平成２８年４月２７日

平成２８年度 第 1 回 名古屋教育記者会懇談会テーマ
Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み

ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０

１：ＡＣ２１国際フォーラム開催について 【資料１】

Ⅱ 輝け！ 名大生
２：大学院生が立ち上げたベンチャー会社について 【資料２】

Ⅲ ハイライト
３：第 20 回超伝導科学技術賞受賞について 【資料３】
４：ベトナム司法大臣に本学卒業生が就任について【資料４ 配付】
５：
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」公開シンポジウムについてか
【資料５ 配付】
６：ハラールフードの提供開始について（生協） 【資料６配付】

Ⅳ その他・行事
７：ディスカバリーチャンネル科学実験館 コズミックカレッジ in 名古屋（ＪＡＸＡ共同）
について 【資料７】
８：情報学部パンフについて（配布のみ）
９：今後の行事予定 【資料８配付】
10：次回の予定

以上
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資料１
14th AC21 運営委員会
2016 年 4 月 30 日（土）13:00-16:00
ケムニッツ工科大学 フランホーファー・マシンツール研究所

Program / Agenda
議長：渡辺芳人 AC21 推進室 室長
Saturday, April 30, 2016
13:00-13:05

I.

議長からの挨拶

13:05-13:10

II.

開会宣言
アンドレアス・シューベルト ケムニッツ工科大学

13:10-13:30

III.

AC21 推進室からの報告
AC21 推進室（名古屋大学）

IV.

これまでの報告：
第６回AC21 学生世界フォーラム2015 と第13 回AC21 運営委員会2015
ストラスブール大学
AC21 推進室（名古屋大学）

V.

今後の活動： 2019-2020 年のイベントに対するホスト校決定
1) ホスト校候補の発表
AC21 推進室（名古屋大学）

VI.

次年度以降のイベントの進捗報告１：第2 回国際スクーリング2017
ガジャマダ大学

VII.

次年度以降のイベントの進捗報告２：第9 回国際フォーラム2018
吉林大学

VIII.

運営委員会会員制度について
1) 交代と選挙: 候補校のおしらせ
2) AC21 規約の変更（再立候補に関して）
AC21 推進室（名古屋大学）

IX.

スペシャル・プロジェクト・ファンド
1) アンケート結果
2) 申請者への情報公開
AC21 推進室（名古屋大学）

X.

研究の特色（強み）についてのマッピング (暫定報告)
ケムニッツ工科大学

XI.

学生交流：調査結果 (暫定報告)
アデレード大学

XII.

職員交流 (暫定報告)
ミネソタ大学

XII.

自由討論

13:30-13:40

13:40-13:45
13:45-13:55
13:55-14:05
14:05-14:30

14:30-14:50

14:50-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-16:00
16:00

終了
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14th AC21 SteeringCommittee (STC) Meeting
13:00-16:00, April 30 (Sat), 2016
Fraunhofer-Institute for Machine Toolsand Form-ingTechnologyChemnitz, Germany

Program / Agenda(tentative asof Apr/ 13/ 2016)
Chair: Yoshihito Watanabe, Director of AC21 General Secretariat
Saturday, April 30, 2016
13:00-13:05

I.

13:05-13:10

II.

13:10-13:30

III.

13:30-13:40

IV.

13:40-13:45

V.

13:45-13:55

VI.

13:55-14:05

VII.

14:05-14:30
VIII.

14:30-14:50
IX.

14:50-15:00

X.

15:00-15:10

XI.

15:10-15:20

XII.

15:20-16:00

XII.

16:00

Greetingsfrom the Chair
OpeningAddress
AndreasSchubert, Technische Universität Chemnitz
AC21 General Secretariat Report
AC21General Secretariat, Nagoya University
PreviousEvent Report: 6th AC21 Student World Forum 2015 and 13th AC21 STCMeeting
2015
University of Strasbourg
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Future AC21 Activities: Hostsof the 2019 and 2020 Events
1) Announcement of Host Candidates
AC21 General Secretariat, Nagoya University
ProgressReport on Future Event #1: 2nd International Graduate School 2017
Gadjah MadaUniversity
ProgressReport on Future Event #2: 9th International Forum 2018
Jilin University
STCMembership
1) Rotationand Election: Announcement of Nominees
2) Supplementary Changesto AC21 Articles(requirement of an interval to be eligible for reelection)
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Special Project Fund
1) SurveyResults
2) Disclosure to Applicants
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Research Profile Mapping(Interim Report)
TechnischeUniversität Chemnitz
Student Mobility: SurveyResults(Interim Report)
The University of Adelaide
Staff Exchange (Interim Report)
University of Minnesota
Free Discussion
Adjournment
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8th AC21 General Assembly (GA)
13:30-15:30, May 3 (Wed), 2016
Fraunhofer-Institute for Machine Toolsand FormingTechnology
Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Germany

Program / Agenda (tentative asof Apr/ 13/ 2016)
Chair: AndreasSchubert, ActingRector, Technische Universität Chemnitz
Tuesday, May 03, 2016
13:30-13:35

I.

13:35-13:45

II.

13:45-13:50

III.

13:50-13:55

IV.

13:55-14:00

V.

14:00-14:15

VI.

14:15-14:25
VII.

14:25-14:35
VIII.

Welcome Address
AndreasSchubert, Technische Universität Chemnitz
AC21 General Secretariat Report
AC21 General Secretariat, Nagoya University
PreviousEvent Report: 6th AC21 Student World Forum 2015 and 13th AC21 STCMeeting
2015
University of Strasbourg
AC21 General Secretariat, Nagoya University
ProgressReport on Future Event #1: 2nd International Graduate School 2017
Paripurna Poerwoko, Gadjah Mada University
ProgressReport on Future Event #2: 9th International Forum 2018
Li Du, Jilin University
Future AC21 Activities: Hostsof the 2019 and 2020 events
1) Announcement of Host Candidates
2) Presentationsby Host Candidates
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Rotation and Election of STCMembership
1) Announcement of Nominees
2) Supplementary Changesto AC21 Articles
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Special Project Fund
1) Survey Results
2) Disclosure to Applicants
AC21 General Secretariat, Nagoya University
Research Profile Mapping(Interim Report)
TechnischeUniversität Chemnitz
Student Mobility Survey (Interim Report)
The University of Adelaide
Staff Exchange (Interim Report)
University of Minnesota

14:35-14:45

IX.

14:45-14:55

X.

14:55-15:05

XI.

15:05-15:25

XII.

Free Discussion

15:25-15:30

XIII.

ClosingAddress
Seiichi Matsuo, Nagoya University

15:30

Adjournment
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資料３
第 20 回超伝導科学技術賞
授賞内容：超伝導偏向電磁石による硬 X 線放射小型光源の実現と運用
授賞メンバー：
名古屋大学シンクロトロン光研究センター

高嶋圭史

教授

保坂将人

特任准教授

高エネルギー加速器研究機構

山本尚人

助教

自然科学研究機構

加藤政博

教授

同

上
分子科学研究所

科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター 竹田美和 所長
【超伝導科学技術賞について】
超伝導科学技術賞とは、一般社団法人

未踏科学技術協会

超伝導科学技術

研究会により平成 8 年度に創設されたものです。超伝導は境界領域の学問であ
るがゆえに既存の大きな学協会組織をもたず、学会賞・協会賞に相当するものが
存在していませんでした。こうした状況に鑑み、超伝導分野で日々たゆまぬ努力
を続けている研究者の方々を励まし、その一層の発展の一助となることを目的
として創設されました。
【受賞理由】
今回の授賞理由は、授賞者らによる、超伝導電磁石を利用した汎用性の高い小
型加速器の開発とその長期運転実績、さらに産業への貢献によるものです。
近年、シンクロトロン光施設を利用した研究が多目的に展開されるとともに
実施数が増えており、特に産業界の参入が活発です。なかでも硬 X 線領域の放
射光は需要が大きく、その発生装置の小型化、高性能化が期待されています。授
賞者らは世界初となる超伝導偏向磁石を用いた硬 X 線発生用の小型光源加速器
を独自に設計し、硬 X 線用に 5 T の超伝導偏向磁石 4 台を備えた加速エネルギ
ー1.2 GeV の放射光源を開発しました。この設備は 2013 年度より“あいちシン
クロトロン光センター”において供用されており、高性能、多用途、安定稼動の
実績を重ねています。
【あいちシンクロトロン光センターについて】
あいちシンクロトロン光センターは、愛知県の「知の拠点あいち」計画におけ
る中核施設として、名古屋大学をはじめ中部地区を中心とした大学、研究機関、
産業界、行政の協力により整備が進められてきました。2013 年 3 月 26 日にユー
ザー利用を開始し、今年度が 4 年目になります。利用件数は年々増えており、
2013 年度から 2015 年度までの述べ利用者数はそれぞれ 748 名、1,164 名、2,231
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名であり、合計 4,143 名に上ります。利用の約 7 割が企業による材料やデバイ
ス開発に関わるものであることも、他の放射光施設と異なる特徴です。
【受賞者らの研究について】
受賞者等は、加速器を用いて非常に高輝度な電磁波を発生させる研究を続け
ています。今回の授賞の対象であるあいちシンクロトロン光センターの電子蓄
積リングは、もともとは名古屋大学のシンクロトロン光施設計画から発展した
ものであり、当初より、規模は小さくてもエネルギー 20 キロ電子ボルト程度
の硬 X 線領域のシンクロトロン光の利用が可能となるように、超伝導電磁石を
用いることが考えられていました。計画が進む中で、なるべく多くの硬 X 線ビ
ームラインを取り出すため、偏向電磁石の一部を超伝導電磁石とする案により、
現在の電子蓄積リングができあがってきました。
あいちシンクロトロン光センターが多くの利用者によって様々な研究のため
に利用されることで、シンクロトロン光利用の裾野が広がり、科学・技術の発展
につながることを期待しています。今後は、あいちシンクロトロン光センターの
加速器の高性能化や、新たなシンクロトロン光の発生方法の研究、加速器の省エ
ネルギー化などの研究を続けていく予定です。

あいちシンクロトロン光センター
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あいちシンクロトロン光センター実験ホール

加速器・ビームライン配置図
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超伝導偏向電磁石

授賞式における写真（平成 28 年 4 月 21 日、右から竹田、高嶋、保坂、山本）
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1. ベトナム第 14 期大臣・閣僚名簿 （政府）
赤字:新しく就任、黒字:第 13 期から継続

Th tư ng
Nguy n Xuân Phúc
首相
グエン・スアン・フック

Phó th tư ng
Tr ng Hòa Bình
副首相
チュオン・ホア・ビン

Phó th tư ng
Tr nh ình D ng
副首相
チン・ディン・ズン

Phó th tư ng
Vu Đ c Đam
副首相
ヴ―・ドゥック・ダム

Phó th tư ng
V ng ình Hu
副首相
ヴオン・ディン・フエ

Phó th tư ng
Ph m Bình Minh
副首相兼外務大臣
ファム・ビン・ミン

B trư ng
Tr n Tu n Anh
商工省大臣
ﾁｬﾝ・トゥアン・アイン

B trư ng
Chu Ng c Anh
科学技術省大臣
チュ・ゴック・アイン

B trư ng
Đ Văn Chi n
民族委員会大臣
ド・ヴァン・チエン

1
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B trư ng
Đào Ng c Dung
労働傷病兵社会省大臣
ダオ・ゴック・ズン

B trư ng
Mai Ti n D ng
首相府大臣
マイ・ティエン・ズン

B trư ng
Nguy n Chí D ng
計画投資省大臣
グエン・チ・ズン

B trư ng
Đinh Ti n Dung
財政省大臣
ディン・ティエン・ズン

B trư ng
Ph m H ng Hà
建設省大臣
ファム・ホン・ハー

B trư ng
Tr n H ng Hà
資源環境省大臣
ﾁｬﾝ・ホン・ハー

Th ng đ c
Lê Minh Hưng
国家銀行総裁
レー・ミン・フン

B trư ng
Tô Lâm
公安省大臣
ト―・ラム

B trư ng
Ngô Xuân L ch
国防省大臣
ゴ・スアン・リック

2
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B trư ng
Lê Thành Long
司法省大臣
★レー・タイン・ロン

B trư ng
Trương Quang Ngh a
交通運輸省大臣
チュオン・クアン・ギア

B trư ng
Phùng Xuân Nh
教育訓練省
フン・スアン・ニャ

T ng thanh tra
B trư ng
Cao Đ c Phát
Phan Văn Sáu
農業及び農村開発省大臣
政府監査(省)総長(大臣)
カオ・ドゥック・ファット ファン・ヴァン・サウ

B trư ng
Lê V nh Tân
内務省大臣
レー・ヴィン・タン

B trư ng
Nguy n Ng c Thi n
文化スポーツ旅行省大臣
グエン・ゴック・ティエン

B trư ng
Trương Minh Tu n
情報通信省大臣
チュオン・ミン・トゥアン

B trư ng
Nguy n Th Kim Ti n
医療省大臣
グエン・ティ・キム・ティ
エン

3
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2．任命流れ
･法的根拠：2013 年の憲法、2014 年の国会組織法、2015 年の政府組織法
･選出：首相は国家主席に推薦され、国会に選出される。大臣は首相によって提案され、国会に承認
される。
ただし、ベトナムにおいて共産党は国家を指導する立場にあり、法令･規定で決まってはいないが、
国家主席・国会議長・首相は必ずベトナム共産党の政治部に属さなければならない。また各大臣も
ベトナム共産党中央執行委員会の委員でないといけない。
･ベトナム共産党の最高指導組織は党大会であるが、党大会が 5 年に一回しか開催されないので、党
大会で選出されたベトナム共産党中央執行委員会（約 200 名）は閉会期間中(次の党大会まで)の 5 年
間党の活動を指導する。
･ベトナム共産党の組織において、実質的な最高権力部は政治部で、現在 19 名おり、ベトナム共産
党中央執行委員の中から選ばれる。
･通常は 1 つの省庁に 1 人しか中央執行委員会に選ばれず、選ばれた者はほぼ大臣になる。
先日発足したのは第 14 期内閣であるが、この内閣は通常、第 14 期国会議員の選出後に第 14 期の
国会によって承認されるべきであるが、第 13 期の国会から承認を受けている。第 14 期国会議員の
選挙は 5 月 22 日に予定されており、第 14 期内閣は 7 月に第 14 期国会から再度承認を受けることに
なる。(今の内閣から変更になることはほぼない。)
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名古屋大学全学同窓会 海外支部設立状況
2016年1月1日現在

⑧モンゴル支部
2009年9月3日設立
⑨ウズベキスタン支部
2010年3月11日設立
⑤北京支部
2007年5月21日設立

①韓国支部
2005年5月5日設立

③上海支部
2005年11月11日設立

②バングラデシュ支部
2005年10月23日設立

⑪ラオス支部
2012年12月14日設立

⑫ミャンマー支部
2013年6月29日設立

④タイ国支部
2005年12月14日設立

⑥ベトナム支部
2007年9月7日設立

⑦カンボジア支部
2008年9月5日設立

⑮マレーシア支部
2016年2月21日設立予定
⑬インドネシア支部
2013年8月30日設立
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名古屋大学全学同窓会
2002年10月27日設立

⑩台湾支部
2011年7月9日設立

⑭フィリピン支部
2014年12月20日設立

Overseas Branches of
Nagoya University Alumni Association (NUAL)
As of March 1, 2016

⑧Mongolia
⑨Uzbekistan
①Korea

⑤Beijing

Headquarters

③Shanghai
②Bangladesh

⑩Taiwan

⑪Laos

⑫Myanmar

⑥Vietnam

⑭Philippines

④Thailand
⑦Cambodia

⑮Malaysia
⑬Indonesia
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資料５

－ 青から パワーへ 未来への挑戦 －
日本発の窒化ガリ ウム（ GaN） による青色 LED は、 省エネルギーな明かり を世界中に届けまし た 。 世界全体で抜本的な CO₂ 削減が喫
緊の課題と なる中、 GaN の優れた物性を利用し た 、 あら ゆる電気機器に入っ ている電力変換デバイ ス （ パワーデバイ ス ） の省エネ化
が切り 札と なり ます。 そこ で、 文部科学省ではこ の度、「 省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」 を立ち上げ、 GaN
研究の第一人者である天野教授を中心に産学官を結集し たプロ ジェ ク ト を開始し まし た 。 本シン ポジウ ムでは、 次世代半導体による
省エネ社会の実現及び産業競争力の強化に向け 、 こ れまでの日本の半導体研究開発の経験も踏まえ 、 総合的な討論を行います。
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事前申込制・ 参加無料

ྈ

･ ・

（

申込み
方法

プログラム

会場： 学術総合センタ ー 一橋講堂
東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1-2）

下記ウェ ブサイト にてお申し 込み下さ い（ 先着順・ 定員 500 名）

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/event/detail/0003377.html
開会挨拶 文部科学省
2） 来賓挨拶
3）「 省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」 について
・ 事業趣旨
谷口研二プログラ ムディ レク タ ー（ 大阪大学）
・ GaN による省エネルギー社会への貢献と 事業構想
天野浩教授（ 名古屋大学未来材料・ システム研究所）
けて 」
4） パネルディ スカ ッ ショ ン 「 GaN 等の次世代半導体の実用化に向けて
谷口研二プログラ ムディ レク タ ー（ 大阪大学）
上田大助プログラ ムオフ ィ サー（ 京都工芸繊維大学）
松本功プログラ ムオフ ィ サー（ 大陽日酸株式会社）
天野浩教授（ 名古屋大学未来材料・ システム研究所） 他
5） 閉会挨拶 文部科学省

（ 1）
（
（

（

（

お問い
合わせ

ァ ◌ァ･

中核拠点研究代表者
中核拠点研究
中核拠
点研究代表者
代表者 天野浩教授
天野浩教
野浩教授
授
（ 2014 年ノ ーベル物理学賞受賞）

名古屋大学 シン ポジウ ム担当
TEL： 052-747-6584 FAX： 052-789-2041 E-MAIL： gan-con
con＠aip.nagoya-u.ac.jp
主催： 文部科学省
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資料６
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2016年4月 ハラール推奨メニュー開始状況
2016年4月27日(水)
名古屋大学消費生活協同組合
食堂
北部食堂
フレンドリィ南部
ダイニングフォレスト
医学部食堂

4月11日（月） 22日（金）
丼
麺
総菜
73
7
0
319
614
608
878
19
0
286
10
485

■北部食堂
・まぐろたたき丼＝日本人利用がほとんど
・麺はハラール推奨と通常の2種類提供 うどん、そば、きしめん
■フレンドリィ南部
・キチン竜田丼＝日本人利用も多い
・麺はハラール推奨のみ提供＝日本人利用多い
・総菜＝チキン、アジフライ、さば塩焼き、揚げ出し豆腐、牛肉キャベツ
■ダイニングフォレスト
・牛丼、チキン竜田丼＝日本人利用が多い
・麺はハラール推奨と通常の2種類提供 うどん、そば、きしめん
■医学部食堂
・まぐろたたき丼＝日本人利用がほとんど
・総菜＝チキン、さば塩焼き
・麺はうどんそば 1日１ ２食程度 ハラール推奨麺
※ハラール推奨メニューについて
・チキン竜田丼、牛丼＝4月からタレとトッピング（紅ショウガ）を変更
※北部食堂では
・4月25日からハラール牛肉じゃがを提供開始
・5月12日からベジタリアンセット（日替わり定食）を開始予定
→1月に留学生、ベジタリアン学生と試食会を実施したメニュー
→炒り豆腐、厚揚げホイコーロー、がんもと野菜の黒酢あん、麻婆豆腐など
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資料７

〒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4 月27 日

名古屋教育記者会各社 殿

宇宙航空研究開発機構（ JAXA）、 ディ スカバリ ーチャンネル主催

「 ディ スカバリ ーチャンネル科学実験館
～コズミ ッ クカレッ ジ～2016」
平成28 年7 月24 日（ 日）
名古屋大学豊田講堂での開催決定
国立大学法人名古屋大学（ 名古屋市千種区不老町） は宇宙航空研究開発機構（ JAXA）、 ディ スカバリ
ー・ ジャパン株式会社が主催する「 ディ スカバリーチャンネル科学実験館」 の名古屋地区での開催に
共催します。 本学の研究機関、 教員も参加する本イベント に、 合計約500 名の親子（ 小学3～6 年生の
お子さんと保護者） を無料招待しますので、 是非告知、 取材にご協力く ださい。

ディ スカバリ ーチャンネル科学実験館
～コズミ ッ クカレッ ジ～2016
名古屋地区 開催概要
開催時期： 平成28 年7 月24 日 午前、 午後2 回開催
一般募集は午前 10 時開演 12 時終了（ 開場9 時30 分）
開催場所： 名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂（ 名古屋市千種区不老町）
一般募集： 小学3～6 年生のお子さんと保護者（ 1 組4 名まで） 名古屋会場 合計500 名を無料招待
応募方法： ディ スカバリ ーチャンネル ホームページ（ http: //j apan. di scovery. com/cosmi c） から
応募締切 7 月3 日（ 日）
主催： ディ スカバリー・ ジャパン株式会社、
宇宙航空研究開発機構（ JAXA）
共催： 名古屋大学
協賛： 三菱電機株式会社
協力・ 講座提供：
名古屋大学 宇宙地球環境研究所

© 2016 Discovery Communications, L L C

※「 ディ スカバリ ーチャンネル科学実験館～コズミ ッ クカレッ ジ～2016」 の詳細は別紙参照

本プレスリ リースに関する問合せ
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 リサーチ・ アド ミ ニスト レーター 戸次（ べっき）
TEL : 052-747-6791 FAX : 052-747-6002
E-mai l : bekki.shinichirou@aip.nagoya-u.ac.jp
イベント に関する問合せ
ディ スカバリーチャンネル科学実験館 事務局
TEL. 03-3553-7041 受付時間： 10: 00～17: 00（ 土日祝日除く ）
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世 界 最 大 級 のドキュメンタリーチャンネルと宇 宙 開 発 の権 威 JAXA による

「宇宙科学実験教室」 今夏 全国開催
親子無料招待 応募受付中！
世界最大級のドキュメンタリーチャンネ
ル「ディスカバリーチャンネル」（ディスカバリ
ー・ジャパン株式会社、東京都千代田区、代
表取締役社長：ルイ・ボズウェル）は、国立
研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
JAXA（東京都調布市、理事長：奥村直樹/
以下 JAXA）と共同で「ディスカバリーチャン
ネル科学実験館～コズミックカレッジ～
2016」を、6 月から 9 月にかけて、全国 5 都

© 2016 Discovery Communications, L L C.

市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）で開催します。
本イベントに、合計約 5,000 名の親子（小学 3～6 年生のお子さんと保護者）を無料招待します。
応 募 は 、 デ ィ ス カ バ リ ー チ ャ ン ネ ル
ホ ー ム ペ ー ジ の 特 設 サ イ ト
（http://japan.discovery.com/cosmic/）から。
「ディスカバリーチャンネル科学実験館～コズミッ
クカレッジ～」とは、2006 年から（JAXA と共催は 2009 年
から） ディスカバリーチャンネルが科学の楽しさを

親子で体験してもらうことを目的に毎年行ってい
る宇宙科学実験イベントです。

© 2015 Discovery Communications, L L C.

イベントでは、ディスカバリーチャンネルの番組映像と JAXA 講師による実験や解説、さらに実際
に科学実験を親子で体験できます。2016 年のテーマは「もうひとつの地球へ、大冒険！」。６つの
ステージをクリアするとたどりつける“もうひとつの地球”を目指すという設定で、宇宙にまつわる
様々な実験などを学びます。
ディスカバリーチャンネルは、コズミックカレッジをはじめとするイベントや放送を通じて、アクティ
ブ・ラーニング（能動的学習）を支援していきます。
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コズミックカレッジ概要
イ ベ ン ト 名： ディスカバリーチャンネル科学実験館～コズミックカレッジ～2016
主

催： ディスカバリー・ジャパン株式会社、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

協
会

賛： 三菱電機株式会社
場： 以下ご参照ください

名古屋会場
開催日時：7 月 24 日（日）
開催場所：名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂
午前午後合計 1000 名様招待

以下、名古屋会場以外の実施会場です
九州会場 （福岡）
開催日時： 6 月 26 日（日）
開催場所： 九州大学

東京会場 （二子玉川）
開催日時： 7 月 3 日（日）
開催場所： 東京都市大学

北海道会場 （札幌）
開催日時： 7 月 10 日（日）
開催場所： 北海道大学 札幌キャンパス

大阪会場
開催日時： 8 月 27 日（土）、28 日（日）
開催場所： 大阪大学 豊中キャンパス

東京会場 （早稲田）
開催日時： 9 月 3 日（土）、4 日（日）
開催場所： 早稲田大学 西早稲田キャンパス

一 般 募 集： 小学 3～6 年生のお子さんと保護者（1 組 4 名まで）を無料招待
応 募 方 法： ディスカバリーチャンネル ホームページ（http://japan.discovery.com/cosmic）から
一 般 問 合 せ先： ディスカバリチャンネル科学実験館 事務局 TEL.03-3553-7041 受付時間：10:00～17:00（土日祝日除く）

※ＨＰにて最新状況はご確認ください。
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資料８
名古屋大学 平成28年5月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

9日(月)、
23日(月)

役員会

17日(火)

教育研究評議会

11日(水)
17日(火)

部局長会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

6日(金)

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(環境学研究科)

18日(水)

教授会(文学部・文学研究科、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、医学系研究科、国際開発研究科、国際言語文化研
究科、宇宙地球環境研究所)
研究科委員会(教育発達科学研究科、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)
研究科委員会(理学研究科)

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、情報科
学研究科、未来材料・システム研究所、総合保健体育科学センター)
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○行事等
日(曜日)

行事等の名称

概要

連絡先

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)、13：00～17：00(土曜日)
2月10日(水)～ 附属図書館医学部分館ミニ展示 内容：明治4年(1871年)の名古屋大学創基から昭和22年(1947年)
会「名古屋のセンパーイ！ 大正・ 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 附属図書館医学部分館
5月31日(火)
(日・祝日、3月 昭和編－名古屋大学全学同窓会 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 052-744-2505
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
大学支援事業②－」
26日休館)
展示公開する
入場料：無料

4月5日(火)～
5月1日(日)

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
大学文書資料室パネル展
「名大の歴史と現在－図表で見る 内容：本学の歴史と現在の概要を図表や地図、写真などを通じて
楽しく知ってもらう
沿革とキャンパスの145年－」
入場料：無料

大学文書資料室
052-789-2046

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料
4月19日(火)～
8月27日(土)
第22回博物館特別展
(日・月曜日、8
「モンゴル大百科－Mongolian
月13日～16日
Natural History－」
休館(6月5日臨
時開館))

4月25日(月)～
博物館野外観察園セミナーハウ
7月29日(金)
スサテライト展示
(土・日・祝日休
「名大の蛾 Ⅱ．春～夏の蛾」
館)

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00(4/30)、13：00～14：30(6/11)
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

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

博物館事務室
052-789-5767

場所：農学部講義棟3階第3講義室
時間：13：00～17：00
内容：研究科概要説明、研究室紹介、パネル見学と個別相談会、 創薬科学研究科事務部
052-747-6780
施設見学およびラボ解説
対象：理系(化学系・生命系・薬学系)大学の学部4年生を主な対象
とするが特にこれに限定しない

5月7日(土)

創薬科学研究科
平成28年度大学院入試説明会

5月7日(土)、
6月4日（土）

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
理学研究科物質理学専攻(化学 時間：13：00～
理学研究科事務部
系) 平成28年度大学院説明会＆ 内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問、他
052-789-2961
対象：化学だけでなく、物理、生命科学、工学、薬学、農学、医学な
研究室紹介
ど様々な分野で学んだ学内外の学生

5月13日(金)

第60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
講演者：水谷法美(工学研究科教授)
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)

5月13日(金)

名誉教授称号授与式、
名誉教授懇談会

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：11：20～13：30

総務部職員課
052-789-2023

5月14日(土)

理学研究科生命理学専攻
大学院説明会

場所：理学南館1階セミナー室
時間：13：00～15：00
内容：専攻全体の説明、研究室訪問、他
対象：当専攻への大学院進学・入学を考えている方

理学研究科事務部
052-789-5734

5月14日(土)、
5月28日(土)、
6月11日(土)、
6月25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(5/28、6/11、25)、2階実験室(5/14)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767
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減災連携研究センター
052-789-3468

5月14日(土)、
6月11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

5月16日(月)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：10：00～12：30、14：00～17：00
講演題目：「『くらしの足』をあきらめないで！自分たち
環境学研究科附属持続的共発展
で『つくり』『守り』『育てる』方法はあります！」
教育研究センター公開セミナー
講演者：加藤博和(環境学研究科准教授)
「公共交通不便地域で『くらしの
内容：講演、事例報告、パネルディスカッション、他
足』を地域自ら確保する方法」
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

環境学研究科
准教授 加藤博和
052-789-5104

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演者：金子美香氏(清水建設株式会社安全安心技術センター所
減災連携研究センター
長)
052-789-3468
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

5月17日(火)

第120回防災アカデミー

5月18日(水)

場所：学術総合センター2階一橋講堂(東京都千代田区)
時間：14：00～17：00
講演題目：「GaNによる省エネルギー社会への貢献と事業構想」
公開シンポジウム
講演者：天野 浩(未来材料・システム研究所教授)
「省エネルギー社会の実現に資す
内容：講演、パネルディスカッション、他
る次世代半導体研究開発」
定員：500名
対象：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：「ニュートリノ振動発見の光跡をたどる」
講演者：伊藤好孝(宇宙地球環境研究所教授)
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

事務局研究協力部社会連携課
052-747-6584

理学部・理学研究科
052-789-2394

5月19日(木)

第25回理学懇話会
「謎の素粒子ニュートリノ」

5月21日(土)、
22日(日)

場所：博物館(5/21)、名古屋駅周辺・栄地区(名古屋市中村区・中
区)(5/22)
時間：13：30～16：30(5/21)、9：30～15：00(5/22)
第49回地球教室－フィールドセミ
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
ナー－「ナゴヤで化石をさがそ
をさがす
う！」
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：2,000円

5月21日(土)、
5月27日(金)、
5月28日(土)、
6月4日(土)

場所：多元数理科学棟5階509講義室(5/21)、京都府立総合社会福
祉会館ハートピア京都3階第2会議室(京都市中京区)(5/27)、東京
多元数理科学研究科、情報科学 八重洲ホール2階201会議室(東京都中央区)(5/28)、第一セントラ
多元数理科学研究科
ルビル2号館5階中会議室(岡山県岡山市北区)(6/4)
研究科計算機数理科学専攻
052-789-2429
時間：14：00～15：30
大学院入試説明会
対象：数理系の学部4年生・修士課程2年生および他の学年、 他の
学科・研究科の学生

5月21日(土)

5月25日(水)、
11月23日(水)

博物館事務室
052-789-5767

博物館コンサート NUMCo
「モンゴルの心 馬頭琴」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
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
定員：200名(立ち見あり)
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
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博物館事務室
052-789-5767

5月27日(金)

場所：日本経済新聞社名古屋支社3階日経栄カンファレンスルーム
(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
経済学研究科
国際経済政策研究センター・キタ
講演題目：「最近の世界経済情勢について」
附属国際経済政策研究センター
ン会第23回名古屋ビジネスセミ
講演者：渡辺博史氏(株式会社国際協力銀行代表取締役総裁)
052-789-4945
ナー
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「名古屋大学のあゆみと地域社会」(5/28)
講演者：吉川卓治(教育発達科学研究科教授)
講演題目：「謎の原始生命－30億年前の秘密－」(6/4)
講演者：杉谷健一郎(環境学研究科教授)
講演題目：「生物遺骸を保持する“タイムカプセル”－球状コンク
リーションの謎に挑む－」(6/25)
講演者：吉田英一(博物館教授)
定員：80名
参加費：無料
対象：一般(基本的に毎回参加できる方)

5月28日(土)、
6月4日(土)、
6月25日(土)

達人と話そう おもしろ博物学

5月28日(土)

会場：環境総合館１階レクチャーホール、他
内容：全体説明、研究内容のポスター展示、専攻別説明
環境学研究科大学院説明会2016
対象：環境学研究科への進学希望者
参加費：無料

5月29日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第13回理学部

場所：河合塾名駅キャンパス名古屋校(名古屋市中村区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「惑星の誕生に迫る－小惑星探査機はやぶさ2の挑戦
－」
講演者：渡邊誠一郎(環境学研究科教授)
内容：講演、懇談会
定員：70名
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

環境学研究科事務部
052-789-4272

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

［今後の開催予定］
6月12日(日)、7月3日(日)、8月28日(日)、9月11日(日)、10月30日
(日)

場所：東山キャンパス
内容：サークル・有志団体の発表企画、研究室公開、学術企画、ス
ポーツ企画、模擬店、フリーマーケット、古本市など170余りの企画
を実施

6月2日(木)～
5日(日)

第57回名大祭
「その躍動、無限大」

［学術企画講演会］
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
教育推進部学生交流課
時間：14：00～15：30
052-789-2164
講演題目：「物理学者の夢見る世界－世界は素粒子で満ちてい
る！－」(6/4)
講演者：益川敏英(本学特別教授)、野尻伸一(理学研究科教授)
講演題目：「地震のナゼ？ナニ？－いつくるの？南海トラフ－」
(6/5)
講演者：山岡耕春(環境学研究科附属地震火山研究センター教授)
参加費：無料
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パネル展
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第2 2 回 名古屋大学博物館特別展

～M o n g o lia n N a t u r a l H is t o r y ～

2016

4.19 火 8.27土

｜名古屋大学博物館 地下鉄名城線｢名古屋大学前｣

会場

2

10 時～16 時
（ 入館は15 時30 分まで）
休館日 日・ 月曜日、および8/13（ 土）～16（ 火）
臨時開館6/5（ 日）

番出口より 徒歩2 分

主催｜名古屋大学博物館
協力｜名古屋市科学館／名古屋市工業研究所／岡山理科大学生物地球学部／
モンゴル科学技術大学／モンゴル科学アカデミ ー古生物地質研究所

講演会・ コ ンサート （ 申し込み不要）

4.30 土

10:30～12:00

5.21 土

第1 回「 恐竜時代のモンゴルの気候」
名古屋大学博物館 長谷川 精
NUMCo コ ンサート「 モンゴルの心 馬頭琴」

入場
無料

14:00～15:00

6.11 土

13:00～14:30

7. 9 土

10:30～12:00

8. 6 土

10:30～12:00

問い合わせ先

第2 回「

モンゴルの恐竜の姿勢と 生態」
名古屋大学博物館

第3 回「

藤原 慎一

モンゴルの環境汚染」
名古屋大学大学院環境学研究科

山本 鋼志

第4 回「 太古の生物大進化」
名古屋大学博物館 大路 樹生
「 モンゴルの地質と 鉱床」
名古屋大学博物館 苗村 康輔

名古屋大学博物館
〒4 6 4 8 6 0 1

名古屋市千種区不老町
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１０ 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５月２４日（火） １６時００分から
場 所：名古屋大学 広報プラザ 2 階
なお、次回は，懇談会に引き続き、情報交換会（会費制）を開催します。別途ご案内
しますので、奮ってご参加ください。
懇 談 会：5 月２４日（火）16 時 00 分から（広報プラザ）
情報交換会：5 月２４日（水）17 時 15 分から（ユニバーサルクラブ）

以上
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