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平成２８年７月２７日 

平成２８年度 第４回 名古屋教育記者会懇談会 ★＝報告者あり 

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み  ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

１：博士人材へのキャリア支援「企業と博士人材の交流会」について★ 

２：４大学間学術交流協定調印式、ＪＳＰＳ研究拠点形成事業キックオフミーティング開催について★ 

Ⅱ 輝け！ 名大生 

３：名古屋大学学術奨励賞受賞者報告 

① 法学研究科Ｄ２ 加藤 紫帆★ ／ ② 創薬科学研究科Ｄ３ 志甫谷 渉★ 

Ⅲ ハイライト 

４：理系女性研究者の活躍促進シンポジウムについて★ 

５：名古屋大学若手女性研究者サイエンスフォーラム及び女子中高生理系進学推進セミナーに

ついて★ 

６：日本法教育研究センター（ＣＡＬＥ）2016 年度 夏季セミナーについて 

Ⅳ その他・行事 

７：2016 年度グローバル・ディスカッションについて★ 

８：２０１６ホームカミングデイについて★ 

９：名古屋大学自動運転車両実験に関する取扱規定について★ 

10：国際開発研究科創立 25 周年記念 

・特別座談会 

「ＮＵ ＭＩＲＡＩ２０２０の実現に向けて～同窓生からの視点」について 

・国際シンポジウム  

「新時代の国際開発研究と教育～持続可能な開発目標とその先」について 

11：その他、今後の行事予定（資料配付） 
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第6回『企業 博⼠⼈材 交流会』
 名古屋⼤学    博⼠⼈材        ⽀援 

名古屋⼤学 社会貢献⼈材育成本部
ビジネス⼈材育成センター
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資料１



平成27年度学校基本調査（文部科学省）より作成（一部推計）

背景①  博⼠⼈材        

学部卒業
約56万人 就職者数

約40万人
（72.6％）

進学率
11％

修士課程
修了

約7.1万人

進学率
10％

就職者数
約5.4万人
（75.9％）

博士課程
修了

約1.6万人

留学生
約7,800人

社会人
約7,700人

社会人
約5,900人

留学生
約2,300人

アカデミア 約5,000人(33%)
大学教員約2,400人、ポスドク等1,200人

民間企業等 約2,000人(13%)

その他 約3,700人(24%)
（医療系、教員、公務他）

修了直後の進路
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背景②   理⼯系⼈材育成 関  産学官円卓会議  
H28年７⽉11⽇ 実施   会議  策定   “理⼯系⼈材育成 関  ⾏動計画”

産業界のニーズと⼤学教育のずれの解消

産業界における博⼠⼈材の活躍の促進

初等中等教育の充実

産業界のニーズの実態に係る調査に基づく需給のマッチング
産業界が求める理工系人材のスキルの見える化、採用活動における当該スキルの有無の評価
産業界のニーズを踏まえたカリキュラムの提供

産学共同研究を通じた人材育成の推進
中長期研究インターンシップの普及
「博士課程教育リーディングプログラム」の促進
新規分野の開拓における博士人材の活躍促進
研究開発プロジェクト等を通じた人材の育成

実験や科学的な体験等を通じた理工系科目に対する学習意欲・関心の向上
キャリアパスの見える化等を通じた職業・進路への興味・関心の喚起

博
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程
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の
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業
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に
向
け
た
⾏
動
計
画

博
⼠
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程
学
⽣
の
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業
界
等

で
の
活
躍
に
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け
た
⾏
動
計
画

4



名古屋⼤学における⼈材育成の取り組み

博⼠課程教育リーディングプログラム

産業界における博⼠⼈材の活躍の促進

初等中等教育の充実

中⻑期        

産業界のニーズと⼤学教育のずれの解消

企業 博⼠⼈材 交流会 B⼈セミナー     形成論         論

トンガリプロジェクト

指定共同研究制度

サイエンスカフェ サイエンスアゴラ東海 オープンキャンパス⽇本数学コンクール

企業が共同研究費に学⽣雇⽤の経費を盛り込む⼀⽅、
学⽣にも秘密保持契約を結び、産学共同研究に参画

博⼠に対する期待に応えるために！博⼠に対する期待に応えるために！
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名古屋⼤学における博⼠⼈材のキャリアパス⽀援

⻑期インターンシップ
企業と博⼠⼈材
の交流会

シンポジウム

就

職

キャリア
デザイン論

キャリア
形成論

登

録

社会⼈
アドバイザー
（メンター）

個
⼈
⾯
談
・
メ
ー
ル
相
談

①教育

②養成 ③⽀援

B⼈セミナー
就職活動期研修

ビジネススキル研修

業界別基礎研修
アイディア創造・
事業化研修

平成18年度～平成28年6月末

※全国の博士人材
（博士課程後期課程学生＆ポストドクター）を対
象に平成18年度からキャリアパス支援

1675名

社会貢献⼈材育成本部
ビジネス⼈材育成センター

662名
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第6回「企業と博⼠⼈材の交流会」

参加企業数：５０社 ※第1部は名古屋⼤学所属の博⼠⼈材
第2部は全国の博⼠⼈材 対象
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企業からのショートプレゼン 企業ブース訪問 情報交換会

『企業 博⼠⼈材 交流会』 昨年度 様⼦
【第１部ポスターセッション（博士人材によるポスター発表）】

【第２部交流セッション（合同企業説明会）】
～企業からのショートプレゼン＆企業ブース訪問～

参加企業数：52社
参加博⼠数：121名

参加企業数は年々増加 企業の博士人材への期待が高まっている

参加博士数は年々増加 多様なキャリアパスを考える博士人材が増えている
（アカデミアだけではない）

就職内定、インターンシップの実施等、
40件の報告あり
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連絡先

社会貢献⼈材育成本部 ビジネス⼈材育成センター

Tel: 052-747-6490 Fax: 052-788-6002

Web: http://www.aip.nagoya-
u.ac.jp/graduate/career/kouryukai/detail/0003502.html

Facebook: https://www.facebook.com/Nagoya.Univ.info.kouryukai/

Mail: b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp

Copyright © 2016 Nagoya University All Rights Reserved. 8 8
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名古屋大学 社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町NIC302号室

E-mail b-jinsupport@ aip.nagoya-u.ac.jp

お問合せ
窓口

URL http: //www.aip.nagoya-u.ac. jp/g raduate/career/

TEL 052-747-6490  （ 担当： 熊坂、河野、大蔵）

大学で身につけたのは専門知識だけですか？
研究生活で培ったプレゼンスキルを存分に発揮して、
異分野の企業の方にも分かりやすく 、
あなたの研究のおもしろさとあなた自身を、
あなたなりの方法でアピールしましょう。

平成28 年 278
9：30～開催時間

名古屋大学豊田講堂 2 階会 場

名古屋大学の博士課程後期課程学生・ ポスドク・ 特任助教対 象

研究内容をまとめたポスターを作成し、企業参加者に自己アピールします。内 容
※優秀なポスター発表には賞を授与します

申し込み方法（ 申し込みフォームにて受付）

❶ポスタータイトル❷ポスター要旨（ 日本語で200文字以内）

❸キーワード（ 3～5個）とともに、下記URLまたはQRコードよりお申し込みください。
http://www.aip.nagoya-u.ac.j p/graduate/career/kouryukai/detail/0003349.html

・ 株式会社アイヴィス
・  AZAPA株式会社
・ 朝日インテック株式会社
・ アドバンスソフト株式会社
・ 株式会社いい生活
・ 伊藤機工株式会社
・ 株式会社ヴィッツ
・ エム・アール・アイリサーチ
アソシエイツ株式会社

・  LG Hausys 東京R&D
・ 株式会社大垣共立銀行
・ 開智日本橋教育グループ
・ 特許業務法人快友国際特許
事務所

・  CambridgeConsultants
・ ココデ・グローバル株式会社
・ 株式会社SUMCO
・ 三桜工業株式会社

・ サンディスク株式会社
・  JSR株式会社
・ 昭和電工株式会社
・ 星光PMC株式会社
・ 第一三共株式会社
・ 大成建設株式会社
・ 株式会社ダイセキ環境ソ
リューション

・ 大日本住友製薬株式会社

・ 太陽精機株式会社
・ 田辺三菱製薬株式会社
・ テクノスデータサイエンス・

エンジニアリング株式会社
・ 株式会社テクノプロ テク
ノプロ・ R&D社

・ テルモ株式会社
・ 株式会社とめ研究所
・ 長良サイエンス株式会社

・ 日本新薬株式会社
・ 株式会社ニデック
・ 日本電産株式会社
・ 日本電波工業株式会社
・ 株式会社日本入試センター
・ 株式会社ネオレックス
・ ピーエス株式会社
・ フジクリーン工業株式会社
・ 株式会社プロドローン

・ 株式会社MARUWA
・ 三ツ星ベルト株式会社
・ 森合精機株式会社
・ 株式会社モリタホールディングス
・ ヤフー株式会社
・ 山本特許法律事務所
・ リョーエイ株式会社

企業の方が
どのような視点で

博士の研究に興味を
持つのかが分かる！

自分のポスターや
プレゼンが非専門家にも

分かりやすいか知る
チャンス！

※企業情報は随時ホームページに掲載します。来訪予定企業47社（ 五十音順）

第1部 ポスターセッション
第6回 企業と博士人材の交流会

（ 6月8日現在）

※ポスターセッション（ 第１部）参加者は、そのまま交流セッション（ 第２部）にご参加ください。

専門外の方にも
分かりやすい工夫を！ 2016年７月15日

応募締切
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第6回 企業と博士人材の交流会
本交流会では、博士人材に注目している企業の方と
直接お話することができます。多種多様な企業の業

務や研究内容、企業が博士人材に求めることや期待

することなどを理解するよい機会でもあり、“ 自分が
できることや自分がやりたいことを伝えられる場”
でもあります。

企業への就職を考えている方だけでなく 、来年度

以降の就職に役立つ情報を得たい方、アカデミックで
研究を続けていく 事を考えている方も大歓迎です。

2016年

8 27

主催： 名古屋大学社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター
共催： 名古屋大学リーディング大学院推進機構（ グリーン自然科学国際教育研究プログラム,法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム、

 PhDプロフェッショナル登龍門、フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム、実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム、「 ウェルビーイングinアジア」

実現のための女性リーダー育成プログラム）、名古屋大学教育推進部学生支援課就職支援室、名古屋大学社会貢献人材育成本部男女共同参画室
協賛： 静岡大学博士キャリア開発支援センター

「 企業と博士人材の交流会」 Facebook始めました！

https:/ /www.facebook.com/Nagoya.Univ.info.kouryukai/

当日の準備に役立つ情報等もアップしていく予定です！

タイムスケジュール

（ 休憩）

（ 休憩）

※第2部のみの参加も可能です。

昨年度ポスター発表

受賞者３名は見事

新しいキャリアを見つ

けて、内定しました！

昨年度の交流会をきっかけに、就職内定、インターンシップの実施等、33件の報告がありました。（ 2016年4月現在）

第１部ポスターセッション

第２部交流セッション（ 企業プレゼン）

第２部交流セッション（ ブーストーク）

情報交換会

博士人材からの声

企業からの声
・ 自分の研究テーマを分かりやすく 、かつ、こだわりを持って熱く伝えられて
いた人物が印象的だった。

・ 現在の研究のどんな要素がビジネスで応用できそうかを考えていた学
生が印象に残った。

・ 専門性を新たな事業分野に活かしてみようという柔軟性・ 積極性・ チャ

レンジ精神をもつ博士人材には、就職後も活躍が期待できます。

・ ポスター発表時には研究内容や私自身に興味をもってくださった企業

がいくつかあり、ブース訪問を通じて、情報交換するきっかけとなった。

・ 企業の人と話す難しさを体験できたという点で期待通りでした。今回
の経験を今後に生かしたい。

・ 第一部でほとんど注目してもらえず、専門分野外の人に分かりやすく
かつ魅力的に自分の研究内容を話す能力の欠如を痛感した。

・ 参加企業から共同研究の提案をいただいた。

昨年度のアンケートより （ 第１部ポスターセッショ ン）

第2部交流セッショ ン

第1部ポスターセッショ ン

12:00～12:30
12:30～14:55

14:55～15:05
15:05～17:10
17:10～18:30

9:00 ～ 9:30
9:30 ～ 11:15

受付
ポスターセッション

受付（ ポスター発表者は不要）

企業プレゼンテーション

移動・ 休憩
企業ブース訪問（ 各回20～30分の入替え制）

ポスター優秀賞表彰＆情報交換会
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日時： 平成 27 年 9 月 19日（ 土） 9:30～18:00
会場： 名古屋大学 豊田講堂・ シンポジオンホール

博士 企業

2015 年12 月発行Vol 18

参加博士

121名

参加企業

9月19日、シンポジオンホールにて、博士人材の採用に関心のある企業と、博士課程後期課程学生とポスドク（ 以下、博士人材）

が一堂に会し、相互理解を深め、キャリ アパスを検討する機会として、「 第5回企業と博士人材の交流会」 を開催しました。

第一部では、名古屋大学博士課程教育リ ーディ ングプログラム所属の者を中心に連携大学を含めた博士人材 56 名が、

自分の研究や自己ＰＲをポスター形式で発表（ ポスターセッ ショ ン）、第二部では、 50 件の企業のショ ートプレゼンの後、

企業ごとのブースに分かれて、企業の特徴や求める人材像を知る合同企業説明会を行いました。

Event● 今後の『 イベント』 スケジュール

第63 回応用物理学会春季学術講演会

日本化学会第96 春季年会附属展示会2016

日本農芸化学会2016 年度大会

東京工業大学大岡山キャンパス

同志社大学京田辺キャンパス《 デイヴィス記念館》

札幌市教育文化会館大ホール、ホテルロイトン札幌ほか

博士のキャリア相談会

ブース出展

ブース出展

3/19（ 土）～22（ 火）

3/24（ 木）～26（ 土）

3/27（ 日）～30（ 水）

博士のキャリア相談会や出展ブースにて個別相談をお受け致します。学会に参加される方はぜひお立ち寄りく ださい。

今後の『 B人セミナー』 スケジュール【後期】

名古屋大学東山キャンパス内 ナショ ナル・ イノベーショ ン・ コンプレックス（ NIC） 2 階小会議室開催場所
全国のポスドク・博士課程の学生（本事業の登録者でなく ても受講可能）参加対象

参加申込

で検索してく ださい。

ホームページ http:/ / www.aip.nagoya-u.ac.j p/ graduate/ career/   より参加申込みをしてく ださい。

各回のテーマや講師などの詳細は B人セミナー日程

第7 回 ●アイディアの出口戦略10:00 ～12:00
1 月23 日（土）

13:00 ～15:00 ●若手起業家の経験談を聞く！必要なマインド、能力を探る！

第8 回 ●ユーザーの求めるサービスや製品化への道10:00 ～16:002 月 6 日（土）

説明会や面接会などを一緒に企画し、 開催したいと 思います。ポスドクや博士課程後期課程の

学生からキャ リ ア支援の要望は出ていませんか？また、 相談を受け支援方法を模索している教員

の方はいませんか？　もし、 各機関に所属されているみなさんからのご要望がございましたら、
お気軽にご連絡く ださい。

連携協力研究機関： 名古屋市立大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、自然科学研究機構（ 岡崎）

本センターでは様 な々研修や個別面談を行っ ています。
また、進路に悩んでいる大学院生や若手研究者がいらっ

しゃいましたら、 当センターのこと をご紹介く ださいま
すよう お願い致します。

連携協力研究機関の方 へ々 教員の皆さまへ

〒464-8601  名古屋市千種区不老町ナショナル・イノベーション・コンプレックス（ NIC）302  TEL 052-747-6490   FAX 052-788-6002     
■発行者 名古屋大学社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター

http://www .aip.nagoya-u.ac. j p/graduate/career/  E-mail b-j insupport@aip.nagoya-u.ac.j p 

文部科学省科学技術人材育成費補助金ポストドクター・ キャリア開発事業

●ご登録・ お問い合わせ

参加企業一覧はホームページをご覧く ださい。
（ http:/ /www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/
  kouryukai/detail/0002921.html#sanka）

参加して
良かった!

多くの学生
さんと

出会えま
した!

行き
たい

企業
が

見つ
かっ

た!

貴重な経
験

になった
!

意欲ある学生が

多く有意義でした!

貴重な機会を
ありがとう
ございました!

創薬科学研究科
博士課程後期課程２年

長坂 理紗子さん
理学研究科
博士課程後期課程２年

宿谷 大志さん

情報科学研究科
博士課程後期課程３年

伊藤 孝さん

ベスト
ポスター賞

ベスト
プレゼン賞

52社（ 93 名）

学術研究・
産学官連携

推進本部長賞

とても嬉しかったです。
今回の受賞を励みに、今後も頑張って
いきたいです。

研究の内容だけでなく、自分のアピールポ
イントも視覚的に表現するよう心がけました。

「 そういう研究は、ニーズがあるね」 と言っ
ていただけたことがとても励みになりました。

太陽って休んだりするんだ。
　　 ：太陽磁場活動の長期的な変動

画像情報解析を用いたヒト多能性幹
細胞の品質評価法開発

発表者が多く、自分の研究がマイナーだっ
たので意外だった。

全く初心者にも分かるような説明を考え、
なるべく絵を大きくして見た目のインパクト
を強くした。

「 面白い」 と言っていただけたこと。

３Ｄ仮想生物シミュレーションで解き
明かす、生態系と進化の相互作用

自分を覚えていただける機会が得られた
のでありがたかったです。

受賞した感想は？

僕の分野は直接仕事に結びつかないと思
っていたので、楽しんでいただけることと、
自分を覚えてもらうことを意識しました。

「 本当に楽しんで研究をしているのが伝わっ
てきたよ」 と言われたこと。

企業の方から言われて嬉しかったことは？

工夫した点は？

受賞した感想は？ 受賞した感想は？

企業の方から言われて嬉しかったことは？
企業の方から言われて嬉しかったことは？

工夫した点は？

工夫した点は？

今回の企業と博士人材の交流会では、第１部ポスターセッションにおいて 56 名の博士人材が発表を行いました。終了後、参加企業

の方に印象に残った優れたポスターに投票していただき、結果、評価の高かった学生３名が選ばれました。

ポスター賞発表!

独創的なだけでなく、専門知識がない人でも
分かりやすい、聞き手が考慮された
ポスター・プレゼンが高評価でした！

情報がほしい方、キャリア相談したい方はぜひご登録ください！

企業と博士人材の交流会 を開催しました !

News Letter

イ べ 特集ン ト

つづき
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企業と 博士人材の交流会終了後、進展が

あった 28 名の学生のう ち、現在（ 11/26）、

3 名が内定、 8 名が採用選考中、 3 名が

インターンシッ プ参加に進んでいます。

参加した人、参加できなかった人、

今からでも間に合います！

気になる企業があれば、

ビジネス人材育成センターまで

ご連絡く ださい！

NAGOYA   UNIVERSITY

今回の企業と博士人材の交流会では、 52 社の多様な業界の企業
が参加し、博士人材との交流を図りました。それぞれの参加者の
声を一部抜粋して紹介します！

次のページにつづく→

　各企業の内部の構成について知り、実際に働くイメージが少し見えてきた。

　距離が近かったので、相手の反応を伺いながらプレゼンができ、自分の研究を十分に伝えることができた。

　第一部ではほとんど注

目してもらえず、専門分
野外の人に分かりやすく
自分の研究内容を話す能

力の欠如を痛感した。

　意外な企業から声をかけ
ていただき、第二部で訪
問したら業務内容が興味

深く、就職先として視野
に入れることができた。

　女性研究者の方と懇
親

会で話す機会があり、
研

究職と子育てとの
両立に関

して色々な話を伺い、今後

も相談できるつなが
りを作

ることができ
た。

【北海道大学大
学院  D2】

【生命農学研究科  D2】

　採
用時に

どのよ
うな点

を

選考基
準にし

ている
のかが

はっき
りした

ので、
今後の

就活対
策の参

考にな
った。

【総合研究大学
院大学

 D2】

【生命農学研究科　D2】

　ポスター発表では、活発な意見交換ができ、企業の方がどのような視点で興味をもつのかが分かった。
【工学研究科　D3】

　研究職以外の職種でも専門性を生かせる職種で採用を行っていることに気づけた。
【生命農学研究科　D2】

　企業側が思った以上
に人材獲得に積極的

だったので、準備不足
で対応しきれなかった。

【生命農学研究科　D2】

　自分のスキルをほ

ぼそのまま発揮で
きる

会社と出会えまし
た！

【北海道大学大学
院  D3

  留学生】

　博士の専門性
の高さだ

けでなく、
博士号を獲得

する過程で得た能
力に期

待していること
を知りました

。

【生命農学研
究科　D1】

【理学研究科 D2】

【環境学研究科 D1】

求められる

博士人材!

自身の研究テーマや研究発表に自信を持っており、研究
活動をいきいきと楽しんでいる人物が魅力的に感じます。

ロジカルな思考ができる人物、自分の考えを的確に言
葉にできる人物、必要十分のプログラミングスキルを
有している人物に興味を持った。

専門性も大切ですが、未知の領域を自律的に切り開い
ていける力を求めます。

情報・通信（ICT)

知財・教育

地域密着

株式会社アイヴィス、アドバンスソフト株式会社、株式会社い
い生活、株式会社ヴィッツ、AJS株式会社、株式会社知能情報
システム、株式会社データフォーシーズ、テクノスデータサイ
エンス・マーケティング株式会社、株式会社とめ研究所、株式
会社富士通研究所、ラフィス・テクノロジー株式会社

好奇心・ 探究心が強く 、幅広い分野に知識の裾があ
る学生が印象に残りました。

専門性を新たな事業分野にも活かしてみようという柔
軟性・積極性・チャレンジ精神を持っている学生、また、
課題や解決方法を自ら考えることのできる能力、コ
ミュニケーション能力、協調性のある方が望ましい。

あいぎ特許事務所、株式会社アイピーテクノ、SK 特許業務法人、
開智日本橋教育グループ、株式会社日本入試センター

製薬・医療・化学

会社説明会で、自分のやりたいことも踏まえて積極的に
質問をしていた学生に好感を持ちました。

自律的に研究を進められる能力、自らの考えを積極的に
発信できる能力、周囲を巻き込んで物事を推進できる能

力があるといいと思います。

アステラス製薬株式会社、アスビオファーマ株式会社、第一三

共株式会社、大正製薬株式会社、大日本住友製薬株式会社、ま
つなみリサーチパーク、田辺三菱製薬株式会社、テルモ株式会社、
富田製薬株式会社、株式会社ニデック、星光 PMC 株式会社、
株式会社テクノプロテクノプロ・R&D社

メーカー・その他

自身の研究テーマに強い興味を抱き、主体的にかつ楽

しそうに取り組んでいる人物が好印象でした。

事業内容と研究内容のマッチングばかりを気にするので
はなく、企業において、幅広く力を発揮するためにどの
ような環境・チャンスがあるかを広い視野から考えられ
る方は、就職後に活躍される可能性が高いと感じます。

AZAPA 株式会社、株式会社大阪真空機器製作所、株式会社

SUMCO、三桜工業株式会社、産業技術総合研究所、JSR株式会社、
昭和電工株式会社、日本電信電話株式会社、日本原子力研究開発機

構、日本たばこ産業株式会社、日本電産株式会社、日本電波工業株

式会社、三木プーリ株式会社、三ツ星ベルト株式会社、森合精機株

式会社、株式会社建設環境研究所

ものづくりに興味を持ち、世の中に無い新しいシス
テムを作り上げることに、喜びを感じていただける
人材を求めています。

専門性を活かそうと思う人ほど距離を感じた。長い
会社生活ではその都度変更もあるので、頑なに就職

先を絞ると選択の幅が狭くなり、良い就職ができな
い場合もある。

朝日インテック株式会社、高砂電気工業株式会社、株式会社ネオレッ
クス、株式会社不動産SHOPナカジツ、リョーエイ株式会社

外資系

グローバルレベルで戦える専門性ならびに語学力、マイ
ンドセットを持った学生、また、はっきりした専門分野

を持ちつつも、幅広く他の分野への興味や関心を持った
学生を希望します。

サンディスク株式会社、ボッシュ株式会社

15



1 

チュラロンコン大学（タイ）－ハノイ工科大学（ベトナム）－

ラオス国立大学（ラオス）－名古屋大学（日本）学術交流協定調印式

JSPS研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

「ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点」キックオフミーティング

開催概要

未来社会創造機構モビリティ領域（2016年4月設置）の前身であるグリーンモビリティ連携研究セ

ンターでは、独立行政法人日本学術振興会研究拠点形成事業（Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型）

「バイオ資源を活用したグリーンモビリティ材料研究拠点」（事業期間：2013年4月～2016年3月）

の採択を契機に、本学の全学協定校であるチュラロンコン大学（1992年締結）とハノイ工科大学（2009

年締結）と、2013年8月に3大学間で学術交流協定を締結し、学術交流と研究人材の育成を推進して

きました。本事業期間中は、材料科学分野に留まらず、モビリティをキーワードに研究ネットワークを

広げ、修士課程・博士課程学生の派遣・受入れやセミナー等の研究交流を活発に行ってきました。

2016年4月、同研究拠点形成事業「ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点」が採択

され、全学協定校であるラオス国立大学（2001年締結）を新たに加えた4大学間で、モビリティ関連

領域全域に広げた研究交流を開始しました。本事業には、ラオス・日本法教育研究センターの教員も参

画しており、人文・社会科学分野への展開も進めています。

これを機に、新たな枠組みとして4大学間の学術交流協定を締結し、より広い分野で学生や教職員の

交流、共同研究の推進を図ることとなりました。2016年8月29日（月）に、4大学が一堂に会し、協

定書の調印式とJSPS事業のキックオフミーティングを行います。

名古屋大学をハブとした学際的な学術交流のプラットフォームを形成することで、新たな学術領域の

創出や世界の舞台で活躍するグローバル人材育成の促進につながることが期待されます。

◆4大学間学術交流協定調印式

日時：2016年8月29日（月）13：30～14：00

会場：名古屋大学東山キャンパス理学南館1F セミナー室（名古屋市千種区不老町）

◆JSPS研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

「ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点」キックオフミーティング

日時：2016年8月29日（月）14：30～17：20

会場：名古屋大学東山キャンパス理学南館1F セミナー室（名古屋市千種区不老町）

◆4大学間学術交流協定締結記念懇親会

日時：2016年8月29日（月）17：30～19：00

会場：レストラン花の木（名古屋大学内）
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◆プログラム（案）

13：30～14：00 4大学間学術交流協定調印式

会場：理学南館1F セミナー室 司会：三枝教育推進部長

1. 開会の辞

2. 名古屋大学挨拶（理事・副総長渡辺芳人）

3. ハノイ工科大学挨拶（学長HOANG Minh Son）

4. チュラロンコン大学挨拶（副学長Pomthong MALAKUL）

5. ラオス国立大学挨拶（副学長Phout SIMMALAVONG）

6. 来賓挨拶

＊駐日ベトナム社会主義共和国大使館

（参事官・科学技術部長BUI Viet Khoi）他、調整中

7. 出席者紹介

8. 調印・協定書交換

9. 記念品交換

10. 閉会の辞

11. 記念撮影

14：00～14：30 休憩

14：30～17：20 JSPS研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

「ASEANにおけるコンパクトモビリティモデルの研究拠点」

キックオフミーティング

会場：理学南館1F セミナー室

開会挨拶：市野良一教授（未来社会創造機構モビリティ領域長）

来賓挨拶：調整中

事業概要説明：原口哲之理特任教授

（未来社会創造機構モビリティ領域副領域長）

研究シーズ発表：9件×15分

閉会挨拶：Assoc. Prof. Angkee SRIPAKAGORN

（チュラロンコン大学スマートモビリティリサーチセンター長）

17：30～19：00 4大学間学術交流協定締結記念懇親会

会場：レストラン花の木
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◆チュラロンコン大学、ハノイ工科大学、ラオス国立大学からの参加者

Chulalongkorn University／チュラロンコン大学（5名）

http://www.chula.ac.th/en/

http://www.smartmobility.eng.chula.ac.th/Home.html

Asst. Prof. Dr. Pomthong MALAKUL

Vice Presidentfor Academic Affairs

Assoc. Prof. Dr. Angkee SRIPAKAGORN

Director of Smart Mobility Research Center (SMRC), Faculty of Engineering

Asst. Prof. Dr. Sunhapos CHANTRANUWATHANA

Smart Mobility Research Center (SMRC), Faculty of Engineering

Asst. Prof. Dr. Nuksit NOOMWONGS

Smart Mobility Research Center (SMRC), Faculty of Engineering

Assoc. Prof. Dr. Ratana RUJIRAVANIT

The Petroleum and Petrochemical College (PPC)

Hanoi University of Science and Technology (HUST)／ハノイ工科大学（3名）

http://en.hust.edu.vn/home

http://ste.hust.edu.vn/en/homepage/

Assoc. Prof. Dr. HOANG Minh Son

President

Assoc. Prof. Dr. LE Anh Tuan

Dean of School of Transportation Engineering

Assoc. Prof. Dr. NGUYEN Phu Khanh

Director of International Cooperation Department

National University of Laos (NUOL)／ラオス国立大学（4名）

http://www.nuol.edu.la/index.php/en/

Assoc. Prof. Dr. Phout SIMMALAVONG

Vice President

(in charge of International Relation, Research and Post Graduated Studies)

Assoc. Prof. Viengvilay THIENGCHANXAY

Dean of Faculty of Law and Political Science

Assoc. Prof. Dr. Somchanh BOUNPHANMY

Dean of Faculty of Natural Sciences

Lecturer Dr. Phengxay DEEVANHXAY

Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences
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国際的に通⽤する
若⼿研究者の育成

ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点

鈴⽊ 達也 教授
（システム制御）

後藤 元信 教授
（化学⼯学、エネルギー⼯学）

名古屋⼤学
未来社会創造機構 モビリティ領域
コーディネータ 市野 良⼀ 領域⻑・教授

森川 ⾼⾏ 教授
（交通計画）

⼆宮 芳樹 特任教授
（知能機械）

齋藤 永宏 教授
（材料⼯学）

⻘⽊ 宏⽂ 特任教授
（⼈間⼯学）

⼭本 俊⾏ 教授
（モデリング）

 4か国間の連携を促進する意思決定の場 
連携研究組織運営委員会

ASEANに適した、安全かつ快適に移動できるモビリティモデルの開発を⽬指す

チュラロンコン⼤学
SRIPAKAGORN, Angkee

スマートモビリティリサーチセンター⻑
（⾃動⾞⼯学） ハノイ⼯科⼤学

LE ANH Tuan
交通⼯学部⻑
（燃焼効率）

ラオス国⽴⼤学
BOUNPHANMY, Somchanh

理学部⻑
（バイオ燃料）

三輪 富⽣ 准教授
（交通⼯学）

本事業（2期6年）による
名古屋⼤学を中⼼としたモビリティ国際連携研究拠点の構築

課題解決型の
⾰新的な

研究課題の提案

モビリティ学の
確⽴

アジアの
ネットワーク形成

＜ 環境 ＞
ASEANに適した
エネルギー開発

＜ 安全・快適 ＞
セーフティモデル化

共同研究・セミナー・研究者交流

＜ 普及 ＞
モデルの最適化
（インフラ・制度）

＊ 各国の研究の強みを⽣かした連携研究体制の構築と学術基盤の形成
＊ モビリティ研究の次世代を担う若⼿研究者の実践的育成
＊ モビリティ学の確⽴と⾰新的な研究課題の提案

現地のニーズの抽出・把握 必要な要素技術の検討・⾼度化 シーズ技術との
マッチング探索による連携研究

⽇本学術振興会（JSPS）研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

（事業期間：2016年4⽉ 2019年3⽉）

元廣 友美 教授
（新エネルギー創成）
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ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点
⽇本学術振興会（JSPS）研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

（事業期間：2016年4⽉ 2019年3⽉）

＜ セミナー等スケジュール ＞

時期 場所

H28
年度

4⼤学間学術交流協定調印式
キックオフミーティング 2016年8⽉29⽇（⽉） 名古屋⼤学

第2回ミーティング
＆第1回セミナー 2017年3⽉第2週 チュラロンコン⼤学

H29
年度

第3回ミーティング
＆第2回セミナー 2017年8⽉ ハノイ⼯科⼤学

第4回ミーティング
＆第3回セミナー 2018年2⽉または3⽉ ラオス国⽴⼤学

H30
年度

第5回ミーティング
＆第4回セミナー 2018年9⽉ チュラロンコン⼤学

第6回ミーティング
＆第5回セミナー 2019年2⽉または3⽉ 名古屋⼤学
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Agreement for Academic Exchange and Cooperation 
between 

Chulalongkorn University (Thailand),  
H anoi University of Science and Technology (V ietnam), 

National University of Laos (Lao PDR) 
and Nagoya University (Japan) 

Chulalongkorn University (Thailand), Hanoi University of  Science and Technology (V ietnam), 
National University of Laos (Lao PDR) and Nagoya University (Japan) (hereinafter individually 
referred to as a “ Party”  and collectively to as the “ Parties” ), desiring to develop academic exchange 
and cooperation in education and research between the Parties, have agreed as fol lows: 

Article 1.    

This A greement is to promote academic exchange and cooperation in education and research in a 
broader range of areas between the Parties, taking the opportunity provided by the implementation of 
the Core-to-Core Program (B. Asia-A frica Science Platforms) “ Research Hub for Compact M obil ity 
M odel in the ASEAN Region”  adopted by the Japan Society for the Promotion of Science, to create 
the innovative technology for mobil i ty, to foster academic exchange between the Parties in order to 
cultivate researchers and students of the Parties in the f ield. 

Now therefore, the Parties, based upon the principles of respect for each Party’ s independence and of 
mutual benefit, agree to col laborate in the fol lowing activities: 

(1) Exchange of students; 
(2) Exchange of professors, research scholars and staff ; 
(3) Conduct of  international col laborative research; 
(4) Holding of international research conferences, symposia and workshops; 
(5) Exchange of scientif ic material, publications and information; and 
(6) Other activities within the range of interest of  the Parties such as shared use of each Party’ s 

facil i ties.  

Article 2.   

In order to carry out the above-mentioned activities, supplementary provisions may be aff ixed to this 
Agreement after consultation between the Parties is held. 
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Article 3.   

The A greement for Academic Exchange and Cooperation between Chulalongkorn University, Hanoi 
University of Science and Technology and Nagoya University signed on August 8th, 2013 shall  
become invalid upon the signing of this Agreement. 

Article 4.   

This A greement shall  be effective on the 29th day of August, 2016 and this Agreement is val id for five 
years and may be revisable or extendable by Parties consent. Either Party may terminate the 
Agreement at any time by written notice signed by appropriate off icial of the Party initiating the notice. 
The notice must be received by the other Parties at least six months prior to the effective date of 
termination. The termination of this Agreement will  not af fect the implementation of on-going 
activities and/or programs undertaken pursuant to this Agreement, prior to the date of termination of 
this A greement unless otherwise jointly decided upon by the Parties. 

English is the authentic language of this Agreement and each Party shall  retain one copy.  

For Chulalongkorn University
Thailand

By_____________________________________
Assistant Professor Dr. Pomthong M alakul
V ice President

Date: __________________________________

For Hanoi University of Science and Technology
V ietnam

By_____________________________________
Associate Professor Dr. Hoang M inh Son
President

Date: __________________________________

For National University of Laos
Lao PDR

By_____________________________________
Associate Professor Dr. Phout Simmalavong
V ice President

Date: __________________________________

For Nagoya University
Japan

By_____________________________________
Professor Dr. Yoshihito Watanabe
V ice President

Date: __________________________________

22



チュラロンコン大学（ タイ）・ ハノイ工科大学（ ベト ナム）・

ラオス国立大学（ ラオス）・ 名古屋大学（ 日本） の

学術交流に関する協定
（ 英文を正文とし、 この日本語訳は正文としない）

チュラロンコン大学（ タイ）、 ハノイ工科大学（ ベト ナム）、 ラオス国立大学（ ラオス） 及び

国立大学法人名古屋大学（ 日本） の４ 大学間における学術交流促進のため、 ここに協定を締

結する。

第１条 本協定は， 独立行政法人日本学術振興会研究拠点形成事業（ Ｂ. アジア・ アフリカ学

術基盤形成型）「 ASEAN におけるコンパクト モビリティ モデルの研究拠点」に基づき、

モビリティ 分野における革新的技術創出及び研究教育者育成のための学術交流を実施

するとともに、 これを契機として、 より広い分野における学術交流の促進を目指すも

のである。４大学は、それぞれの自主性を尊重すると共に互恵平等の原則に基づいて、

以下の活動を協力して行うものとする。

（ １） 学生の交流

（ ２） 教員、 研究者及び職員の交流

（ ３） 国際共同研究の実施

（ ４） 国際研究会議・ シンポジウム・ ワークショ ップの開催

（ ５） 学術資料、 刊行物及び学術情報の交換

（ ６） 各大学の施設・ 設備等の共同利用など、 ４大学の利益となるその他の活動

第２ 条 前条の活動を行うに当たっては、 ４大学の協議を経て、 本協定の円滑な実施に必要

な附則を定めることができる。

第３ 条 本協定の発効に伴い、 ２ ０１ ３年８月８日に締結された「 チュラロンコン大学・ ハ

ノイ工科大学・ 名古屋大学の学術交流に関する協定」 は効力を失うものとする。

第４ 条 本協定は、 ２０ １６ 年８ 月２ ９日から５年間有効とし、 ４大学の合意のもとで改正

もしく は更新できるものとする。 本協定は、 いずれかの大学が６ ヶ月前に書面による

通知をすることで廃止することができるが、 その場合においても、 本協定の下で実施

中の交流活動・ プログラムには、 ４ 大学が特段定めない限り、 何ら影響を与えないも

のとする。

本協定は、 英語を正文とし、 各大学がそれぞれ１通を所有する。

チュラロンコン大学

副学長

Pomthong Malakul

日付

ハノイ工科大学

学長

Hoang M inh Son

日付

ラオス国立大学

副学長

Phout Simmalavong

日付

国立大学法人名古屋大学

副総長

渡辺芳人

日付
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治療薬および内在性リガンドが結合した、

エンドセリン受容体B型のX線結晶構造解析

名古屋大学創薬科学研究科藤吉研

博士課程3年 志甫谷 渉 25
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Gタンパク質共役型受容体(GPCR)

ホルモンなどのリガンド

G
G G

GTP GDP

細胞外

細胞内

受容体

体内のシグナル伝達の司令塔
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ヒトでは約800種類以上 (ヒトの遺伝子の1/30)

甘味受容体

味覚の感受

光の感受 ロドプシン

身近なGPCR

血圧の制御
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GPCRは創薬標的である

GPCR

15%

Market: 30%
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エンドセリン受容体

エンドセリン

ボセンタン(拮抗阻害剤)
肺高血圧

指潰瘍

臨床試験
虚血性心疾患

Eisenmenger Syndrome 
がんの治療

体内の血圧の制御

エンドセリン-1は強力な血管収縮作用

エンドセリン受容体
29



リガンドの分子構造

N CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW C

ボセンタンの化学構造

1 21

N

C

エンドセリン-1の分子構造
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立体構造の解明

受容体

薬剤

鍵穴(受容体)の形を知ることで、よりよい鍵(薬剤)を作る

鍵穴の変形を知ることで、どの部分に合う鍵が必要か明らかにする
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X線結晶構造解析

兵庫県SPring‐8
の強力なX線

結晶 エンドセリン結合型 リガンド非結合型

100 m 100 m
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エンドセリン受容体の構造
エンドセリン結合型 リガンド非結合型

細胞外

細胞内

Shihoya et al., Nature, in press33



エンドセリン認識の際の構造変化

34



臨床薬ボセンタンの結合様式

立体構造情報を用いた創薬が可能に

・抗がん剤

・高血圧

Shihoya et al., 未公開データ
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膜受容体のサイエンスを目指して

1994 藤吉研究室でプロジェクト開始

2011 志甫谷がプロジェクトを引き継ぐ

2016 Nature誌への掲載決定

一昔前はヒトの膜受容体の構造解析は非常に難易度が高く、10年かかる

ことも珍しくなかった

現在は技術革新によって、膜受容体の構造が

次々と決定されており、若い研究者でも挑戦できる

口腔にある辛味を感知するTRPV1
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人文社会系　1名

研究科・学年 法学研究科　・　D2

氏 名 加藤　紫帆 （かとう　しほ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研 究 テ ー マ 抵触法理論における私法的・公法的利益の再定位－法的多元主義の観点から

研 究 概 要

本研究は、経済・社会のグローバル化の下で人・家族や企業に関する法律関係から生じる問題の解
決について、21世紀型の現代社会モデルに基づく抵触法（conflict of laws）理論および方法の構築を
模索するものである。

理工系　4名

研究科・学年 理学研究科　・　D1

氏 名 柴山　拓也 （しばやま　たくや）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研 究 テ ー マ プラズマ爆発現象における高速エネルギー解放機構に関する研究

研 究 概 要

太陽・恒星フレア爆発に関して観測、応用、理論を含む包括的な研究を行い、フレア爆発のエネル
ギー解放メカニズムである磁気リコネクションに関する新たな高速化過程である動的ペチェックリコネク
ションを提唱した。

研究科・学年 工学研究科　・　D2

氏 名 村手　宏輔 （むらて　こうすけ）

研 究 テ ー マ 高ダイナミックレンジテラヘルツ波分光システムの開発

研 究 概 要

テラヘルツ波の産業応用を目指して、8桁以上のダイナミックレンジ、および超広帯域周波数可変性
（0.6-5 THz）を有する新型テラヘルツ分光システムを開発し、従来困難であった分厚い遮蔽物下の試
薬同定などを実現した。

研究科・学年 工学研究科　・　D3

氏 名 小林　泰介 （こばやし　たいすけ）

研 究 テ ー マ ヒューマノイドロボットにおける複数の制御手法の特徴を活用した歩行・走行制御の統一

研 究 概 要

本研究はヒューマノイドロボットの移動に関して，複数の移動手段を統一的に制御し，環境やロボットの
状態に応じて複数の運動の中から最適なものを選択することで，移動全体としての環境適応性能や効
率向上を達成するものである．

研究科・学年 多元数理科学研究科　・　D3

氏 名 藤野　弘基 （ふじの　ひろき）

研 究 テ ー マ 無限型リーマン面間の擬等角同値性について

研 究 概 要

無限個の穴が空いた平面に対して、擬等角変形と呼ばれる一定の制約の下での変形を行い、どのよう
な図形に変形することができるか。本研究の結果として、この問題に対していくつかの判定条件が得ら
れた。

生物系　3名

研究科・学年 理科学研究科　・　D3

氏 名 伊藤　亜実（いとう　あみ）　

研 究 テ ー マ 小頭症原因遺伝子ASPMによる紡錘体の極収束機構の解明

研 究 概 要

ASPMは紡錘体の極収束因子として知られていながら、これまで具体的な作用機構が不明であった。
本研究では、ショウジョウバエの培養細胞を用いた細胞生物学的な解析により、ASPMが極形成時に
果たす機能を解明するに至った。

研究科・学年 生命農学研究科　・　D3

氏 名 吉田　英樹 （よしだ　ひでき）

研 究 テ ー マ 植物ホルモンのシグナル伝達を制御する転写因子ネットワークの解析

研 究 概 要

植物の生理現象は様々な植物ホルモンによって緻密に制御されている。本研究ではそのシグナル伝
達を制御する転写因子を見出すと共に、それらを含む複数の転写因子が関わる転写因子ネットワーク
の一端を明らかにした。

研究科・学年 創薬科学研究科　・　D3

氏 名 志甫谷　渉 （しほや　わたる）

研 究 テ ー マ 治療薬および内在性リガンドが結合した、エンドセリン受容体のX線結晶構造解析

研 究 概 要

エンドセリン受容体B型(ETBR)は、体内の血圧制御に関わるGタンパク質共役型受容体であり、循環
器系疾患やがんに対する創薬標的である。本研究は、ヒト由来ETBRと内在性リガンドであるET-1およ
びリガンド非結合型、臨床薬であるボセンタンとの複合体の構造を決定し、リガンド認識機構を解明し
た。

平成28年度名古屋大学学術奨励賞受賞者　研究概要一覧
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≪名古屋大学日本法教育研究センター 2016 年度 夏季セミナー開催≫ 

 

１．名古屋大学日本法教育研究センター概要 

名古屋大学日本法教育研究センター（Research and Education Center for Japanese Law、略称：

CJL、以下、日本法センターという。）は、名古屋大学大学院法学研究科の海外教育研究拠点です。

名古屋大学は、市場経済移行国への法整備の支援を推進しておりますが、その一環として、この日

本法センターを設置し、法律分野の人材育成に取り組んでいます。日本法センターは、ウズベキス

タン、モンゴル、ベトナム（ハノイ）、カンボジア、ベトナム（ホーチミン）、ミャンマー、インド

ネシア、ラオスの 7 カ国 8 都市に設立され、そのうち 6 つのセンターにおいて、法学を学ぶ大学生

に日本語と日本法の教育を行っています。特に優秀な学生は、名古屋大学大学院へ留学、法律の専

門家として研鑽し、将来は母国の発展に寄与するとともに、母国と日本をつなぐ人材となることが

期待されています。「法学」という何よりも「言葉」を駆使して遂行する学問分野において、日本語

で日本法を理解できる人材の育成は、非常に重要な取り組みであると考えております。 

 

日本語による法学教育活動を実施している６つのＣＪＬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

日本法センターに所属する学生は、母国の大学の法学専門科目を受講しながら、同時に日本法セ

ンターの開設する日本法コースの科目も受講します。日本法コースでは、４年間（モンゴルは５年

間）集中的に日本語を勉強するほか、日本社会の基礎知識、日本法の基礎についての講義を日本語

で受講します。留学を目指して、法律論文や研究計画も日本語で執筆します。 
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日本語による日本法教育プログラム 

 
 

２．2016 年度夏季セミナー概要 

名古屋大学法学部・大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センターは、2006 年より毎年 8 月

に短期研修プログラム「夏季セミナー」を実施しており、本年 2016 年で 11 回目の実施となります。

各国の日本法センターの 3 年生のうち、希望者は選抜試験を受け、上位の学生は、この「夏季セミ

ナー」に参加することができます。 

夏季セミナーでは、名古屋大学での法学講義の受講、司法機関の見学、論文発表、日本人との交

流会などを行います。 

2016 年度の夏季セミナーは、2016 年 8 月 17 日～28 日に開催されます（25 日～30 日は東京にて

研修）。ウズベキスタン・モンゴル・ベトナム（ハノイ）・カンボジア・ベトナム（ホーチミン）の

日本法センターから、合計 24 名の学生が参加します。学生のほとんどにとっては、この夏季セミナ

ーへの参加が、初めての海外渡航となります。夏季セミナーに参加した学生は、例年、日本法の学

習意欲をさらに強くして、日本の大学院への留学を目指し、一層熱心に学習に励むようになってく

れています。 

       
ハノイ学生＠名古屋大学豊田講堂前 2015       モンゴル学生＠名古屋大学豊田講堂前 2014 

            
       ポスター発表形式での論文発表会の様子 2015            文化発表会 2014 

      

中級 

 

 
 

日本語 

日本法 

現地法

短期研修 

アカデミックスキル
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夏季セミナー日程（暫定版） 2016 年 7 月 25 日現在 

 

日付     内容 

8 月 17 日 水   中部国際空港到着 

   
VN346（ハノイ、ホーチミン、カンボジア） 

 

   
KE741（ウズベク、モンゴル） 

 

   
名古屋大学へ移動、チェックイン後、レジデンス入居オリエンテ

ーション 

  15:00-15:30 開講式 

  15:30-16:30 オリエンテーション 

   各国料理調理 

  18:30-20:30 歓迎会 

8 月 18 日 木 9:00-9:30 総長表敬訪問 

  9:30-10:00 写真撮影 

  10:30-12:00 【講義】憲法 大河内美紀教授 

   移動 

  13:30-15：30 【訪問・見学】笠松刑務所 

  16：00 【訪問・特別講義】十六銀行 

  18:00-20:00 文化体験 

8 月 19 日 金 9:00-9:15 オリエンテーション（ホームステイ） 

  9:15-10:15 TKC データベース利用方法説明 

  10:30-12:00 【講義】行政法 稲葉一将教授 

  13:00-13:30 米山ロータリー奨学金説明会 

  13:30-15:00 【講義】日本の弁護士の役割 （愛知県弁護士会・調整中） 

  15:00 名古屋大学よりホームステイ先へ移動 

8 月 20 日 土 終日 ホームステイ 

8 月 21 日 日  ホームステイ 

  17:00 ホームステイ先から大学宿泊施設へ 

8 月 22 日 月 8:45－10:15 【講義】比較法入門 國分典子教授 

  10:30-12:00 【講義】民事訴訟法 村上正子教授 

  13:30-14:30 茶道体験（仮） 
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  15:00-16:30 【講義】刑事訴訟法 （法務省法務総合研究所・調整中） 

  18:15-20:30 サマースクールとの合同懇親会 

8 月 23 日 火  移動 

  9:30-11:00 【訪問・見学】名古屋地方裁判所 

   移動 

  14:00-17:50 

サマースクールとの合同企画（発表・討論） 

カンボジア：カンボジアの選挙制度の問題点 

モンゴル：モンゴルにおける薬物使用の問題 

ホーチミン：ベトナムにおける家庭内暴力 

ウズベキスタン：プラスチックカードの運用における問題点 

ベトナム（ハノイ）：ベトナムにおける対外直接投資の増加と

環境保護の問題点 

8 月 24 日 水 9:00-12:00 論文発表会 

  13:00-14:00 【特別講義】法学の学び方 杉浦一孝名誉教授 

  14:00-15:00 閉講式 

  16:00-18:00 文化発表会 

  18:00-20:00 送別会 

8 月 25 日 木 10:34-12:40 新幹線移動 

   【訪問・見学】防衛省（調整中） 

  18:00-21:00 論文発表会・交流会（JICA 市ヶ谷） 

8 月 26 日 金  【訪問・見学・】総務省（調整中） 

   【訪問・見学】国会議事堂（調整中） 

  16:00-21:00 【訪問・特別講義】アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

8 月 27 日 土 終日 
自由行動 

成田空港近くのホテルへ移動 

8 月 28 日 日  

チェックアウト 

成田空港から帰国 

VN311 ハノイ 

VN301 ホーチミン、カンボジア 

KE706 ウズベク、モンゴル  

 

 

 

 

 ≪問合せ先≫ 

名古屋大学 

法政国際教育協力研究センター(CALE) 

Tel 052-789-4263 

Fax 052-789-4902 

cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp 
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平成 28 年 7 月 27 日 

              名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

 

2016 年度 Global Discussion 

 
 昨年度、名古屋大学の留学生をＴＡとして、グローバル・ディスカッションというイベントを開催

致しました。今年度も多くの高校生が参加しにディスカッションを行います。 

経済のグローバル化は未来の話ではなく、加速度的に現在進行形で進んでいます。私たちの生活は、

衣食住の全てにおいて世界の人々と互いに密接に関係しており、日本国内の企業も様々な形で世界の

国々と繋がっています。今回のグローバル・ディスカッションでは、現在のグローバル化に関して、

経済学を中心とした社会学的な視点からの学びの中で、自分たちが将来のグローバル社会で活躍する

ためにどのような能力が必要なのかを、名古屋大学の留学生と一緒に考えることを目的とし、下記の

ように開催いたします。 

 

目的）本イベントは英語を基本として行われますが、スキルとしての英語力向上ではなく、英語を通

して論理的に他者に表現し、コミュニケーション能力の向上を目指し、課題発見・課題解決力、合意

形成力、妥協力を育成することを目的に実施します。また、ディスカッションを通して、SGH 校の

生徒同士が切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら成長できればと考えております。 

 

 

記 

 

１ 日時 ： 平成 28 年 8 月 22 日（月）~8 月 23 日（火） 

２ 会場 ： 名古屋大学教育学部附属中・高等学校（交流棟 4 階 交流ホール） 

３ 対象校： SGH 指定校 SGH アソシエイト校 

４ 募集人数： 最大 50 名程度 (１校につき最大 3 名まで受け付けます。) 

５ テーマ：『   移民を受け入れよう。 -それまでに私たちがしておくこと- 』 

６ グローバル・ディスカッションの概要 

① ディスカッション基本グループ： 学校が異なる 5 名×10 グループ 

② 大学教員：土井康裕（経済学研究科・准教授）／外国人教員（名古屋大学） 

留学生 ：各グループ 2 名程度を予定 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の様子①              昨年の様子② 
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③ タイムテーブル（案 事情により内容や順番等が変更される可能性があります） 

1 日目 8 月 22 日（月） 

     9:30 受付開始 

     10:00  ウォームアップ  グループ活動 

    11:00 グループディスカッションの実施方法説明 

ディスカッショントピック提起 

12:00 （昼 食） 

    13:30 ディスカッションⅠ 

         （休 憩） 

15:00 小講義  

       ディスカッションⅡ 

    17:30 SGH 生徒交流会（会費制自由参加  於：大学生協 ） 

 

2 日目 8 月 23 日（火） 

9:00  小講義 

          ディスカッションⅢ    

        11:30 （昼 食） 

       13:00 各グループによる発表   

       15:30 振り返り／大学教員によるコメント  

        16:00 解散 

 

７ 事前課題 (second hand ではなく自分で考える) 。 

 ・ 移民と難民ってどう違うのか？ 

 ・日本は移民や難民を受け入れているのか？ 

 ・移民を多く出している国はどこか？ 

 ・移民を多く受け入れている国はどこか？ 

 ・移民を受け入れるメリット・デメリットは？  

 

８ 参加予定校（7 月 22 日現在） 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 

   海陽中等教育学校 

   大阪教育大学附属平野校舎 

   神戸大学附属中等教育学校 

   名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

 

９お問い合わせ先 sankoda@highschl.educa.nagoya-u.ac.jp 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校  

 TEL(052)789-2680（職員室） FAX(052)789-2696 

       原 順子（はら じゅんこ）        副校長  

三小田博昭（さんこだ ひろあき） SGH 担当主幹教諭 
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第12回ホームカミングデイの開催について 

 

Ⅰ メインテーマ 「環境と経済が共存する持続可能社会の実現に向けて」 

Ⅱ 開催日時  平成28年10月15日（土）10時～17時 

Ⅲ 中心部局 

  ホームカミングデイ実行委員会において審議した結果、中心部局を「経済学部・経済学研究科」と決定

し、同科に依頼し了承を得た。シンポジオンホールにて、今年度、学士院賞を受賞された経済学研究科OB

の宮本憲一先生の学術講演会と産学官関係者による討論会を実施する。 

Ⅳ 行事概要 

１ 名古屋大学の集い【豊田講堂ホール】 

  ・総長、豊田全学同窓会会長 ご挨拶 

  ・国際交流貢献顕彰授賞式 

  ・名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート 

        指揮者：太田 弦（東京藝術大学大学院音楽研究科指揮専攻修士課程在籍中） 

        ヴァイオリン：島田真千子（東京藝術大学卒業、セントラル愛知交響楽団ソロコンサートマス

ター） 

２ 学術講演会（経済学研究科）【シンポジオンール】 

講師：今年度、学士院賞を受賞（6/27（月）授賞式）された経済学研究科OBの宮本憲一先生 

演題：「アジアへ日本公害史の教訓を－公害は終わらない」 

３ 今回新規の施設一般公開（附属学校、ITｂM） 

４ 施設見学・展示等 

    減災館、赤﨑記念研究館、野依記念物質科学研究館、2008ノーベル展示室（ES総合館2階）、超高圧電 

子顕微鏡施設、メディアスタジオ、スーパーコンピュータ、中央図書館及び博物館企画展示、大学文書資 

料室（名古屋大学創基145周年記念展として、名古屋帝国大学の創立に至るまでの医学部の前身学校の歴 

史を中心とする沿革の紹介） 

５ 名古屋大学理系女子コミュニティあかりんご隊による科学実験【野依記念学術交流館1階】 

６ 市民公開講座（医学系研究科）【ESホール】 

講師：医学系研究科脳神経病態制御学神経内科学 勝野雅央 教授 

演題：「神経難病・認知症の最前線～治療と予防をめざして」 

 市民公開講座（環境医学研究所）【野依記念学術交流館2階】 

         講師：環境医学研究所 山中章弘 教授ほか 

内容：睡眠・覚醒研究の最前線で活躍されている学外の先生方をお招きし、自身の研究につ

いて一般向けに分かりやすく紹介 

７ 名古屋グランパスエイト・スクールコーチによる親子サッカー教室【陸上競技場】 

８ 名大生によるサークル等の活動紹介【シンポジオンール】 

９ 農産物の販売、生協名大グッズ等の販売、中央図書館による本のリユース市【豊田講堂ピロティ】 

10 部局行事（同窓会行事、保護者等向け行事） 

Ⅴ 周年同窓生 

   周年同窓生には招待状を個別に発送し、優先的にホームカミングデイのイベントに参加して頂く。今回

は、10周年（2006年）、20周年(1996年)、30周年（1986年）、40周年（1976年）、50周年（1966年）の卒

業（修了）した同窓生（約7500名）が対象。 

Ⅵ 運営協力の依頼について 

   開催当日の行事運営及び会場整理等については、後日、事務局職員を中心に協力依頼を行う予定。 

47

資料８



「名古屋大学自動運転車両実験に関する取扱規程」の制定（平成28 年7 月）

■ 基本的制度

○以下のガイドラインを踏襲

・ 事故調査委員会による「 自動運転車両の公道走行実験に関するガイドライン要綱」

・ 警察庁による「 自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」

■ 実験実施体制の構築

○実験管理責任者と安全管理責任者を設置

・ 実験管理責任者は、 実験を総括する。

・ 安全管理確認者は、実験管理責任者を補佐するとともに、実験の安全環境の維持のた

めに必要な業務を行う。

○実験実施責任者は、実験の実施に必要な手続き、および実験における運転者の管理を行

うとともに、 実験における安全を確保するために必要な措置を講じる。

■ 実験実施に必要な手続きを明確化

○実験実施責任者の業務

・ 実験計画書（ リスクアセスメント 報告、 実験マニュアル含む）、 実験届出書、 実施報

告書等の提出

○公道での実験等の場合は、未来社会創造機構長に意見を求め、必要に応じて倫理委員会

に審議を依頼することができる。 地方自治体、 警察等とも情報を共有する。

■ 安全確保のための措置

○実験における運転者は登録制（ 安全指導を実施）

・ 原則として本学の教職員、 博士後期課程に在籍する学生

○実験車両の乗車定員と実験種別に応じた安全確保措置

○ 乗車定員が2 名以上の実験車両の場合

・ 立会者の同乗

・ 公道での実験の場合は、 立会者1 名の同乗、 かつ、 伴走車の走行

○ 乗車定員が1 名の実験車両の場合

・ 原則としてテスト コース等において実施

・ 例外的に、 安全性等が確保され、 特に認められた場合は、 公道での実験も可

その場合、 伴走車の走行が必要

■ その他の措置

○実験車両の管理の徹底

○非常時の対応を明確化
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名古屋･学･学院国際開発研究科

創･25周年記念

松尾清･名古屋･学総･との特別座談会

「NU MIRAI 2020の実現に向けて： 

同窓･からの視点－」 

     開催･時： 2016年7･28･（･）15:00 - 17:00 

     場  所： 名古屋･学野依記念学術交流館 

出席者 

松尾清･ 
名古屋･学総･ 

Dr. Rizal Affandi Lukman
インドネシア経済調整担当副･･

（名古屋･学インドネシア同窓会･）

Mr. Tolkunbek Abdygulov
キルギス中央銀･総裁 

Dr. Mbuli Charles Boliko
国連･料農業機関(FAO)駐･連絡事務所･

Dr. Chet Chealy
カンボジア王･プノンペン･学･ 

Dr. Farkhanda Shamim
バーレーン･学経営学部経済・財政学科准教授

Dr. Essam Yassin Mohammed
英国国際環境開発研究所上級エコノミスト 

岡･亜弥
名古屋･学副理事 
国際開発研究科教授

伊東早苗
国際開発研究科教授 

研究科･
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プログラム
松尾清･名古屋･学総･との特別座談会 

「NU MIRAI 2020の実現に向けて：同窓･からの視点－」 

開催･時： 2016年7･28･（･）15:00 - 17:00 

場  所： 名古屋･学野依記念学術交流館 

進･役：岡･亜弥 名古屋･学副理事 

国際開発研究科教授 

 15:00-15:05 歓迎の辞 

     松尾清･名古屋･学総･ 

 15:05-15:10 挨拶 

     伊東早苗国際開発研究科教授・研究科･ 

 15:10-15:28 修了･による･･紹介 

 15:28-16:00 NU MIRAI 2020における「･類の幸福に貢献する「勇気ある知識･」

の育成」についてディスカッション 

 16:00-16:10  休憩 

 16:10-16:40  NU MIRAI 2020における「世界の誰もが選びたくなるキャンパスの

実現－アジアと学ぶ世界に挑む･材の育成」についてディスカッショ

ン 

 16:40-16:55 参加者による最終コメント 

 16:55-17:00 閉会の辞 

     松尾清･名古屋･学総･ 

 17:30-19:30 懇談会 於：レストラン シェジロー 
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The 25th Anniversary

Graduate School of International Development

Dialogue with President Seiichi Matsuo

“Achieving NU MIRAI 2020: 

Perspectives from Leading Alumni” 

     Date:  July 28, 2016 (Thursday) 15:00-17:00 

     Venue: Noyori Conference Hall, Nagoya University 

Participants 

Dr. Seiichi Matsuo
President, Nagoya University 

Dr. Rizal Affandi Lukman
Deputy Minister for International Economic and

Financial Cooperation, Coordinating Ministry for

Economic Affairs, Indonesia

Mr. Tolkunbek Abdygulov
Chairman/Governor, the National Bank of the Kyrgyz 

Republic 

Dr. Mbuli Charles Boliko
Director, Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO) Liaison Office in Japan

Dr. Chet Chealy
Rector, Royal University of Phnom Penh, Cambodia 

Dr. Farkhanda Shamim
Assistant Professor, Department of Economics and

Finance, College of Business Administration, 

University of Bahrain

Dr. Essam Yassin Mohammed
Senior Economist, International Institute 

for Environment and Development,  

United Kingdom 

Dr. Sanae Ito
Dean & Professor 

GSID

Dr. Aya Okada
Vice Trustee, 

Nagoya University & 
Professor, GSID 51



Program
Dialogue with President Seiichi Matsuo 

“Achieving NU MIRAI 2020: Perspectives from Leading Alumni”

Date:  July 28, 2016 (Thursday) 15:00-17:00 

Venue: Noyori Conference Hall, Nagoya University 

Moderator: Dr. Aya Okada, Vice Trustee,  

Nagoya University & Professor, GSID 

 15:00-15:05 Welcome remarks 

     Dr. Seiichi Matsuo, President of Nagoya University 

 15:05-15:10 Opening remarks 

     Dr. Sanae Ito, Dean & Professor, GSID 

 15:10-15:28 Self-introduction by each alumna 

 15:28-16:00 Discussion on EDUCATION element in NU MIRAI 2020

 16:00-16:10  Coffee break 

 16:10-16:40 Discussion on INTERNATIONAL element in NU MIRAI 2020

 16:40-16:55 Final comment from each participant 

 16:55-17:00 Comment from President Matsuo 

 17:30-19:30 Dinner at chez Jiroud
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� �名古屋学学院国際開発研究科 

�創 周年25 記念国際シンポジウム

「新時代の国際開発研究と教育： 

持続可能な �開発標とその先」 

プログラム 

�開催時： 年� �2016 7 29 （� ）13:30 - 18:00

場 所  ： �名古屋学野依記念学術交流館 

後 援  ： 国連地域開発センター（UNCRD） 

�国際協機構（JICA）中部国際センター 

�国際開発学会東海部
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13:00 – 13:30 受付  

� � � �総合司会 川由紀 名古屋学学院国際開発研究科教授 

13:30 - 14:10 開会式 

歓迎の辞 

�松尾清 � �名古屋学総 

来賓挨拶 

前川喜平�部科学省事務次官  

�尾滋 �外務省国際協局参事官  （�使） 

� �瀬千賀 国連地域開発 センター（UNCRD) �所 

加藤正明 �国際協機構 （JICA)上級審議役

「国際開発研究科年25 の歩みと国際開発の新たな潮流」 

伊東早苗 � � �名古屋学学院国際開発研究科 

14:10 - 15:10 基調講演

デイビッドヒューム �博 英国 マンチェスター�学グローバル �開発研究所・教授

および英国・アイルランド �国際開発学会

「ミレニアム �開発標から持続可能な �開発標へ：グローバルガバナンスはどう変わるか？」

15:10 - 15:25 休憩  

15:25 - 16:35 ラウンドテーブルディスカッション1: 持続可能な開発のための包含的な �経済成の

促進 

司会�坪滋 � �名古屋学学院国際開発研究科教授:  

．1 リザルアファンディルクマン  �博 インドネシア � �経済調整担当副  

．2 トルクンベックアブディグロフ �  キルギス �中央銀総裁 

．3 エリックオッセイアシベイ - �博 ガーナ�学経済学部上級講師 

．4 イサムヤシンモハマド  �博 国際環境開発研究所上級 エコノミスト 

．5ファルカンダシャミン �博 バーレーン�学ビジネス学部経済・財政学科准教授

16:35 - 17:45 ラウンドテーブルディスカッション2: 持続可能な開発のための平和で包含的な社会

の促進 

司会 �岡亜弥 �名古屋学副理事:  ・�学院国際開発研究科教授 

．1 ンブリチャールスボリコ  �博 �国連料農業機関 (FAO) � �駐連絡事務所 

．2 チェチーリー �博 カンボジア �王プノンペン� �学 

．3 カリルラーホマーン �  アフガニスタン財務省国家政策統括官 

．4 潘 �暁明博 上海国際問題研究所主任研究員   

．5 � �萱島信 �国際協機構 (JICA) �研究所副所

17:45 - 17:55 総括  

ジョーディバイン �博 英国バース�学社会政策科学科上級講師 

17:55 - 18:00 閉会の辞

� � �藤川清史名古屋学学院国際開発研究科副研究科
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)、
12日(金)

役員会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

19日(金) 研究科委員会(理学研究科)

24日(水) 教授会(農学部・生命農学研究科)

名古屋大学　平成28年8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

4月19日(火)～
8月27日(土)
(日・月曜日、8
月13日～16日
休館)

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］(8/6)
場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「太古の生物大進化」、「モンゴルの地質と鉱床」
講演者：大路樹生(博物館教授)、苗村康輔(同特任助教)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月25日(月)～
7月29日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示
「名大の蛾 Ⅱ．春～夏の蛾」

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

6月10日(金)～
9月30日(金)
(日・祝日、8月
13日～9月24日
の土曜日、8月
15日、16日、25
日～31日休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「戦争と大学 ふたたび－軍医と
銃後－」

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)(8/8～9/30は9：00～17：00)、13：00～
17：00(土曜日)
内容：1931年の満州事変以降、戦争が拡大していくにつれて軍医と
して召集される医師が増え帝国大学等に臨時附属医学専門部が
設置された。銃後(直接戦闘に加わっていない一般国民)も、何らか
の形で戦争に参加していくことになった時代の軍医と銃後に関する
史料を展示公開する
入場料：無料

［関連特別講演会］(9/30)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：15：00～16：30
講演題目：「第二次世界大戦中の赤十字と名古屋大学」
講演者：大川四郎氏(愛知大学教授)

附属図書館医学部分館
052-744-2505

6月16日(木)～
1月28日(土)

平成28年度防災人材育成研修
防災・減災カレッジ

場所：減災館2階災害対策本部室、環境総合館レクチャーホール
時間：9：30～17：00
テーマ：「地域協働による『ひと・まち・みらい』の創造」
講演者：飛田　潤(災害対策室教授)、福和伸夫(減災連携研究セン
ター教授)、他
内容：防災基礎研修
定員：60名
対象：一般(事前申込者)
参加費：防災基礎研修1日＋各コース2日間で3,000円、他

減災連携研究センター
052-789-3468

7月13日(水)～
8月13日(土)

減災館第16回特別企画展
「地震体感でぶるるっ」

場所：減災館1階
時間：13：00～16：00
内容：「はこぶ・まわる・ゆれる」の語尾を取って「ぶるる」と名付けら
れた耐震化を学ぶための体感型教材シリーズについて、特徴や進
化の歩みをひも解く
入場料：無料

「夏休み！！スペシャル減災教室」(7/29)
場所：減災館1階
時間：14：00～15：00
内容：液状化の実験、地震の体験、ギャラリートーク、プリンを使っ
た地震と建物の揺れについての実験、他
対象：小学生、中学生、高校生

減災連携研究センター
052-789-3468

7月23日(土)～
8月31日(水)

夏休みあいちサイエンスフェス
ティバル2016

場所：愛知県全域および岐阜・三重県の一部(大学や科学館の各
会場)
内容：あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワークと協力しサ
イエンスやものづくりを楽しむ子ども向けイベントを各種開催
対象：主に小学生以上、高校生

9月24日(土)～
11月3日(木)

あいちサイエンスフェスティバル
2016

場所：愛知県全域および岐阜・三重県の一部(大学や科学館の各
会場)
内容：サイエンスやものづくりを楽しむイベントを各種開催
対象：小学生以上、一般

学術研究・産学官連携推進本部
主任リサーチ・アドミニストレーター
成　玖美
052-747-6527
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7月27日(水)

第17回大学施設マネジメント研究
会「キャンパスマスタープランの新
たな展開－中長期マネジメントに
向けて－」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「名古屋大学のキャンパスマスタープラン」
講演者：太幡英亮(工学研究科准教授)、小松幸雄(施設管理部長)
講演題目：「立命館大学のキャンパスマスタープラン」
講演者：及川清昭氏(立命館大学教授)、武田史朗氏(同准教授)、
大藪康成氏(同総合企画部総合企画課)
内容：講演、パネルディスカッション
定員：300名
参加費：無料(意見交換会は3,000円)

工学部施設整備推進室
052-789-3742

7月28日(木)
高等教育研究センター
第80回客員教授セミナー

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
講演者：浅野　茂氏(山形大学教授)
講演題目：「IRを活用した大学教育の改善」
内容：IRが果たせる役割やIRを機能させる要因等について参加者
とともに検討する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

7月28日(木) 2016年度第1回農場講演会

場所：JAあいち尾東農業協同組合東郷支店(愛知郡東郷町)
時間：13：30～15：00
講演題目：「近未来の日本農業と地域社会」
講演者：生源寺眞一(生命農学研究科教授)
内容：近未来の農業、農村、さらには食品産業に期待される役割に
ついて考える
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド(附属農場)事務室
0561-37-0200

7月28日(木)

国際開発研究科松尾総長との特
別座談会「NU MIRAI 2020の実現
に向けて－同窓生からの視点－
(Dialogue with President Seiichi
Matsuo "Achieving NU MIRAI
2020： Perspectives from Leading
Alumni")」

場所：野依記念学術交流館
時間：15：00～17：00
参加者：リザル・アファンディ・ルクマン氏(インドネシア経済調整担
当副大臣・本学全学同窓会インドネシア支部長)、トルクンベック・ア
ブディグロフ氏(キルギス中央銀行総裁)、ンブリ・チャールズ・ボリコ
氏(国連食糧農業機関駐日連絡事務所長)、チェ・チーリー氏(カンボ
ジア王立プノンペン大学長)、イサム・ヤシン・モハマド氏(国際環境
開発研究所上級エコノミスト)、、ファルカンダ・シャミン氏(バーレー
ン大学准教授)戸田隆夫氏(独立行政法人国際協力機構人間開発
部長)、伊東早苗(国際開発研究科教授)、岡田亜弥(同教授・本学
副理事)(変更の可能性あり)
内容：松尾総長と世界各国で活躍する国際開発研究科修了生との
座談
対象：関係者

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

7月29日(金)

国際開発研究科創設25周年記念
国際シンポジウム「新時代の国際
開発研究と教育：持続可能な開発
目標とその先」
International Symposium on "A
New Era of Development
Research and Teaching： The
SDGs and Beyond"

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00
講演題目：「新時代の国際開発研究と教育：持続可能な開発目標と
その先」
講演者：デイビッド・ヒューム氏(マンチェスター大学グローバル開発
研究所長・英国国際開発学会長)
内容：世界の国際開発学を牽引するイギリスの国際開発学会長に
よる国際開発学の現状と今後の展開についての基調講演、世界各
国で活躍する本研究科の修了生を中心として、持続可能な開発の
ための包含的経済成長や平和と包含的な社会の促進についての
ラウンドテーブルディスカッション(使用言語は英語)
定員：200名
対象：国際開発研究科修了生、関係教員、一般
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

7月30日(土)、
31日(日)

文学研究科附属「アジアの中の日
本文化」研究センター国際シンポ
ジウム「文化に媒介された環境問
題－東アジア関係学のエコロジー
的探究」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：9：50～(7/30)、10：00～(7/31)
内容：アントロポセン－自然に対する人間の複雑な媒介－と言われ
る時代の地球規模のエコロジー的連関を東アジアの視点からどう
考えられるのか(日本語－英語同時通訳)
対象：一般
参加費：無料

文学研究科附属「アジアの中の日本
文化」研究センター
教授　藤木秀朗
hｆuji@lit.nagoya-u.ac.jp
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7月30日(土)、
8月6日(土)

ビジネス人材育成センター
平成28年度前期 B人セミナー

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
テーマ：「博士たちの自己分析・強み発見・仕事研究『R-CAP』」
(7/30)
「組織運営のためのアンガーマネジメント－『怒り』のことを知って、
コミュニケーションがうまくとれるコツを習得しよう－」、「種苗業界を
知ろう！種苗会社との交流会－種苗会社数社のニーズを聞き、現
状を知ろう－」(8/6)
対象：博士課程学生、ポスドク

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

7月30日(土)、
31日(日)

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：「素粒子を見る！－ニュートリノ・暗黒物質もみえるか
も！？－」
内容：霧箱を使って素粒子の濃さや形を観察
定員：各20名
対象：中学生(7/30)、高校生(7/31)
参加費：無料

未来材料・システム研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

7月31日(日)

場所：理学研究科附属臨海実験所(三重県鳥羽市)
時間：11：00～16：20
テーマ：「海岸動物を採集して、受精・発生のようすを顕微鏡で観察
してみよう」
内容：海岸に出かけて動植物を観察し、ウニ(棘皮動物)の受精や
卵割の様子を顕微鏡で観察する
定員：20名
対象：小学5年生以上、高校生
参加費：無料

理学部・理学研究科
臨海実験所東山分室
052-789-2514

8月10日(水)

場所：ES総合館1階ESホール、ES会議室
時間：10：10～17：00
テーマ：「のぞいてみよう！プラズマと生物と医療の不思議な世界」
内容：プラズマを実際に目にし、プラズマが生物と相互作用したとき
の不思議について体験する
定員：40名
対象：中学生、高校生
参加費：無料

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　石川健治
052-788-6077

8月18日(木)、
19日(金)

場所：IB電子情報館南棟4階462号室
時間：10：00～17：00(8/18)、10：00～17：30(8/19)
テーマ：「3Dプリンタを使って臓器モデルを作ろう！－医用画像処
理の体験」
内容：「CT画像」をコンピュータで処理する医用画像処理と3Dプリン
タの医療応用について学ぶ
定員：12名
対象：中学生、高校生(両日参加可能な方)
参加費：無料

情報科学研究科
助教　小田昌宏
052-789-5688

7月30日(土)
宇宙地球環境研究所公開講演会
「嵐を測る」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：00
講演題目：「ゲリラ豪雨を測る」
講演者：牛尾知雄氏(大阪大学准教授)
講演題目：「世界の雨」
講演者：井口俊夫氏(情報通信研究機構フェロー)
講演題目：「ジオスペースの嵐」
講演者：三好由純(宇宙地球環境研究所准教授)
講演題目：「過去の太陽嵐を探る」
講演者：三宅芙沙(同特任助教)
内容：私たちの日常生活において大きな影響をあたえる様々な災
害について「嵐」をキーワードに当研究所の特色を活かして講演す
る
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

研究所事務部総務課
052-747-6303

7月30日(土)
［博物館友の会会員向け］
ミクロ倶楽部

場所：博物館2階実験室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

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

58



8月1日(月)～
4日(木)

場所：教育学部E演習室
時間：10：30～18：00(8/1)、8：45～16：15(8/2～4)
講演題目：「青年期から成人期の心理学」
講演者：E.Crocetti氏(ボローニャ大学)
対象：一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
052-789-2658

8月7日(日)

場所：教育学部2階大講義室
時間：15：00～17：00
講演題目：「乳幼児期の発達障害の包括的アセスメントと支援」
講演者：黒田美保氏(名古屋学芸大学教授)
内容：乳幼児期の発達障害の包括的アセスメントの世界の動向と
理論的背景について講演する
対象：一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
第1プロジェクト室
hattatsushien@educa.nagoya-u.ac.jp

9月18日(日)

場所：野依学術交流記念館
時間：13：00～17：00
テーマ：「子どものレジリエンスを新生児期の支援から考える」
内容：生後3か月までの子どもと親への関係構築を支援することの
意義と介入の在り方について最新の知見から考える(使用言語は
英語で通訳なし。和訳の資料あり)
対象：一般
参加費：無料

心の発達支援研究実践センター
052-789-2658

8月1日(月)～
5日(金)

UK-Japan Young Scientists ワー
クショップ

場所：東山キャンパス、愛知県美浜少年自然の家(知多郡美浜町)
内容：英国・Clifton Scientifi Trust主催。イギリスと日本の高校生が
本学でサイエンスを学ぶ機会を提供し、将来の女性科学者、女性
リーダーを養成する
対象：日英の高校生各20名、他

教育推進部事業推進課
052-747-6549

8月1日(月)～
3日(水)

大学教員準備講座

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：9：00～18：00
講演題目：「大学教員準備講座－大学教員をめざす君へ」
講演者：夏目達也(高等教育研究センター教授)、丸山和昭(同准教
授)、齋藤芳子(同助教)
内容：大学教員になるために必要な知識と技能の獲得をめざし、多
面的に大学教員の職務を検討していく3日間集中プログラム
対象：本学大学院生・ポスドク、他

高等教育研究センター
052-789-5696

8月2日(火)～
4日(木)、
22日(月)

多元数理科学研究科2016年度
数学アゴラ夏季集中コース

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：「組合せ最適化」
講演者：柳浦睦憲(情報科学研究科教授)
講演題目：「楕円曲線の整数論」
講演者：大久保　俊(多元数理科学研究科助教)
講演題目：「線形性という考え方」
講演者：久本智之(同助教)
内容：世界の第一線で活躍する研究者でもある多元数理科学研究
科の教員が平明な言葉で数理科学について語り、数理科学の有す
る魅力を紹介する
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

8月2日(火)～
4日(木)

理学研究科第25回公開セミナー
「天文学の最前線－目ではみえな
い宇宙の姿－」

場所：野依学術記念交流館(8/2)、名古屋市科学館サイエンスホー
ルおよびプラネタリウムドーム(8/3)、理学南館1階坂田・平田ホー
ル(8/4)
時間：10：00～15：00(8/2)、10：00～19：00(8/3)、
10：00～18：00(8/4)
内容：体験型研究室紹介、講演、座談会、プラネタリウム、他
定員：300名(研究室見学は100名)
対象：高校生以上、一般(生徒、学生、教員を優先)
参加費：500円(生徒・学生)、1,000円(一般)

基礎理論研究センター
講師　市來淨與
052-788-6193

8月4日(木)、
5日(金)

宇宙地球環境研究所夏休み特別
企画「樹木年輪・年縞堆積物から
過去の太陽活動、地球の古気候
を探る」

場所：研究所共同館Ⅱ(8/4)、三方五湖周辺・若狭三方縄文博物
館・福井県里山里海湖研究所(福井県)(8/5)
時間：8：30～17：00
内容：最新の研究成果に触れながら昔から現在までの地球の気候
がどのように変化してきたか体験学習を通じて学ぶ
定員：25名
対象：小学5年生以上、中学生(保護者同伴可)
参加費：小・中学生：100円(保険料)、保護者：保険料＋実費

宇宙地球環境研究所年代測定研究
部
dokidoki@nendai.nagoya-u.ac.jp

心の発達支援研究センター
公開レクチャー
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8月6日(土)、
7日(日)

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2016
「バイオサイエンス・バイオテクノ
ロジーを体験する」

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00
内容：最先端かつ魅力的な3つのコース「遺伝子について学んでみ
よう」、「コメの食味とDNA」、「細胞の顔、糖鎖を見てみよう」を、科
学実験を通して体験する実験講座
対象：高校生以上、一般(両日参加可能な方)
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
052-789-5838

8月6日(土) 、
8月27日(土) 、
9月10日(土)、
9月24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(8/27、9/10、9/24)、2階実験室(8/6)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

8月8日(月)～
10月21日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館スポット展示
「ユーフラテスの春」

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

［関連特別講演会］(10/7)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「名古屋大学によるシリア、ユーフラテス河流域の調
査」、「シリアの印象－ユーフラテスの自然と街、人々」
講演者：門脇誠二(博物館講師)、星野光雄(本学名誉教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月8日(月)、
8月9日(火)、
8月10日(水)

2016年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂、他
時間：9：30～
内容：大学紹介、施設見学、学生生活あれこれ、女性研究者から
の情報発信、在学生との対話など様々なプログラムを用意
8/8　教育学部、経済学部、工学部
8/9　法学部、医学部医学科、農学部
8/10　文学部、情報学部(仮称)、理学部、医学部保健学科(大幸
キャンパス)
参加費：無料

教育推進部入試課
052-789-2182

8月8日(月)
若手女性研究者サイエンスフォー
ラム、女子中高生理系進学推進
セミナー

場所：豊田講堂中2階ギャラリー、3階第1会議室
時間：13：00～15：20
講演題目：「プラズマをつくる・プラズマでつくる」
講演者：鈴木陽香(工学研究科助教)
講演題目：「食糧生産を支える作物の根－イネを育て、子を育て、
私のワークライフバランス－」
講演者：仲田(狩野)麻奈(生命農学研究科特任助教)
内容：講演、ポスターガイダンス(中高生対象)、ポスターセッション、
授賞式、他
対象：中学生・高校生および保護者、学生、教員、他
参加費：無料

総務部職員課
kyodo-sankaku@adm.nagoya-u.ac.jp

8月8日(月)
工学研究科創造工学センター平
成28度第1期高大連携・ものづくり
公開講座

場所：IB電子情報館北棟10階工学研究科創造工学センター
時間：10：00～16：00
内容：模型飛行機用グローエンジンを分解し、組み立て等を通じて
ものづくりの基盤技術である作業工具の正しい使い方やエンジン
作動時の安全で効率的な作業方法を学ぶ。小型ジェットエンジンの
デモンストレーションを通じて大出力を直に体感
定員：10名
対象：高校生
参加費：無料

工学研究科創造工学センター
052-789-3788

8月8日(月) 平成28年度工学部懇話会

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：13：00～16：00
テーマ：「工学部・工学研究科の組織改編－ノーベル賞受賞者を生
み出した自由闊達な学風の下で実施する Basics-Specialization-
Innovation 教育－」
講演題目：「工学部・工学研究科の組織改編の概要」
講演者：新美智秀(工学研究科教授)
対象：高等学校教諭

工学部・工学研究科教務課
052-789-3599

8月9日(火)
テクノフロンティアセミナー
TEFS2016

場所：工学部
時間：9：30～18：45
テーマ：「触れてみよう，電子と情報の最先端に」
内容：電気電子情報工学における最先端技術に関する実験
定員：40名
対象：愛知県および近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

工学研究科
准教授　長谷川　浩
052-789-4423
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8月9日(火)
国際言語文化研究科
第14回日本語教育研究集会

場所：全学教育棟北棟4階多目的講義室(406室)
時間：9：30～17：15

国際言語文化研究科
教授　杉村　泰
sugimura@lang.nagoya-u.ac.jp

8月9日(火)
第63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：「熊本地震から4か月でわかってきたこと」
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)
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

8月20日(土)

ミクロの探検隊 
「名古屋大学のムシを電子顕微
鏡で観察しよう！－雑木林のム
シ」

場所：博物館2階実験室、展示室
時間：10：00～15：30
内容：本学構内で各自ムシを採集し、実態顕微鏡、操作型電子顕
微鏡を使用し微細構造の観察をしながら分類や働きを学ぶ
定員：21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

8月20日(土)、
9月17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

8月21日(日)
第26回英国科学実験講座
クリスマス・レクチャー2016
名古屋公演

場所：豊田講堂
時間：10：30～12：00、14：00～15：30
講演題目：「宇宙でいかに生き抜くか」
講演者：ケビン・フォン氏(航空宇宙医師)
内容：科学、技術、医療など様々な技術を結集し、どのようにして宇
宙飛行士の生活を支えているかを検証する(日本語同時通訳有り)
定員：600名
対象：一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
リサーチ・アドミニストレーター
戸次真一郎
052-747-6791

8月23日(火)
平成28年度第5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：「リモートアクセスとVPNについて(仮題)」
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

［今後の開催予定］
9月27日(火)、10月25日(火)、11月22日(火)、12月13日(火)、
1月24日(火)、2月28日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

8月27日(土)、
28日(日)

第50回地球教室－フィールドセミ
ナー－「鍾乳洞の正体をあばこ
う！」(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)

場所：博物館3階講義室(8/27)、郡上八幡美山鍾乳洞(岐阜県郡上
市)(8/28)
時間：13：30～16：00(8/27)、9：00～18：00(8/28)
内容：実験・観察を通じて鍾乳洞のでき方やそこに棲む動物の適応
について学び、実際に鍾乳洞の奥深くに入って鍾乳石やコウモリた
ちを見にいく
定員：20名
対象：小学5年生以上、高校生(小学生は保護者同伴)
参加費：無料(小学5年生～高校生)、5,000円(保護者、一般)

博物館事務室
052-789-5767

8月27日(土)、
10月29日(土)

教育学部附属高等学校
第1回、第2回オープンキャンパス

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：概要紹介、体験授業、入試説明、他
対象：中学3年生

教育学部附属高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

8月27日(土)
社会貢献人材育成本部ビジネス
人材育成センター第6回「企業と
博士人材の交流会」

場所：豊田講堂、豊田講堂2階
時間：9：30～18：30
内容：ポスターセッション、交流セッション
定員：100名
対象：ポスドク、博士課程後期課程学生
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490
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8月28日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第16回農学部

場所：河合塾千種校(名古屋市千種区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「活躍する昆虫ウイルス」
講演者：池田素子(生命農学研究科准教授)
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

［今後の開催予定］
9月11日(日)、10月30日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
リサーチ・アドミニストレーター
戸次真一郎
052-747-6791

8月29日(月)

チュラロンコン大学(タイ)－ハノイ
工科大学(ベトナム)－ラオス国立
大学(ラオス)－名古屋大学(日本)
学術交流協定調印式

場所：理学南館1階セミナー室
時間：13：30～14：00
内容：全学協定校であるチュラロンコン大学(タイ)とハノイ工科大
学、ラオス国立大学(ラオス)との4大学間学術交流協定調印式
対象：チュラロンコン大学副学長、ハノイ工科大学学長、ラオス国立
大学副学長をはじめとした各大学関係者、他

未来社会創造機構
研究員　上谷優佳
052-789-5721

8月29日(月)

JSPS研究拠点形成事業(B. アジ
ア・アフリカ学術基盤形成型)
「ASEANにおけるコンパクトモビリ
ティモデルの研究拠点」キックオフ
ミーティング

場所：理学南館1階セミナー室
時間：14：30～17：20(予定)
内容：参加大学が有するモビリティ関連技術に関する研究紹介、各
国の交通事情に係る課題等の意見交換
対象：当該事業参加研究者(チュラロンコン大学、ハノイ工科大学、
ラオス国立大学、名古屋大学)、他

未来社会創造機構
研究員　上谷優佳
052-789-5721

8月30日(火)～
10月27日(木)
(期間内の火・
木曜日)

平成28年度名古屋大学公開講座

場所：ES総合館1階ESホール、IB電子情報館1階IB015講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「個と集団－ネットワークの様々な様相」
定員：200名
対象：一般(満18歳以上)
参加費：9,460円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-747-6584

9月2日(金) テクノ・フェア名大2016

場所：豊田講堂、シンポジオン
時間：13：00～18：00
講演題目：「名古屋大学発のオープンイノベーション－『お付き合
い』の産学連携から『本格的な産学共同研究』へ－」
講演者：西山崇志(本学総長補佐、学術研究・産学官連携推進本
部教授)
内容：講演、研究シーズ・研究成果展示、ショートプレゼンテーショ
ン、研究室見学
対象：一般
参加費：無料

工学部・工学研究科社会連携室
052-789-3413

9月10日(土)

重要文化財馬場家住宅研究セン
ター平成28年度公開講座
「馬場家文書と馬場家住宅が語る
文化と歴史－遺産の魅力」

場所：松本市立博物館分館重要文化財馬場家住宅(長野県松本
市)
時間：13：00～17：00
講演題目：「高島藩主の巡見と馬場家」
講演者：石川　寛(重要文化財馬場家住宅研究センター特任准教
授)
講演題目：「明治初期の旧婚旅行－馬場家12代当主夫妻の旅をた
どって－」
講演者：服部亜由未(同招へい教員)
内容：講演、重要文化財馬場家住宅と周辺見学、意見交換、他
定員：30名
対象：一般
参加費：無料

重要文化財馬場家住宅研究センター
052-789-3748

9月10日(土)
ひので衛星10周年記念講演会
「太陽観測から宇宙と地球を探
る」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：30
講演題目：「『ひので』参上－太陽研究新時代の幕開け－」
講演者：原　弘久氏(自然科学研究機構国立天文台准教授)
講演題目：「太陽表面は6000度、上空大気は100万度の謎を追
え！」
講演者：清水敏文氏(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教
授)
講演題目：「太陽フレアから地球を守れ！」
講演者：草野完也(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「『ひので』の先へ！－これからの太陽研究－」
講演者：一本　潔氏(京都大学教授)
内容：2006年9月の打ち上げから10年となる太陽観測衛星「ひの
で」による観測を通じてこれまでに明らかになったことやいまだに解
明されていないことについての講演
定員：300名
対象：中学生以上、一般(興味のある小学生も可)
参加費：無料

宇宙地球環境研究所
教授　草野完也
052-747-6333
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9月10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

博物館事務室
052-789-5767

9月16日(金)、
17日(土)

教育学部附属中・高等学校
2016年度光粒祭「Mame Dai
Fuku」

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：00～14：30

教育学部附属高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

9月21日(水) 第123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：「地球温暖化時代の台風災害とその対策」
講演者：吉野　純氏(岐阜大学准教授)
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

9月27日(火)～
10月29日(土)
(日・月曜日休
館)

第33回博物館企画展
全学同窓会台湾支部5周年記念
「台湾朱振南書画の世界－書に
よる日台文化交流と後藤新平の
再評価」

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：「後藤新平と黎明期の名古屋大学」(9/13)
講演者：髙橋　昭(本学名誉教授)
講演題目：「書家小野道風が遺したもの」(9/29)
講演者：安達柏亭氏(中日書道会一科審査員会)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月1日(土)、
10月15日(土)、
10月29日(土)、
11月5日(土)

連携博物館講座「大学博物館が
語る、地球と人類のヒストリー」

場所：南山大学R棟3階R31教室(名古屋市昭和区)(10/1、10/29)、
博物館3階講義室(10/15、11/5)
時間：13：30～15：00
講演題目：「名古屋大学博物館が目指す自然史科学とは？－
フィールド調査からわかること」(10/1)
講演者：大路樹生(博物館教授)
講演題目：「未知なる世界への好奇心－博物学、人類学、考古学、
そして博物館」(10/15)
講演者：黒澤　浩氏(南山大学教授)
講演題目：「石の道具が語る人類の進化－日本でここだけ！原人、
旧人、新人の道具を見比べよう」(10/29)
講演者：門脇誠二(博物館講師)
講演題目：「オセアニア、海を渡った人々－人類大移動の軌跡に迫
る」(11/5)
講演者：如法寺慶大氏(南山大学人類学博物館学芸員)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月6日(木)、
10月13日(木)、
10月20日(木)、
10月27日(木)

国際開発研究科2016年度公開講
座「人々の『幸福』を目指した開
発：ブータンの事例を中心に」

場所：国際開発研究科8階オーデトリアム
時間：18：30～20：00
講演者：上田晶子(国際開発研究科准教授)、今枝由郎氏(京都大
学こころの未来研究センター特任教授)、藤川清史(国際開発研究
科教授)、Chelsea Robles(国際開発研究科)
参加費：無料

文系事務部総務課(国際開発)
052-789-4952

11月23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
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
を見る
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

1月19日(木)
さくらサイエンスハイスクールプロ
グラム 第7グループの受入

場所：東山キャンパス、教育学部附属高校
内容：JST主催・「日本・アジア青少年サイエンス交流事業・さくらサ
イエンスプラン」。アジアの優秀な高校生を短期で招聘し、ノーベル
賞受賞者である益川先生の講演に参加するとともに、附属高校の
学生との交流、日本文化体験等を行う
高校生120名(中国、パキスタン)、引率者24名

教育推進部事業推進課
052-747-6549
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