13 年には文化功労者として顕彰さ

れています。 また２０１３年には慶応医学賞を受賞， 2015年には米国科学アカデミ ーの会員

に選出されています。

長田重一先生と名古屋大学創薬科学研究科とのつながりですが， 今回， 講演者として長田重

一先生を推薦したのは， 創薬科学研究科の藤吉好則特任教授です。

藤吉特任教授が京都大学にいたころに， 医学研究科の教授であった長田先生とは大学の発展

を目指したプロジェクト を一緒に企画してきており， 共同研究も行ってきました。 最近では

上記“ eat me” シグナルであるフォスファチジルセリンの細胞表面での局在を制御する脂質

フリッパーゼ(ATP11C)の構造と機能の研究を行うために， 共同研究を行っています。

今回の竣工記念行事では，

「 細胞死と細胞膜の非対称性」

という演題でご講演いただきます。

**********************************************************

大村智先生のご功績については， すでに多く の方がご存じかもしれませんが， 簡単にご説明

いたします。

大村智先生は， 微生物の産生する化合物の探索研究を行い， これまでに数百種類の新規化合

物を発見しており， 医薬品や生命科学のためのツールとしてたく さんのものを実用化されて

おります。
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「 線虫の寄生によって引き起こされる感染症に対する新たな治療法に関する発見」 により，

ウィ リアム・ キャンベルと共に2015年ノーベル生理学・ 医学賞を受賞しました。 1979年に

大村らにより静岡県伊東市川奈の土壌から分離した放線菌より， 抗寄生虫薬アベルメクチン

が発見されました。 このアベルメクチンをもとにして， イベルメクチンが開発され， イヌの

フィ ラリア症の予防薬として1981年に発売されました。その後，イベルメクチンがヒト のオ

ンコセルカ症に著効を示すことが明らかとなり， オンコセルカ症およびリンパ系フィ ラリア

症の予防，治療薬として，WHO（ 世界保健機関） の指導のもとに，アフリカを中心とした流行

地域での撲滅作戦に使用されています。 イベルエクチンのヒト 用製剤（ メクチザン） はメル

ク社から無償提供されています。 （ 参考文献１） 。 これらの取り組みにより， 中南米， アフ

リカの多く の地域でオンコセルカ症の感染終息がみられ， WHOにより撲滅が宣言されている

地域もあります（ 参考文献２） 。

参考文献１： 第12回マクロライド新作用研究会記録

（ http: //www. anti bi oti cs. or. j p/MLs/12th/12th_MLs_106. pdf）

参考文献２： MSDホームページ

（ http: //www. msd. co. j p/responsi bi l i ty/gl obal /mecti zan/i ndex. xhtml ）

大村智先生と名古屋大学創薬科学研究科とのつながりですが， 今回， 講演者として大村智先

生を推薦したのは， 創薬科学研究科の福山透特任教授です。

福山特任教授がハーバード大学に居た頃に岸義人先生のところに大村先生が立ち寄られ， 岸

先生のアパート で一緒に夕食を食べたのが， 大村先生と福山特任教授の初対面でした。

福山特任教授が日本に帰国後も， 学会などでは言葉を交わし， ５年半前に一度， 一緒にゴル

フをしたこともあるそうです。 また， 加藤記念バイオサイエンス振興財団で， 大村先生は今

は名誉理事になられましたが， 福山特任教授も評議員や， 現在は理事をやっており， 年に一

度は顔を合わせて談笑する， という関係です。

現在は福山研の横島准教授が指導する学生が， 過去に大村先生の発見した化合物の合成を行

っております。

今回の竣工記念行事では，

「 特異な生物活性を有する微生物代謝産物の発見と創薬」

という演題でご講演いただきます。

**********************************************************

竣工記念講演会を行う坂田・ 平田ホールは， 席数の関係上， 基本的には， 竣工記念行事への

参加者だけでほぼ満席近く となってしまいます。

せっかく の著名なお二人の先生のご講演を聞く ことができる機会ですので， 名古屋大学内の

野依記念学術交流館と経済学部カンファレンスホールにサテライト 会場を用意いたしました。

名古屋大学の教職員， 学生等はもちろん， 一般の方， 高校生等の， 講演を聞きたい方には，

ぜひこちらのサテライト 会場で同時中継による講演をお聞きいただければと思います。

事前予約は不要で， 参加無料となっております。
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＜創薬科学研究館内覧会・ 祝賀会＞

竣工記念講演会のあとは， 創薬科学研究館の館内案内と祝賀会を， 17: 30 より創薬科学研究

館で行います。 こちらは関係者のみで行います。
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〒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 2 月 24  日 

名古屋教育記者会各社 殿 

岡崎恒子名古屋大学名誉教授文化功労者顕彰 

を祝す会 

平成 27 年秋の褒章におきまして、本学名誉教授岡崎恒子先生が文化功労者顕彰を受け

られました。この栄誉をたたえる特別教授称号授与式を行うとともに、岡崎恒子先生の

講演会、パネル討論会、祝賀会を開催いたしますので、お知らせいたします。 

  

岡崎恒子先生の多数あるご業績の中でも、夫であり共同研究者でもある岡崎令治先生と

ともに発見された“岡崎フラグメント”は、分子生物学の大発見として広く知られてい

ます。講演会においては、岡崎恒子名誉教授よりその偉大なご研究に関して貴重なエピ

ソードを交えながら特別講演をしていただきます。岡崎恒子先生は、名古屋大学教授で

あった令治先生が４４歳で病死された後、お二人の小さなお子さんを育てつつ、生体内

での DNA 複製機構の激しい世界競争の中で、令治先生とともに提唱されていた不連続複

製機構の仮説を見事に実証されました（配布資料 1）。 

  

また、女性研究者をはじめ、女性が各界のフロンティアで活躍するには、どういった問

題と向き合わないといけないのか、女性が活躍すると何が起るのかなどにつきまして、

「女性トップリーダーが創る未来」というタイトルで、日本を代表する各界の女性トッ

プリーダーをパネリストにお迎えしてパネル討論会も行います。 

  

平成 28 年 3 月 23 日当日のプログラム、写真撮影時間などにつきましては、配布資料 2

およびチラシをご覧ください。 

 

＜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 

＜研究内容＞ 

名古屋大学大学院理学研究科 庶務係 

研究科長 松本邦弘; 教授 森 郁恵 

TEL：052-789-2394 

FAX: 052-789-2800 

E-mail: kawamoto.yuko@adm.nagoya-u.ac.jp 
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2016 年 3 月 23 日 
岡崎恒子名古屋大学名誉教授文化功労者顕彰を祝す会 

     

岡崎恒子先生のプロフィール    配布資料１ １ 

 

★ 名古屋大学理学部に入学、岡崎令治先生と出会い、結婚 

女性が研究者として自立することなど誰もが考えないような時代、岡崎恒子先

生は、愛知県名古屋市に生まれ、愛知県立旭丘高等学校を卒業した。1956 年名

古屋大学理学部に入学し、新しい分子生物学の問題に挑戦しようと情熱を燃や

していた岡崎令治先生と出会い、大学卒業後に結婚。このご結婚は、共同研究

者とともに大きな科学研究に挑む人生の始まりを意味していた。 

 

★分子生物学の勃興期に渡米、DNA 複製機構研究の世界の中心を知る 

58 年名古屋大学大学院理学研究科修士課程を修了後、分子生物学を志した岡崎

令治・恒子先生は、60 年、フルブライト留学生として渡米、ワシントン大学（セ

ントルイス）のストロミンジャー博士の研究室にて実験を行った。1 年 3 ヶ月後

に、スタンフォード大学に移り、DNA 複製酵素を発見した A.コーンバーグ博士

（59 年ノーベル医学生理学賞）の研究室にて、DNA 複製機構の研究に従事した。

63 年、岡崎令治先生が、名古屋大学理学部化学科の助教授として帰国するのに

伴って、恒子先生も帰国。同年名古屋大学大学院理学研究科博士課程を修了、

理学博士。 

 

★岡崎フラグメントの発見 

63 年帰国後は、新しい研究室を立ち上げた。恒子先生は博士課程修了後に、第

一子を出産。64 年に学術振興会奨励研究員として研究を再開し、65 年名古屋大

学理学部助手になった。この時期に、生体内の DNA 複製の仕組みに取り組む。

当時、試験管内では DNA 複製酵素による伸長反応は 5’→3’方向のみであるこ

とが明らかになっていた。ところが、生体内の二重らせん DNA は両鎖とも複製

される。どうやって、5’→3’と 3’→5’の両方向に DNA 鎖を伸長するかとい

う問題は、当時の DNA 複製研究における最大の謎であった。岡崎恒子先生は令

治先生とともに、この謎に果敢に挑戦し、生体内では、のちに岡崎フラグメン

トと呼ばれる、5’→3’方向に合成される短い DNA 鎖が連結することで、二重

らせん DNA の複製が可能になることを見出した。 
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2016 年 3 月 23 日 
岡崎恒子名古屋大学名誉教授文化功労者顕彰を祝す会 

     

                            配布資料１ ２ 

 

★研究室主宰者として研究チームを牽引し、岡崎フラグメントによる不連続複

製機構を実証 

1973 年に、第二子を出産。75 年に岡崎令冶教授が白血病で急死された。まだ 44

歳だった。当時助手だった岡崎恒子先生は、76 年名古屋大学理学部附属分子生

物学研究施設助教授になったが、海外から「岡崎フラグメントの存在自体は、

不連続複製を証明していない」などの幾多の批判にさらされる状態が続いた。

そのような最先端研究の激しい世界競争の中にあっても、ふたりのお子さんを

育てながら、研究室メンバーを率いて実験に実験を重ねていった。そして、最

終的に、岡崎フラグメントの合成を開始するためのプライマーRNA の構造を決定

し、不連続複製機構の全容を実証した。83 年教授。96 年名古屋大学大学院理学

研究科生命理学専攻教授。97 年名古屋大学名誉教授、学校法人藤田学園藤田保

健衛生大学教授。2004 年日本学術振興会ストックホルム研究連絡所センター長。

08 年株式会社クロモリサーチ代表取締役社長。 

 

 

主な受賞歴 

1986年 中日文化賞 

2000年 ロレアル・ヘレナ・ルビンスタイン賞（現ロレアル・ユネスコ女性科 

     学者賞、日本人初）、紫綬褒章 

2003年 東海テレビ文化賞 

2015年 文化功労者顕彰（女性科学者として二人目） 
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2016 年 3 月 23 日 
岡崎恒子名古屋大学名誉教授文化功労者顕彰を祝す会 

     

配布資料２ 

 

３月２３日 スケジュール（写真撮影可能時間） 

 

10:00 ~     挨 拶      名古屋大学 総長 松尾 清一 

      特別教授称号授与式    名古屋大学名誉教授 岡崎恒子 

（総長挨拶、特別教授称号授与式） 

 

10:15 ~     特別講演      名古屋大学名誉教授 岡崎恒子 

     「岡崎フラグメントと不連続複製機構 －仮説が実証されるまでー」 

（松本邦弘理学研究科長による岡崎先生の紹介、岡崎先生のご講演前と後） 

 

11:15 ~   パネル討論会 「女性トップリーダーが創る未来」 

 12:30     パネリスト  

               坂東眞理子 昭和女子大学 学長 

         吉村美栄子  山形県知事 

         小谷 元子 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構長 

               束村 博子 名古屋大学 男女共同参画室長 

               森   郁恵  名古屋大学 大学院理学研究科 教授 

  

      進行役 

        佐々木成江  名古屋大学 大学院理学研究科 准教授 

（パネル討論会開始前と後） 

 

12:30 ~    祝賀会 （会費 4000円） 

 14:00 

（祝賀会主賓挨拶、花束贈呈時） 

 

会場：理学南館大講堂 坂田・平田ホール（講演会、パネル討論会） 

           １階 セミナー室（祝賀会） 

問い合わせ：名古屋大学 大学院理学研究科 庶務係 Tel:052-789-2394 

                                                 Fax: 052-789-2800 
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国(地域)別留学生・外国人研究者等受入状況

平成26年度
地域区分 国（地域）名 留学生 外国人研究者等 合計

インド 20 24 44
インドネシア 82 35 117
韓国 206 58 264
カンボジア 59 11 70
シンガポール 7 16 23
スリランカ 6 0 6
タイ 35 54 89
台湾 58 36 94
中国 917 141 1,058
ネパール 10 3 13
パキスタン 6 2 8
バングラデシュ 29 6 35
東ティモール 1 0 1
フィリピン 30 7 37
ブータン 2 0 2
ベトナム 68 41 109
マレーシア 58 17 75
ミャンマー 20 12 32
モンゴル 33 30 63
ラオス 11 3 14

計 1,658 496 2,154
カナダ 5 18 23
米国 43 128 171

計 43 128 171
アルゼンチン 1 2 3
エクアドル 2 0 2
エルサルバドル 2 0 2
コスタリカ 1 0 1
コロンビア 2 0 2
ジャマイカ 1 0 1
チリ 3 4 7
パナマ 1 0 1
ブラジル 32 6 38
ベネズエラ 2 0 2
ペルー 4 0 4
ボリビア 5 0 5
ホンジュラス 2 1 3
メキシコ 6 4 10

計 64 17 81
アイルランド 0 2 2
アゼルバイジャン 1 0 1
アルメニア 2 0 2
イタリア 4 19 23
ウクライナ 2 2 4
ウズベキスタン 42 5 47
英国 11 47 58
エストニア 2 1 3
オーストリア 4 4 8
オランダ 4 16 20
カザフスタン 3 0 3
ギリシャ 2 9 11
キルギス 5 0 5
クロアチア 1 0 1
スイス 5 11 16
スウェーデン 9 14 23
スペイン 3 7 10
スロバキア 1 4 5
セルビア 1 1 2
タジキスタン 1 0 1
チェコ 2 3 5
デンマーク 0 4 4
ドイツ 31 51 82
ノルウェー 1 7 8
ハンガリー 4 3 7
フィンランド 2 7 9
フランス 31 30 61
ブルガリア 2 0 2
ベラルーシ 0 1 1
ベルギー 0 4 4
ポーランド 4 4 8
ラトビア 1 0 1
リトアニア 1
ルーマニア 1 1 2
ルクセンブルク 1 1 2
ロシア 6 17 23

計 189 276 465
オーストラリア 15 25 40
ニュージーランド 3 1 4
パプアニューギニア 1 0 1

計 19 26 45
アフガニスタン 20 2 22
イエメン 1 0 1
イスラエル 2 1 3
イラク 3 2 5
イラン 4 11 15
オマーン 0 2 2
サウジアラビア 2 3 5
シリア 2 0 2
トルコ 15 6 21

計 49 27 76
アルジェリア 0 1 1
ウガンダ 2 0 2
エジプト 10 9 19
エチオピア 3 2 5
ガーナ 3 1 4
カメルーン 2 1 3
ケニア 8 3 11
コートジボワール 1 1 2
コンゴ民主共和国 2 5 7
ザンビア 2 1 3
ジンバブエ 2 0 2
スーダン 0 1 1
セネガル 2 2 4
タンザニア 1 1 2
チュニジア 2 0 2
トーゴ 0 1 1
ナイジェリア 5 0 5
ベナン 1 0 1
ブルキナファソ 0 2 2
マダガスカル 3 0 3
マラウイ 1 0 1
南アフリカ 0 4 4
モザンビーク 1 1 2
レソト 1 0 1

計 52 36 88
合計 2,074 1,029 3,103

アフリカ

北米

アジア

大洋州

中南米

中東
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資料３



 

 

皆様、こんにちは。私は名古屋大学理学部二年生のグエンタイソンと申します。ベトナムからの

留学生で、名古屋大学基金の奨学金をいただいています。本日は、皆様に感謝の気持ちをお伝え
つ た え

する
す る

機会をいただけて、非常に光栄
こうえい

です。皆様、まことにありがとうございます。これから、私
が今まで日本ですごした一年半についてお話ししたいと思います。 

 

私はベトナムの考え方や物の見方にとらわれない環 境
かんきょう

のもとで勉強したいと思い、外国の 

大学を第一
だいいち

希望
き ぼ う

にしていました。そんな中、幸運
こううん

にも名古屋大学の G３０国際プログラムにめぐ

りあうことができました。名古屋大学は日本国内に限ら
か ぎ ら

ず
ず

、世界的な名門大学で、科学研究と

教 育
きょういく

の
の

場
ば

としてノーベル 賞
しょう

受 賞
じゅしょう

者
しゃ

や数々の有名
ゆうめい

な人
ひと

を世の中
よ の な か

に送り出してきました。ですか

ら、私は名大生になれたことを大変な名誉
め い よ

だと感じています。 

 

いつも大学の皆様は色々な事で私をたすけてくださいます。特に、いただいた奨学金は、 

自分の夢を実現
じつげん

する大きな励まし
は げ ま し

になっています。心より感謝しております。皆様の支え
さ さ え

が、将

来に対する
た い す る

不安な気持ちを軽く
か る く

してくれていると感じます。 

 

私の夢は物理学の研究者になることです。子供の頃から、ずっと自然
し ぜ ん

現 象
げんしょう

に興味を持ってきまし

た。父と夜空を見上
み あ

げながら、多くの疑問
ぎ も ん

をもちました。あの星はどうしてあんなに強く光る
ひ か る

の

だろう、宇宙
うちゅう

はどうなっているのだろうと、私は宇宙と物質
ぶっしつ

のことをもっと知りたくなりまし
た。高校を卒業するころには、大学とそのごの専門分野を天体物理学にしようと決めました。そ
して今、日本に来て、物理学を勉強しています。 
 

日本に来たばかりのとき、日本のすばらしい技術
ぎじゅつ

を見て、ベトナムの技術はまだまだ低いことに

気がつきました。このことから、いい科学者になることに加え
く わ え

て
て

、ベトナムの科学教 育
きょういく

の発展に

貢献
こうけん

することも、私の目 標
もくひょう

になりました。 
 

この夢を実現するために、今一生懸命勉強しています。今年の春休みから、大学生の私でもでき

るような、簡単なカオス理論に関する
か ん す る

研 究
けんきゅう

プロジェクトを、始めたいと思っています。少しで

も、創造
そうぞう

的な発想
はっそう

ができるようになるために、研究経験をつみ、専門知識
ち し き

を深め
ふ か め

たいと思ってい
ます。私は名古屋大学で一年半すごしましたが、研究はまだ始まったばかりです。これからたく
さん難しい問題があると思いますが、くじけないで頑張ります。 
 

皆様からいただいている、奨学金のおかげで、私は毎日学業に励む
は げ む

ことができます。 
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家族、大学、そして皆様からの期待
き た い

にこたえられるように、一生懸命夢に向かっ
む か っ

て
て

努力
どりょく

していき

たいと思います。皆様、改め
あらため

まして、本当にありがとうございます。 
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浅川 晃広 石川 健治
国際開発研究科 講師 工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター 特任教授

伊藤 信博
国際言語文化研究科 助教

笹原 和俊
情報科学研究科 助教

中村 光廣
未来材料・ システム研究所 教授

本道 栄一
生命農学研究科 教授

現代の難民問題に
ついてのはなし

身近なプラズマの
はなし

食物や植物が地獄に
落ちて、苦しむ
絵巻のはなし

役に立つ？素粒子

- 軽すぎるニュートリ ノと
宇宙線による
大型構造物の透視 -

コウモリ と私たちの
生活のはなし

Twitter で読み解く
人間行動のはなし

･般の･を対象に

研究をわかりやすくお

話しします。少･数の講義

スタイルで、･学・研究者・

最先端研究が･近に感じら

れるこの機会に、ぜひ

ご参加下さい。

3/21（ 月･休）

14:30～15:00 受付
15:00～15:20 名古屋大学概要説明
15:30～17:00 公開講義 ※公共交通機関をご利用下さい

（ 理学南館 坂田･平田ホール）

（ 各講義室 :当日ご案内します）

お申し込み方法：

名古屋大学 学術研究・ 産学官連携推進本部

HP「 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/openlecture/ index.html」 から、

希望の講義を一つ選択し、 必要な情報をご登録下さい（ ※先着順）

0 5 2 -7 4 7 -6 7 9 1

ほか

入場
無料

要事前
申込み

名古屋大学
オープンレクチャー
2016

名古屋大学
オープンレクチャー
2016

お問い合わせ：   17

資料４



地下鉄
「 名古屋大学」

２番出口

※公共交通機関をご利用下さい

ATM
IB電子情報館

身近なプラズマの
はなし

現代の難民問題に
ついてのはなし

食物や植物が地獄に
落ちて、苦しむ
絵巻のはなし

Twit ter で読み解く
人間行動のはなし

笹原 和俊
情報科学研究科 助教

役に立つ？素粒子 コウモリ と私たちの
生活のはなし

本道 栄一
生命農学研究科 教授

中村 光廣
未来材料・ システム研究所 教授

石川 健治
工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター 特任教授

浅川晃広
国際開発研究科 講師

伊藤 信博
国際言語文化研究科 助教

オーロラなど神秘的で美しくもあるプラズマは、気体に電気

エネルギーを与える発生します。宇宙から原子スケールの現

象、エネルギー・ 半導体・ 環境・ 新素材・ 医療・ バイオな

どへの応用、それらツールとしての役割や現象の魅力につ

いてお話しします。

2015年に多くのシリア難民がヨーロッパに流入したことに

見られるように、難民問題は世界的な課題になっています。

また 本日 でも難民認定申請者が増加しています。現代の難

民問題について分析し、解決への道筋について考えていき

ます。

ソーシャルメディアの登場によって人々 がそれぞれの「 いま」

を伝え、「 共感」 でつながる時代になりました。 Twitterなど

の大規模ソーシャルデータを分析して「 見える化」することで、

ネット時代の人間行動を読み解きます。

町時代室 の 作品文学 には、植物や食物が擬人化され争う作

品があります。また、大根、蕎麦など食物が地獄に落ち、

苦しみ、僧に救いを求める作品も生まれました。このような

作品と 時流行当 した「 絵解き」 の関連性を再現も交えなが

ら探ります。

コウモリってどんな動物でしょう？最近、コウモリは危ない病

原体を持っていることが 道報 されるようになってきました。

吸血鬼のように本当に怖い動物なのでしょうか？今回はコウ

モリの 態生 を知り、どうやって仲良くしていくかについて考え

てみましょう。

名古屋大学が行なってきたニュートリノの研究を紹介と、研

究のために開発した素粒子測定装置・ 原子核乾板の予想外

の使い方： 宇宙線を使ったレントゲン写真についても紹介

します。

- 軽すぎるニュートリ ノと宇宙線

による大型構造物の透視 -

3/ 21（ 月･休）

14:30～15:00受付
15:00～15:20名古屋大学概要説明
15:30～17:00公開講義

（ 理学南館 坂田･平田ホール）

（ 各講義室:当日ご案内します）

ほか

お申し込み方法：

お問い合わせ：   0 5 2 -7 4 7 -6 7 9 1

HP「 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/openlecture/index.html」 から、

希望の講義を一つ選択し、 必要な情報をご登録下さい（ ※先着順）

名古屋大学
オープンレクチャー2016

入場
無料

要事前
申込み

名古屋大学 学術研究・ 産学官連携推進本部 18



平成 27 年 10 月 28 日(水) 

 

名古屋大学オープンレクチャー2016 

企画書（案） 

 

学術研究・産学官連携推進本部 

地域連携・情報発信グループ 

 

1．概要 

（１）タイトル：名古屋大学オープンレクチャー2016 

 （２）対象：一般（主に高校生） 

 （３）日程：3 月 21日（月・休） 

 （４）会場：坂田・平田ホール 

（５）想定規模：全 210 名  受講者：20～30 名／クラス 

クラス数：6～8 クラス 

 

2．当日スケジュール 

15：00～15:20   大学概要説明（坂田・平田ホール） 

・挨拶：（5 分） 

・スケジュール案内：成 URA（2 分） 

・大学広報（10 分）：（広報渉外課） 

（移動案内 3分） 

～15:30（移動・休憩） 

15：30～17:00   特別授業【各教員】（移動時間を含む） 

・研究内容について講義または講演、形式は教員の判断。オプションとして研究室見学、実験体験をセットに

することも可能。 

 

3．特別授業 

 授業内容は担当教員の判断で決定してもらうが、対象が一般であることを念頭に下記を参考。 

（１）公的資金に採択された研究内容について講義 

 一般の方が理解できる内容にアレンジ可能であれば、研究内容について講義する。 

（２）採択された研究課題が一般の方には難解であり、アレンジが困難な場合は研究目的（何故その研究を進

めようと思ったか）、研究効果（研究の成果が得られた場合、何がどう変わるのか）等について説明。 

（３）一方的な講演とならないよう質疑応答の時間を設ける等、受講者との対話を心掛ける。 

 

４．講義室 

 原則、学術研究・産学官連携推進本部で東山キャンパス内に用意 

（講師側で準備したい場合は、講師が担当） 

 

5．参加者募集方法 

 Web 掲載及びプレスリリース。東海三県の高校へチラシを郵送すると共に各高校に参加依頼を行い、重点的

に応募をかける。 

19



平成 27 年 10 月 28 日(水) 

 

5.1 告知 Web アドレス 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/openlecture/index.html 

 

6．実施スケジュール（予定） 

 12 月 7日～12 月 22 日    参加講師募集（メール） 

 1 月 7 日           講師への依頼 

 1 月 15 日         タイトル・授業概要案締切（講師） 

 1 月 20 日         タイトル・授業概要決定 

1 月 21 日         HP 作成開始 

 1 月 22 日         ちらしデータ完成 

 1 月 25 日～3月上旬    広報活動実施 

2 月下旬         プレスリリース（総長記者懇） 

 1 月～2月         高校を中心に広報 

 1 月 25 日         HP 運用開始 

 2 月 1 日～3月 20 日    申込み受付期間 

 3 月 21 日         イベント実施 

 

7．イベント支援体制 

学術研究・産学官連携推進本部 

地域連携・情報発信 G（イベント企画・運営管理、チラシ作成、広報、ＨＰ作成） 

研究協力部研究支援課（事務手続き、イベント運営支援） 

総務部広報渉外課（当日の大学概要説明、広報支援） 
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〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL: 052（ 789） 5111（ 代表）
http: //www. nagoya-u. ac. j p/

平成28年2月24日

名古屋教育記者会各社 殿

河合塾共催

「 名大研究室の扉ｉ ｎ 河合塾」

平成28年度 開催概要 決定

国立大学法人名古屋大学（ 名古屋市千種区不老町） は学校法人河合塾（ 名古屋市千種区今池2－1－

10） と覚書を交わし、平成26年度から共催イベント「 行きたい想いが加速する 名大研究室の扉ｉ ｎ

河合塾」 を開催しています。 中学、 高校生への研究情報発信を強化することで、 適切な大学、 学部へ

の進学支援を進めていきます。 本イベント 事前告知へのご協力と当日取材をお願いいたします。

行きたい想いが加速する

名大研究室の扉ｉ ｎ 河合塾
概要

開催時期： 平成28年5月から開催

平成28年度は6回開催予定（ 平成28、 29年度で12回、 全9学部を紹介）

イベント 内容： 講師による研究紹介、 大学院生による研究と大学生活の紹介、 講師との懇談会

14時から 16時までを予定

開催場所： 河合塾 千種キャンパス 千種校（ 名古屋市千種区今池2－1－10）、

名駅キャンパス 名古屋校（ 名古屋市中村区椿町2－1）

共催： 国立大学法人名古屋大学、 学校法人河合塾

平成28年度 参加学部と講師：

第13回 理学部 渡邊 誠一郎 大学院環境学研究科・ 教授

第14回 経済学部 花薗 誠 大学院経済学研究科・ 准教授

第15回 工学部 鳴瀧 彩絵 大学院工学研究科・ 准教授

第16回 農学部 池田 素子 大学院生命農学研究科・ 教授

第17回 医学部 寺﨑 浩子 大学院医学系研究科・ 教授

第18回 文学部 周藤 芳幸 大学院文学研究科・ 教授

（ ※詳細は4月1日に発表いたします）

http: //www. ai p. nagoya-u. ac. j p/publ i c/i n/i ndex. html

申込方法： 受付開始は4月１日（ 金）

河合塾のWeb、 電話、 窓口で受付、 Webは下記アドレスから、

www. kawai -j uku. ac. j p/entry/ 

名古屋大学 学術研究・ 産学官連携推進本部 地域連携・ 情報発信グループ
担当： 成 玖美（ そん く み）、 戸次 真一郎（ べっき しんいちろう）
TEL： 052-747-6791, 6527 FAX： 052-747-6002 
E-mai l : outreach@ai p. nagoya-u. ac. j p
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平成 28 年 2 月 24 日(水) 

 

平成 28 年度 河合塾共催イベント 

 

行きたい想いが加速する 

名大研究室の扉ｉｎ河合塾 

 

学術研究・産学官連携推進本部 

1．本イベントの特徴 

中学、高校生への研究情報発信を強化することで、適切な大学、学部への進学支援を進めていきます。 

（１）大学の研究を見据えて進学することで就職も含めた将来への広い視野を持って進学先を選ぶことが出

来ます。 

（２）大学の研究に携わる先端研究者だけでなく、大学院生も講師として加わることで学部、そして大学院

まで含めた研究生活を知ることが出来ます。 

（３）懇談会では大学教員と大学院生に直接質問することが出来ます。大学進学を目指す皆様の様々な疑問、

質問にお答えします。 

2．イベント構成（イベント全体で 2時間程度） 

（１）各学部に所属し活躍する研究者に、大学で行っている研究について 60 分間講演を行い、質疑応答を

行います。 

（２）大学院生 2 名が各 15 分、大学生活や研究について講演を行います。 

（３）参加講師 3 名と参加者の間で懇談会を 30分程度行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

3．参加者の感想（お客様シートから感想を抜粋） 

・大学教授の話を聞く機会はめったにない。研究を社会で生かすため、物理や化学も総合的に学びたくなった(H26 工） 

・大学でのやれることの広さを知れた。また学ぶことの価値観が変わった。(H26 理） 

・目指したい先輩の生の声を聞けてよかったです。やっぱりすばらしい(H26 理） 

・目からうろこがたくさん落ちました。今後もこういう企画をしていただけるとありがたいです（文） 

・多方面からの研究すごいと思いました。日本史の教科書への見方が変わりました（文） 

・「自分の夢を大切にする」ということの重要性に気づきました(農) 

・院生の方がどんな思いで研究をしていらっしゃるか、また大学での生活についてもイメージが持てたと思います(農） 

・経済学とはどのようなものか分かった（経） 

・院生にも教授にもお話が聞けて非常にモチベーションが高まったし、あこがれの気持ちは高まった。絶対に名古屋大学で経済学を学びたいです（経） 

平成27 年9 月第11 回 法学部 講演する法学研究科大学院生 平成 27 年 6 月第 8 回理学部 懇談会で参加者と談話する大学院生
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平成 28 年 2 月 24 日(水) 
・臨床しながら研究もすることができるのだと初めて知りました。これも 1つの選択肢にしようと思います。（H26 医） 

・将来、何を研究したいのかを考えるきっかけになったと思う（H27 工） 

・とても難しいことを研究しているのに、楽しそうにお話しされていたので、自分もいつかそうなれればいいなと思った（H27理） 

・講演会後の懇談会での個別事例の話が大変参考になりました（H27 医） 

・非教員養成系の教育学部での研究をあまり知らなかったので、それがわかってよかった（教） 

・法学部イコール法曹のイメージがありましたが、色々な職にも向いていることがわかった（法） 

・自分も将来どの分野に進むか悩んでいるので、参考になりました（情） 

・大学院生の講演を聞いて、社会のシステムを管理している感じで面白そうだと思いました（情） 

4．平成 28 年度の概要 

5 月 29 日（日） 会場 河合塾 名古屋校 

第 13 回 理学部  「惑星の誕生に迫る ―小惑星探査機はやぶさ 2 の挑戦―」  

講師 環境学研究科     渡邊誠一郎（わたなべ せいいちろう）教授 

 

 

6 月 12 日（日）  会場 河合塾 千種校 

第 14 回 経済学部 「ゲーム理論で「談合」を科学する」 

講師 経済学研究科    花薗 誠（はなぞの まこと）准教授  

 

 

7 月 3 日（日）   会場 河合塾 千種校 

第 15 回 工学部  「再生医療を加速する工学：人工たんぱく質をつくる」 

講師 工学研究科    鳴瀧 彩絵（なるたき あやえ）准教授 

 

 

8 月 28 日（日） 会場  河合塾 千種校 

第 16 回 農学部  「活躍する昆虫ウイルス」 

講師 生命農学研究科   池田 素子(いけだ もとこ)教授 

 

 

9 月 11 日（日） 会場 河合塾 名古屋校 

第 17 回 医学部  「iPS 細胞やプラズマなど再生医療の進歩が目覚ましい眼科」 

講師 医学系研究科   寺﨑 浩子（てらさき ひろこ）教授 

 

10 月 30 日（日） 会場 河合塾 名古屋校 

第 18 回 文学部  「ヘレニズム文明を発掘する」 

講師 文学研究科   周藤 芳幸（すとう よしゆき）教授 

 

5．平成 29 年度開催予定 

医学部（保健学科、医学科）、教育学部、理学部（化学科、生命理学科）、法学部、 

工学部（物理工学科、電気電子・情報工学科）、情報学部 

※平成 29 年度の開催順は未定 
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資料５



アジア法交流館落成記念式典（案） 

2016 年 2 月 17 日 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター 

 

日時：2016 年 3 月 11 日（金）13：00～18：30 

 

■13：00～14：30 記念式典・記念講演会 

会場： アジア法交流館（2F）アジアコミュニティフォーラム 

言語：日本語・英語（同時通訳） 

 13：00～13：05 開会の辞 神保文夫（名古屋大学大学院法学研究科長） 

13：05～13：10 総長挨拶 松尾清一（名古屋大学総長） 

13：10～13：25 来賓挨拶 前川喜平（文部科学省文部科学審議官）（予定） 

              赤根智子（法務省法務総合研究所長） 

              柳沢香枝（独立行政法人国際協力機構理事） 

 13：25～13：30 来賓紹介、祝電披露 

13：30～13：55 記念講演「ASEAN 共同体発足と日本」 

 AKP.モクタン（ASEAN 本部事務次長） 

13：55～14：10 新棟説明・寄附者紹介 

小畑郁（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長） 

脇坂圭一（名古屋大学施設計画推進室准教授） 

高取千佳（名古屋大学大学院環境学研究科助教） 

 14：10～14：25 玄関へ移動 

14：25～14：30 テープカット、閉会 

  

■15：00～17：00 内覧会 

言語：日本語・英語（逐次通訳） 

茶会（招待者のみ）、コミュニケーションガーデン植樹式、施設見学（各グループに分か

れて案内） 

 

■17：00～18：30 レセプションパーティー 

会場：アジア法交流館（2F）アジアコミュニティフォーラム 

言語：日本語・英語（逐次通訳） 
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アジア法交流館落成記念国際シンポジウム 
2015 年度名古屋大学「法整備支援の研究」全体会議  

 
『アジア－日本「法協力」の新時代――教育と研究の交錯と発展――』 

プログラム 

 

日時： 2016年3月12日（土）9:50～18:00 

会場： 名古屋大学東山キャンパス内 アジア法交流館2階 アジアコミュニティフォーラム 

言語： 日英同時通訳 

 

9：20 開場・受付開始 

9：50～10：00 開会式 

   

10：00～12：00 

【第1セッション】 

日本法教育研究センターにおける法学と日本語教育学の多元複層的なアーティキュレーション 

アジアの市場経済への体制移行国において日本法教育研究センター（以下、CJL）が行っている日本語教

育は、日本法の理解・研究を行うための日本語の習得に目標を特化してきた。加えて、CJLの学生は現地大

学において現地法の修得過程にある。そのため、従来の日本語教育とは異なる手法をとる必要があった。現

在、既に一定の成果を得ているものの、その手法はCJLの教育経験者の暗黙知として蓄積されているのみで

ある。暗黙知として存在する、海外において日本語による日本法教育を実現させた、CJLにおける教育手法

は、言語化・体系化されることが求められている。本セッションは、法学分野の専門日本語教育が、どのよ

うな要素からなりたっており（現地語／日本語、一般語彙／専門用語、現地法／日本法など）、CJL の教育

においてこれらの要素がどのように接合しているのかを論ずる。 

 

司会 衣川 隆生（名古屋大学国際言語センター教授・日本語教育学会常任理事） 

趣旨説明「CJLにおける日本語教育・法学教育の特徴」 

宮島 良子（名古屋大学大学院法学研究科特任講師） 

報告1「法概念をあらわすコトバの同一化とその意味の差異性」 

安田 理恵（名古屋大学大学院法学研究科特任助教） 

報告2「アカデミック・ライティングの視点から見た大学における専門日本語教育」 

村岡 貴子（大阪大学国際教育交流センター教授・専門日本語教育学会代表幹事）  

報告3「CJL草創期の課題」 

金村 久美（名古屋経済大学経営学部准教授） 

 報告4「CJLにおける現状認識と取組み」 

篠田 陽一郎（名古屋大学大学院法学研究科特任講師） 

パネルディスカッション 

質疑応答 
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13：30～15：30 

【第2セッション】アジア市場経済移行諸国における行政法の法典化と行政法整備支援 

アジア市場経済移行諸国では、今、行政法の法典化がブームとなっている。市場経済化を促す法典化は、

私法から行政法へと進んでいる（市場経済化を促す法典化）。また、これは、グローバル空間で行われている

もの（グローバル空間と接合した法典化）であり、法令・判例の集積とその理論化がないまま、法典ありき

の法典化である（実務と理論の集積を欠く法典化）。本セッションは、これらの三つの特徴をもつ法典化が、

当該国の行政法にどんな変化を及ぼすか、そして、特定先進国の行政法との比較が「体質化」している日本

の行政法に、どんな見直しを迫るかについて議論する。 

  

司会 本多 滝夫（龍谷大学法科大学院教授） 

記念講演「中国における行政法の法典化と中国行政法の進化（仮題）」   

     応 松年（中国政法大学終身教授・名古屋大学名誉博士） 

報告1「アジア市場経済移行諸国における行政法の法典化と比較行政法の課題」 

     市橋 克哉（名古屋大学大学院法学研究科教授） 

報告2「モンゴル一般行政法の制定とモンゴル行政法の進化」 

     Tsogt Tsend（控訴行政裁判所裁判官） 

報告3「ウズベキスタン行政手続法の制定とウズベキスタン行政法の進化（仮題）」 

     Igor Tsay（世界経済外交大学公法研究センター副所長） 

全体討論  

15：50～17：50  

【第3セッション】ASEAN経済共同体の構築と法整備支援の課題 

 2015年12月31日付けでASEAN経済共同体（AEC）が発足する。これを受けて、域内での法の変化は、

第1に、域内の国境を越える経済活動の活性化を主なテコとする加盟国間の「ヨコ」の法のハーモナイゼー

ションとして、第 2 に、国際基準に準拠した ASEAN に共通の法的規制が導入されることにより、いわば

「タテ」の法変動が一層組織化された形で、すすむと考えられる。さらに、より一般的には、AECが統合の

度合いを高めれば高めるほど、平準化された交易条件を形成するためにますます法的な手段が重要視される

がゆえに、この地域での法サービスの需要が飛躍的に高まることが予想される。本セッションでは、このよ

うに重要性を増しているAECの構築に伴う法的な問題について、端緒的な検討を加えるものである。 

 

司会 コン・ティリ（名古屋大学法政国際教育協力研究センター准教授） 

趣旨説明 小畑 郁（名古屋大学大学院法学研究科教授・法政国際教育協力研究センター長） 

報告1「ASEAN経済共同体の国際経済法的性格（仮題）」 

     水島 朋則（名古屋大学大学院法学研究科教授） 

報告2「ASEANにおける競争法のハーモナイゼーション（仮題）」 

    Robert Ian McEwin（オーストラリア国立大学客員研究員） 

報告3「ASEAN経済共同体と域内日本企業のビジネス環境」 

池部 亮 （日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部アジア大洋州課長）  

 全体討論 

  17：50～18：00 閉会式 
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名古屋大学
アジア法交流館

1

１

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（ CALE）

旧旧CALECALE棟棟――民間企業・ 法曹界・ 同窓生による協力民間企業・ 法曹界・ 同窓生による協力――

法学部創立50周年（ 2000年） を記念して寄せられた

１億9千万円の基金に基づき、 旧CALE棟を建設

事務室
(73㎡)

(22㎡)

研究室
(11㎡)

(11㎡)

(110㎡)

(11㎡) (9㎡)

１１FF ２２FF

2

CALECALE棟が抱える問題点棟が抱える問題点

多く の外部資金獲得により、 キャンパス内の建物

だけでなく 、 学外施設のマンショ ンやレスト ランを

借りて教育研究活動を実施。 現状の分散した教育研

究機能施設の集約化が必要。

2000年に約60名で2000年に約60名で

あった法学研究科留学生

が、 現在では約3.5倍の

約200名に増大。 留学生

の研究スペースが著しく

狭隘化。

アジア法交流アジア法交流館館のの基本的設計要件基本的設計要件

アジア法交流館は、 アジア法情報交流の拠点とし
ての広場、 すなわち、 アジア法のAGORAである。
※AGORAとは、 古典古代ギリシアのポリス市民の市場であり、 アジア法交流
館は、 アジアの法律家、 学生、 市民の法の交流空間となる

アジア法交流館
Asian Legal Exchange Plaza

※ Plazaは、 古代ギリシア都市のアゴラと同様の機能を有する。

5

メインコンセプト １ ：メインコンセプト １ ：
グローバルで刺激的な知的創造が行われるグローバルで刺激的な知的創造が行われる
AGORAAGORAをめざす。をめざす。

 グローバルで刺激的な知的創造を革新的に生み出

すために、 若手研究者が相互にコミ ュニケーショ ン

を取りやすい空間を作り、 外国人研究者を取りやすい空間を作り、 外国人研究者が過 しや

すい環境整備を行う。

 分散化した教育研究機能施設を集約し、 相互に補

完し合い一貫性のある事業展開が可能な環境を整備

する。

 国内外の知の多層的ネット ワークを活用し、 国内

外の大学に開かれた空間とする。
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2

CALEアゴラ

アジアの布で装飾

 人々 が集うアゴラ 木製テーブル
（ 矢橋ホールディ ングス寄贈）

かつての庭園にあった

石を再利用したピロティ

8
リフレッシュコーナー

メインコンセプト ２ ：メインコンセプト ２ ：
グローバルな規模で、 高度かつ幅広い法・ 政グローバルな規模で、 高度かつ幅広い法・ 政
治情報の発信と受信が行われる治情報の発信と受信が行われるAGORAAGORAをめをめ
ざす。ざす。

 欧米やアジアの研究者と共同研究を推進するため

に 外国人研究者のための研究室 国際に、 外国人研究者のための研究室、 国際シンポジウ

ム・ セミ ナーなどを開催するカンファレンスフォー

ラム・ レクチャールーム等を確保する。

 日本企業のアジア進出にともない、 国内では入手

しにく いアジア法情報のニーズが高まっており、 ア

ジア法情報を求める産業界にも開かれた空間とする。  世界レベルの研究者が集結した国際会議を開催

 名古屋大学が有するアジア法情報を世界に発信

※ フォルム（ フォーラム） の機能は、古代ギリシア都市のアゴラとほぼ同じ。

 アジアコミュニティ フォーラム

 レクチャールーム

11 カンファレンスルーム

 アジア法資料室

日本国内では入手困難なアジア法情報を所蔵

学生がアジアを身近に感じる空間
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3

メインコンセプト ３ ：メインコンセプト ３ ：
アジアと世界をじかに感じて交流するアジアアジアと世界をじかに感じて交流するアジア//
地球大学人の楽しい地球大学人の楽しいAGORAAGORA めざす。めざす。

 アジアと共生しアジアの発展を牽引するグローバ

ルリーダーを育成するために アジアやルリ ダ を育成するために、 アジアや世界を常に

身近に感じられる空間とする。

 留学生と日本人学生が学びあう空間、 アジア法情

報を瞬時に入手できる空間、 海外拠点と常時オープ

ンチャット できる空間等を創出し、 学生がアジアを

学びたいと自発的に思える空間をめざす。
14

 留学生の日本文化体験のための茶室「 白蓮庵」

―東海メディ カルプロダクツ筒井宣政会長・ 陽子副会長寄贈―

 日本の四季を感じられるコミ ュニケーショ ンガーデン
―矢橋ホールディ ングス寄贈―

 コミュニケーショ ンスペース

16

 法学研究科・ CALEのアジア展開、 留学生受入状

況を掲示  ギャラリーとして活用
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4

メインコンセプト ４ ：メインコンセプト ４ ：
アジアのハブ大学をめざして、 名古屋大学アジアのハブ大学をめざして、 名古屋大学
の「 アジア力」 を結集するの「 アジア力」 を結集するAGORAAGORAをめざをめざ
す。す。

 アジア展開のト ップランナーとして名古屋大学の

「 アジア力」 を結集し、 アジア諸国の海外拠点を活

用した事業をコーディ ネート するための空間を提供

する。

法学研究科/CALEは、

アジア法交流館の建設により、

「 アジアのハブ」 としてさらに飛躍します。

20
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平成 27 年度名古屋大学卒業式のご案内 

2016 年 01 月 25 日 

日時 

平成 28 年 3 月 25 日(金) 

大学院と学部とで、時間帯を分けて行います。 

○大学院：9 時 30 分から 11 時 10 分頃まで 

○学部：11 時 50 分頃から 13 時 00 分頃まで 

会場 
名古屋大学豊田講堂 

地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 2 番出口出てすぐ。

1. 大学院修了生の方は、9 時 10 分までに入場してください。 

学部卒業生の方は、11 時 30 分頃までに入場してください。 

2. 付添者の方は、豊田講堂内へは入場できませんが、控室として用意しており

ます経済学部講義室において、同時中継で卒業式の模様をご覧いただけま

す。 

3. 大学構内へは、自動車、バイク等での入場はできません。必ず公共交通機関

等をご利用願います。また、大学周辺のコンビニ・店舗等の駐車場には駐車し

ないようにしてください。 

  

キャンパスマップは下記の URL からご覧ください。 

URL http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html

  

お問い合わせ先 

教育推進部基盤運営課総務統括係

電話番号 052-789-2159 
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平成 28 年度名古屋大学入学式のご案内 

2016 年 01 月 25 日 

日時 

平成 28 年 4 月 5 日(火) 

大学院と学部とで、時間帯を分けて行います。 

○大学院：9 時 30 分から 10 時 20 分頃まで 

○学部  

1. 文学部、法学部、経済学部、理学部、医学部 

11 時頃から 11 時 50 分頃まで 

2. 教育学部、情報文化学部、工学部、農学部 

13 時頃から 13 時 50 分頃まで 

会場 
名古屋大学豊田講堂 

地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 2 番出口出てすぐ。

1. 大学院入・進学生の方は、9 時 10 分までに入場してください。 

文学部、法学部、経済学部、理学部、医学部の学部入学生の方は、10 時 45

分頃までに入場してください。 

教育学部、情報文化学部、工学部、農学部の学部入学生の方は、12 時 45 分

頃までに入場してください。 

2. 付添者の方は、豊田講堂内へは入場できませんが、控室として用意しており

ます経済学部講義室及び IB 電子情報館講義室において、同時中継で入学

式の模様をご覧いただけます。 

3. 大学構内へは、自動車、バイク等での入場はできません。必ず公共交通機関

等をご利用願います。また、大学周辺のコンビニ・店舗等の駐車場には駐車し

ないようにしてください。 

 キャンパスマップは下記の URL からご覧ください。 

URL http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html

 お問い合わせ先 

教育推進部基盤運営課総務統括係 

電話番号 052-789-2159 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

(2月)29日
(月)、
14日(月)

役員会

1日(火)
15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)

2日(水)
教授会(法学部・法学研究科、情報文化学部、医学部・医学系研究科、農学部・生
命農学研究科、多元数理科学研究科、環境学研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

4日(金) 教授会(文学部・文学研究科、創薬科学研究科)

7日(月) 教授会(農学部・生命農学研究科、国際開発研究科)

8日(火)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

9日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学
研究科、工学部・工学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

16日(水)
教授会(文学部・文学研究科、医学系研究科、国際言語文化研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

17日(木) 教授会(創薬科学研究科)

18日(金) 教授会(環境医学研究所)

23日(水)
教授会(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)

名古屋大学　平成28年3月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

11月7日(土)～
3月12日(土)
(期間中の土曜
日　全8回)

名古屋大学オープンカレッジ
「自由奔放！サイエンス－知識・
博学への挑戦」

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
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
るだけわかりやすく伝える
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

経済学研究科
エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

2月4日(木)～
4月5日(火)
(日・月曜日休
館)

第32回博物館企画展
「ボタニカルア－ト作品展」
「伊藤篤太郎生誕150年－初めて
植物に学名を付けた日本人－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「初めて植物に学名を与えた日本人 伊藤篤太郞」(3/10)
講演者：岩津都希雄氏(岩津皮膚科医院長・伊藤圭介の玄孫)
講演題目：「トガクシソウ－日本人によって最初に名付けられた学
名を持つ植物」(3/19)
講演者：中村千賀氏(長野市立博物館分館戸隠地質化石博物館)
講演題目：「伊藤家三代－祖父篤太郞との思い出」(3/26)
講演者：伊藤　昭氏(元NHK放送技術局員・伊藤圭介の玄孫)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月5日(金)～
28日(日)

附属図書館2016年春季特別展
「古文書にみる地震災害」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：所蔵しているコレクション・歴史資料(高木家文書ほか)のなか
から江戸時代の地震や津波、噴火に関する古文書・古記録・絵図
類を紹介する
対象：一般
入場料：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

2月10日(水)～
5月31日(火)
(日・祝日、3月
26日休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「名古屋のセンパーイ！ 大正・
昭和編－名古屋大学全学同窓会
大学支援事業②－」

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、3/22～31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
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
展示公開する
入場料：無料

［関連特別講演会］
3月15日(火)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：14：00～15：30
講演題目：「衛生の道を拓き 雄大な先駆的視野に立って辣腕をふ
るった 愛知医学校長　後藤新平」
講演者：髙橋　昭(本学名誉教授)
参加費：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

2月10日(水)～
3月26日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日)

減災館第14回特別企画展
「『復興』事業を考える」

場所：減災館
時間：13：00～16：00
入場料：無料

[スペシャルギャラリートーク]
2月24日(水)
時間：13：30～
場所：減災館
講演題目：「『復興』事業を考える」
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門助教)

減災連携研究センター
052-789-3468

2月25日(木)～
27日(土)、
3月12日(土)

平成28年度
一般選抜個別学力検査

場所：東山キャンパス、他
前期日程：2月25日～27日(27日は医学部医学科のみ)
後期日程：3月12日

教育推進部入試課
052-789-5765

2月25日(木) 第118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
講演題目：「津波と真の対策を考える」
講演者：畑村洋太郎氏(株式会社畑村創造工学研究所代表取締
役)
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
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2月27日(土)、
3月5日(土)、
5月21日(土)

博物館コンサート NUMCo

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

「ウクレレデュオ」(2/27)
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)

「博物館がJAZZYになる」(3/5)
演奏曲目：「さくら」、「スマイル」、他
出演：長谷川智則氏(サックス)、西　彩子氏(ヴォーカル)、牧野伸太
郎氏(ベース)、松永有希子氏(ピアノ)、関野　勇氏(ドラム)

「モンゴルの心 馬頭琴」(5/21)
演奏曲目：「スーホーの白い馬」、「草原の祝福」、他
出演：サランモル

博物館事務室
052-789-5767

2月28日(日)
第6回医学系研究科トータルヘル
スプランナー養成コース年次集会

場所：医学部保健学科本館2階第2講義室
時間：13：00～16：00
講演題目：「障がい児・家族がこの地域で生活していて良かったと
思える地域作りを目指して－起業は手段－」
講演者：安井隆光氏(こども訪問看護ステーションじんおかざき・合
同会社Loving Look代表)
対象：トータルヘルスプランナー養成コース修了生および在学生、
教員、大学院生、保健医療職

医学部医学系研究科保健学
052-719-3158

2月29日(月)～
4月15日(金)
(土・日・祝日休
館)

4月25日(月)～
7月29日(金)
(土・日・祝日休
館)

2月29日(月)、
3月14日(月)、
3月16日(水)

［博物館友の会会員向け］
ギャラリ－ト－ク

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00
講演題目：「伊藤篤太郎生誕150年」(2/29)
講演者：野崎ますみ(博物館研究員)
講演題目：「写真展」(3/14)
講演者：三矢保永(本学名誉教授・写真サ－クル講師)
講演題目：「ボタニカルア－ト作品展」(3/16)
講演者：東海林富子氏(植物画家・ボタニカルア－トサ－クル講師)

博物館事務室
052-789-5767

3月1日(火)
平成27年度教育学部附属高等学
校卒業式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

3月2日(水)、
3月3日(木)、
3月11日(金)

名古屋大学FDセミナー

場所：ES総合館3階035講義室
時間：14：45～16：15
講演題目：「英語での講義にどう備えたらよいか？」
講演者：ウォイディロ・ジョン・アンドリュ(理学研究科特任准教授)
内容：模擬講義、講義準備の方法、参加者との議論(使用言語は主
に英語)
定員：各15名
対象：本学教員、研究員、非常勤講師

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

創薬科学研究館竣工記念行事・
記念式典

場所：野依記念学術交流館1階会議室
時間：13：30～

創薬科学研究館竣工記念行事・
記念講演会

場所：理学南館1階坂田平田ホール、野依記念学術交流館2階カン
ファレンスホール(サテライト会場)
時間：14：30～
講演題目：「細胞死と細胞膜の非対称性」
講演者：長田重一氏(大阪大学教授)
講演題目：「特異な生物活性を有する微生物代謝産物の発見と創
薬」
講演者：大村　智氏(北里生命科学研究所・北里大学特別栄誉教
授)
対象：一般
参加費：無料

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示

「博物館友の会写真サークル 写真展」(2/29～4/15)
「名大の蛾 Ⅱ．春～夏の蛾」(4/25～7/29)

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

創薬科学研究科事務部
052-747-6586

3月3日(木)
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創薬科学研究館竣工記念行事・
記念祝賀会

場所：創薬科学研究館2階ホール
時間：17：30～

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：16：30～18：30
講演題目：「インストラクショナルデザインの観点を採用したアクティ
ブラーニング」
講演者：向後千春氏(早稲田大学教授)
内容：10人以下の個別指導、100人以下のグループワーク、1000人
単位のオンラインコースのそれぞれの教育形態におけるアクティブ
ラーニングの設計とその実践についてインストラクショナルデザイン
に基づいて検討する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

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：15：00～17：00
講演題目：「中国における大学生の学習行動と大学の学習支援」
講演者：竇　心浩氏(上海外国語大学副教授)
内容：中国政府の学業支援方策の内容と特徴を検討し、学生の多
様な学習行動に対応する学習支援システムの構築をめぐる動向を
紹介する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

3月5日(土)
医学系研究科看護学・医療技術
学・リハビリテーション療法学専攻
大学院説明会

場所：医学部保健学科本館2階、東館4階
時間：9：00～12：00
内容：全体説明会、専攻別説明会
対象：大学院入学を検討している方
参加費：無料

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518

3月9日(水)
第58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：「東日本大震災から5年／被災地の復興は進んでいる
のか」
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
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

3月10日(木)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「実世界データ循環学リー
ダー人材養成プログラム」シンポ
ジウム

場所：丸ビル7・8階丸ビルホール(東京都千代田区)
時間：10：00～17：20
内容：プログラム紹介、情報学部・情報学研究科紹介、プログラム
履修生による活動紹介およびポスターセッション、パネルディスカッ
ション、他
対象：一般
参加費：無料(情報交換会は教職員・一般：3,000円、学生：無料)

情報科学研究科・リーディング大学院
推進機構本部
052-789-3171

3月12日(土)

ASEAN経済共同体発足・記念シ
ンポジウム「留学生が変える
ASEANと日本－創造的な相互交
流のあり方－」

場所：国際開発研究科8階オーデトリアム
時間：13：00～15：30
講演題目：「ASEAN経済共同体と日本企業の東南アジア進出状
況」
講演者：山川裕隆氏(時事総合研究所客員研究員)
対象：一般
参加費：無料

国際開発研究科
特任助教　荻巣崇世
052-789-4573

3月12日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2016

場所：愛知大学名古屋キャンパス(名古屋市中村区)
時間：13：00～19：00
講演題目：「高校と大学の双方が信頼できる高大接続のあり方」
講演者：大塚雄作氏(独立行政法人大学入試センター教授)
内容：講演、分科会、ポスターセッション
対象：一般
参加費：2,000円

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

3月12日(土)、
4月2日(土)、
4月16日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－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

3月12日(土)、
3月26日(土)、
4月9日(土) 、
4月23日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室(3/12、4/9、23)、博物館2階実験室(3/26)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

3月3日(木)、
3月10日(木)

高等教育研究センター
第78回、第79回客員教授セミナー

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693
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3月13日(日)
教育発達科学研究科公開シンポ
ジウム「教師教育における研究総
合大学の役割」

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：10：00～16：30
講演題目：「教師教育の政策と実践における学術研究の意義－ケ
ンブリッジ大学の事例から－」
講演者：エレーン・ウィルソン氏(ケンブリッジ大学シニア・レクチャ
ラー)
内容：講演、事例発表、パネル討論
対象：一般
参加費：無料

教育発達科学研究科
准教授　久野弘幸
052-789-2619

3月16日(水)
第66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
講演題目：「幸せな高齢社会の経済学」
講演者：角谷快彦(PhD登龍門推進室特任准教授)
内容：わかりにくい介護保険制度について他国と日本の比較も交え
ながら、安心・安全なサービスの提供を持続可能にするために何
が重要なのか一緒に考える
定員：30名
対象：一般
参加費：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

3月16日(水)
「ICT活用農業 事業化・普及プロ
ジェクト」平成27年度成果報告会

場所：フクラシア東京ステーション(東京都千代田区)
時間：13：00～17：00
講演者：二宮正士氏(東京大学教授)
内容：ICTを活用し農作業の軽減や農業収入の増加を図るサービ
スシステムを開発している本プロジェクトの本年度の研究の進捗・
成果を広く共有することを目的とする
定員：170名
対象：関係者、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
特任准教授　髙橋誠一郎
052-747-6783

3月18日(金)
環境学研究科附属地震火山研究
センター2015年度年次報告会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：10：15～17：15
内容：研究成果報告、ポスターセッション、他

環境学研究科
附属地震火山研究センター
052-789-3046

3月19日(土)
文学研究科公開シンポジウム
「人文学がつなぐ社会」

場所：文学研究科2階237講義室
時間：13：00～16：15(予定)
講演題目：「考古学、時空をこえたネットワーキングをめざして」
講演者：・福永伸哉氏(大阪大学教授)
講演題目：「現場における真の問題解決のために－自然科学と人
文学の連携－」
講演者：浅沼修一(本学名誉教授)
講演題目：「社会問題、環境問題への挑戦－コーディネーターある
いはエディターとして－」
講演者：佐々木重洋(文学研究科教授)
講演題目：「人文学に期待する社会的役割」
講演者：澤田法明氏(愛知県振興部地域政策課山村振興室長)、出
口幸宏氏(株式会社CBCクリエイションシニア・マネージャー)
定員：180名
対象：一般
参加費：無料

文学研究科
教授　佐々木重洋
052-789-5983

3月21日(月)
名古屋大学オープンレクチャー
2016

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、他
時間：15：00～17：00
講演題目：「現代の難民問題についてのはなし」
講演者：浅川晃広(国際開発研究科講師)
講演題目：「身近なプラズマのはなし」
講演者：石川健治(工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター
特任教授)
講演題目：「食物や植物が地獄に落ちて、苦しむ絵巻のはなし」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
講演題目：「Twitterで読み解く人間行動のはなし」
講演者：笹原和俊(情報科学研究科助教)
講演題目：「役に立つ？素粒子－ 軽すぎるニュートリノと宇宙線に
よる大型構造物の透視－」
講演者：中村光廣(未来材料・システム研究所教授)
講演題目：「コウモリと私たちの生活のはなし」
講演者：本道栄一(生命農学研究科教授)
対象：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
052-789-6791
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3月23日(水)
岡崎恒子名古屋大学名誉教授
文化功労者顕彰を祝す会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：10：00～12：30(講演会)、12：30～14：00(祝賀会)
講演題目：「岡崎フラグメントと不連続複製機構－仮説が実証され
るまで－」
講演者：岡崎恒子(本学名誉教授)
定員：300名
対象：学生、教職員、一般
参加費：無料(祝賀会は4,000円)

理学研究科事務部
052-789-2394

3月24日(木)
工学研究科創造工学センター
平成27年度第2期高大連携・もの
づくり公開講座(第14回)

場所：工学研究科創造工学研究センター(IB電子情報館北棟10階)
時間：10：00～16：00
テーマ：「あなたもメカニック！エンジン分解・組み立てに挑戦」
内容：エンジンの歴史、原理、構造等を学んだ後、模型エンジンの
分解・組み立てと作動実験を実施し、最後にジェットエンジンの出力
体感デモを行う
定員：10名
参加費：400円(傷害保険料)

創造工学センター
052-789-3788

3月25日(金) 平成27年度名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：9：30～11：10(大学院生)、11：50～13：00(学部学生)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

3月30日(水)
平成27年度退職者表彰式、
退職者懇談会

場所：豊田講堂3階第1会議室、2階ユニバーサルクラブ
時間：16：30～18：15

総務部職員課
052-789-2023

4月5日(火) 平成28年度名古屋大学入学式

場所：豊田講堂
時間：9：30～10：20(大学院生)、
11：00～11：50(文学部・法学部・経済学部・理学部・医学部)、
13：00～13：50(教育学部・情報文化学部・工学部・農学部)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

4月7日(木)
平成28年度教育学部附属中学
校・高等学校入学式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

4月9日(土)
ミクロの探検隊 
「ホニュウ類の組織を電子顕微鏡
で見よう」

場所：博物館2階実験室、展示室
時間：13：00～16：00
内容：生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用し、すい臓や気管な
どの組織を観察し形と働きの関係を学ぶ
定員：各20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：500円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

4月19日(火)～
8月27日(土)
(日・月曜日、8
月13日～16日
休館(6月5日臨
時開館))

第22回博物館特別展
「モンゴル大百科－Mongolian
Natural History－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「恐竜時代のモンゴルの気候」(4/30)
講演者：長谷川　精(博物館特任准教授)
講演題目：「モンゴルの恐竜の姿勢と生態」(6/11)
講演者：藤原慎一(博物館助教)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767
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本学の学生 2 名が日本学術振興会育志賞を受賞 

2016 年 02 月 08 日 

大学院理学研究科（博士課程後期課程 3 年：申請時）の竹川 宜宏さんと武藤 慶さ

んが、第 6 回（平成 27 年度）日本学術振興会育志賞を受賞しました。同賞は、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として、平成 22 年度に創設されたものです。 

なお、今回は 150 名の推薦者の中から 18 名が受賞しました。授賞式は 3 月 2 日（水）

に行われる予定です。 

  

受賞者：竹川 宜宏  理学研究科 

研究課題：細菌べん毛モーター固定子・回転子間相互作用と回転エネルギー変換に関

する研究 

  

受賞者：武藤 慶  理学研究科 

研究課題：炭素－水素、炭素－酸素、炭素－炭素結合の活性化に基づく分子連結反

応の開拓 

  

関連ホームページ：日本学術振興会育志賞 

http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.ht 
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第６回（平成２７年度）日本学術振興会 育志賞受賞者一覧 

 

受賞者氏名 

（性別）（年齢） 

(国籍・外国籍の

み) 

所属機関 推薦機関 博士課程の研究テーマ 

あらい たかゆき 

新井 崇之 

(男)(28) 

明治大学 

(文学研究科 

史学専攻) 

明治大学 
宋代以降の中国における官窯の管理・運営

体制に関する研究 

いとう みなこ 

伊藤 美菜子 

(女)(28) 

慶應義塾大学 

(医学研究科  

医学研究系専攻) 

慶應義塾大学 
インフラマソームを制御する因子の同定

と脳梗塞後の炎症への寄与の解明 

いのうえ たくや 

井上 卓也 

(男)(25) 

京都大学 

(工学研究科 

電子工学専攻) 

京都大学 
電子・光子両状態制御に基づく高効率・高

速熱輻射光源の開発 

うえさき まいこ 

上﨑 麻衣子 

(女)(27) 

京都大学 

(文学研究科 

行動文化学専攻) 

日本視覚学会 
視覚性自己運動感覚の神経基盤 - 複数

感覚領野間結合の解明 

ご よう 

呉 揚 

(女)(26)(中国) 

岡山大学 

(社会文化科学研究科

社会文化学専攻) 

岡山大学 
状態・存在・特性・関係を表す動詞につい

ての記述的研究 

さとう やすひろ 

佐藤 安弘 

(男)(26) 

京都大学 

(理学研究科 

生物科学専攻) 

種生物学会 

ハクサンハタザオ（シロイヌナズナ属）の

トライコーム二型における被食防御の連

合効果 

しょうじき かな

こ 

正直 花奈子 

(女)(26) 

東北大学 

(工学研究科 

応用物理学専攻) 

応用物理学会 
-c 面窒化インジウムガリウム混晶の有機

金属気相成長と光学素子応用 

すずき じゅんじ 

鈴木 純二 

(男)(28) 

東京大学 

(医学系研究科 

機能生物学専攻) 

日本薬理学会 

細胞小器官カルシウムシグナルの高時空

間解像度イメージング法の開発と機能解

析 
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たけかわ のりひ

ろ 

竹川 宜宏 

(男)(26) 

名古屋大学 

(理学研究科 

生命理学専攻) 

名古屋大学 

細菌べん毛モーター固定子‐回転子間相

互作用と回転エネルギー変換に関する研

究 

たなか こうじ 

田中 耕路 

(男)(27) 

東京大学 

(工学系研究科 

化学生命工学専攻) 

日本蛋白質科学

会 

生体膜の組成とダイナミクスが膜蛋白質

の自己組織化に与える影響の解析 

ねぎし ようた 

根岸 陽太 

(男)(26) 

早稲田大学 

(法学研究科 

公法学専攻) 

早稲田大学 

国内法の条約適合性統制—地域的人権条

約の実施における国際裁判の立憲化と憲

法裁判の国際化— 

ひらやま りゅう

じ 

平山 竜士 

(男)(25) 

千葉大学 

(工学研究科 

人工システム科学専

攻) 

千葉大学 
光制御で超高精細・高解像度を実現するボ

リュームディスプレイの創出 

ふじわら かずま

さ 

藤原 和将 

(男)(25) 

早稲田大学 

(先進理工学研究科 

物理学及応用物理学

専攻) 

日本数学会 半相対論的非線形場の数学的基礎 

むとう けい 

武藤 慶 

(男)(26) 

名古屋大学 

(理学研究科 

物質理学専攻) 

名古屋大学 
炭素－水素、炭素－酸素、炭素－炭素結合

の活性化に基づく分子連結反応の開拓 

やまもと えいじ 

山本 詠士 

(男)(26) 

慶應義塾大学 

(理工学研究科 

開放環境科学専攻) 

慶應義塾大学 

日本生物物理学

会 

日本熱物性学会

分子シミュレー

ション研究会 

分子動力学シミュレーションによる細胞

膜近傍での水分子の異常ダイナミクスの

解明 

よこし もえ 

余越 萌 

(女)(26) 

大阪大学 

(医学系研究科 

医学専攻) 

日本ＲＮＡ学会
神経変性疾患発症に関与する Ataxin-2 の

RNA 代謝における機能解明 

らいあん じょせ

ふ 

ライアン ジョセ

大阪大学 

(文学研究科 

文化形態論専攻) 

大阪大学 
鉄製武器の生産と流通からみた日本古代

国家形成過程の考古学的研究 
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フ(男)(26)(アメリ

カ) 

わたなべ みほ 

渡邊 美穂 

(女)(26) 

北海道大学 

(環境科学院 

生物圏科学専攻) 

北海道大学 

日本微生物生態

学会 

水圏環境から分離した新規細菌の系統分

類と機能解析 

 

※年齢は平成 27 年 4 月 1 日現在、所属機関は平成 27 年 5 月 1 日現在  
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平成 27 年度「 赤﨑賞」 授賞者に つ い て

授 賞 者 プ ロ フ ィ ー ル

ふりがな やすい たかお
年齢 30歳（ ※年齢は申請時）

氏 名 安井 隆雄

所属・ 職名 名古屋大学大学院工学研究科・ 助教

○略歴

2007年 名古屋大学工学部化学・ 生物工学科卒業。2009年同大学院工学研究科化学・ 生物工学

専攻博士課程前期課程修了， 2009年日本学術振興会特別研究員（ DC1） として、名古屋大学大学

院工学研究科化学・ 生物工学専攻博士課程後期課程で研究に従事し、2011年早期修了、名古屋大

学より工学博士の学位取得。 2011 年日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、 2012 年より現職。

2014 年より、 革新的研究開発推進プログラム（ I mPACT） PM補佐を併任。 2015 年より、 JSTさき

がけ研究員を兼任。 専門は分析化学、 ナノ材料・ ナノ空間科学。

○受賞歴

2012年 第6回わかしゃち奨励賞優秀賞

2013年 第29回井上研究奨励賞、 船井研究奨励賞

2014年 化学とマイクロ・ ナノシステム学会若手優秀賞、 エヌエフ基金研究開発奨励賞、 他

○研究課題

「 自己組織化ナノワイヤ構造体を用いた超早期がん診断技術の開発」

○研究概要

自己組織化ナノワイヤ構造体を開発し、超早期がん診断を目標として、がん細胞から血中へ分

泌される小胞顆粒「 エクソソーム」 の解析を達成とする。日本をはじめ、世界中の多く の国で高

齢化が進む中で、WHOはがんなどの生活習慣病の克服の必要性を唱えている。生活習慣病で最も

重要視されている「 がん」 を克服するために、現在、世界に先駆けた次世代医療の必要性が強調

されている。この次世代医療を実現するために、本研究では、特に重要視されているがんの病因・

発生病理の解明を達成目標と見据えた。「 がん診断」 においては、 近年、 がん細胞が分泌する直

径100mm程度の小胞顆粒である「 エクソソーム」 のがんマーカーとしての可能性が報告されてい

る。本研究では、これまでに研究開発してきたナノピラー・ ナノワイヤ構造体の作製技術を応用

し、がん診断マーカー「 エクソソーム」 を解析することが可能な自己組織化ナノワイヤ構造体を

開発した。 現在、 得られた解析情報より、 がん超早期診断の技術開発の実現を目指している。
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人類の幸福に貢献する「勇気ある知識人」の育成 ノーベル賞受賞者輩出など人類の知を持続的に創出

世界の誰もが選びたくなるキャンパスの実現
アジアと学び世界に挑む人材の育成

イノベーションへの貢献と社会的価値の創出

シェアドガバナンスをふまえた総長のリーダーシップによる自律的なマネジメント改革
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名古屋大学総長
松尾清一

Nagoya University Matsuo Initiatives for Reform, Autonomy and Innovation 2020
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