平成 29 年 4 月 25 日

平成 29 年度第 1 回名古屋教育記者会懇談会
【今年度のテーマ設定】
『NU MIRAI 2020』の 5 つの柱（
「産学官連携」
「国際化」
「研究」
「教育」
「組織改革」
）の中か
ら、毎月、テーマを１つ選択し、報告する。

平成 29 年度松尾総長の所信表明
◆産学官連携を軸に（松尾総長）

テーマ
Ⅰ

議 題

担当

世界屈指の大学 １．産学官連携のこれまでの取組の成果

財満理事

を目指す取組

西山総長補佐

【資料 1】

『NU MIRAI 2020』
Ⅱ ハイライト

２．オハイオ州立大学 TDA と学術交流協定締結 武田教授
【資料 2】
３．グローバルサイエンスキャンパス（GSC）

篠原高等研究院長

【資料 3】
Ⅲ 輝け！名大生

４．平成 28 年度総長顕彰
「学修への取り組み部門」
【資料 4】

新美工学研究科長
工学研究科 M1 崔 敏

５．Tongali ビジネスプランコンテスト【資料 5】 熊坂 URA
Ⅳ 行事

６． 経済学部国際シンポジウム【資料 6】

野口経済学研究科長
清水教授

Ⅴ その他

７． 5 月の行事予定【資料 7】

松尾総長

８． 平成 29 年度開催予定【資料 8】
Ⅵ 共同記者会見

９． オークマ株式会社との連携について
【資料 9】

花木代表取締役社長
家城常務取締役
新美工学研究科長

資料１

「組織」対「組織」
本格的産学連携に向けた取組
＜イノベーションプラットフォーム形成に向けた名古屋大学の挑戦＞

平成29年４月25日
名古屋大学
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「組織」対「組織」 本格的産学連携に向けた取組
＜イノベーションプラットフォーム形成に向けた名古屋大学の挑戦＞

１ 名古屋大学の重点施策
２ 本格的産学連携

NU MIRAI 2020

大学全体が抱える課題と、ここ数年の名古屋大学の取組み

３ 学術研究・産学官連携推進本部

名古屋大学の研究マネジメント体制の強化

４ イノベーションプラットフォーム形成に向けた名古屋大学の目標・
戦略
５ 具体的な取組み （最近１年間の主な制度改革・体制強化）
（１）
（２）
（３）
（４）

研究
人財
人財
管理

：
：
：
：

指定共同研究制度
企業とのクロスアポイント制度
学生の共同研究への積極参画
産学連携における営業秘密管理
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１ 名古屋大学の重点施策
人類の幸福に貢献する「勇気ある知識人」の育成
国際的にも様々な分野においてもリーダーシップを発揮できる「勇気ある
知識人」を育成するため、入学前から卒業・修了に至るまで一貫した教育
改革を総合的に実施

ノーベル賞受賞者輩出など人類の知を持続的に創出
世界屈指の研究大学に相応しく、人類の知の創造に貢献する世界トップレベル
の研究の実施と、その環境整備を推進

基礎研究「高等研究院」、応用研究「未来社会創
造機構」、WPIプログラム「ITbM」等による世界
トップレベルの研究推進

●
●

世界に挑む優れた学生の確保
（個別選抜の改革、アドミッションセンターの設置等）

●

３ポリシー（学位授与、教育課程編成・実施、
入学者受入）の一体的改革

●

国際通用性を高める教育改革

●

●

世界の誰もが選びたくなるキャンパスの実現
アジアと学び世界に挑む人材の育成

●

2020年までに
留学生3,000人、外国人教員等650人
海外への留学者数を1,000人
へ

●

留学生受入れプログラムと英語講義の拡大（G30 NEXT）

●

アジア戦略の展開

名古屋大学総長
松尾 清一

イノベーションへの貢献と社会的価値の創出
世界有数の産業集積地にある基幹大学として、イノベーションを起こして
産業競争力の強化に貢献する研究開発や人材育成を産学連携により推進
●

オープンイノベーションのための新しい産学官連
携研究開発体制の構築

（未来エレクトロニクス集積研究センター(GaN研究拠点)整備等）
●

社会的価値創成に貢献できる実践的人材の育成
（アントレプレナー教育や産学連携教育の推進等）

●

（アジアサテライトキャンパス、ASEANセンター設置等）

多様な研究人材の確保と世界の研究リーダー育成
（若手、女性、外国人等）

（クォーター制導入、ジョイントディグリー拡充等）

国内外から学生・教職員が集まる魅力的キャンパスの実現
アジア・サテライトキャンパス等による戦略的なアジア展開

独創的な研究拠点醸成(展開)（WPI-next等）

安全・安心な持続的社会形成への貢献
（減災連携研究センター、産学官民連携モデル構築等）

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
全学的な組織見直しによる教育研究機能の強化（工学系、情報系、人文社会科学系、学際系等）
● 財務基盤の強化（多様な財源の確保（基金目標100億円、競争的資金、企業との共同研究、病院機能強化等））
● コミュニケーションを重視した効率的・弾力的なリソースの再配分
● 世界・アジアと連携した男女共同参画の推進（拠点設立、女性教員比率20％、女性管理職の登用推進等）
●

本
格
的
産
学
連
携
は
重
要
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
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２ 本格的産学連携
～大学全体が抱える課題と、ここ数年の名古屋大学の取組み～
基礎～社会
実装まで
一貫して
マネジメント

「組織」的なマネジメント体制が未確立・・・【運営管理環境】
『学術研究・産学官連携推進本部』を創設、産学連携の司令塔

プロジェクト管理マネジメント、営業秘密管理を試行実践（名古屋大学COI）
産学連携の場所がない・・・【企業の資金・人材を呼び込む環境】
『産学協同研究講座・部門制度』を創設、企業の拠点を大学に

企業出身
40名規模
のURA

大学が産学
共創プラッ
トフォームを
提供

新しいオープンイノベーション拠点を産学官で構築（GaN研究コンソーシアム）
産学連携をする余裕がない・・・【インセンティブが働く環境】
企業とのクロスアポイント制度、ベンチャーファンドの創設

ソリュー
ション
導出型の
共同研究

費用の見える化（共同研究の適正対価）、『指定共同研究制度』を創設

共同研究の受入額 ４年間で２倍に急増 （H24→H27）
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３ 学術研究・産学官連携推進本部
～名古屋大学の研究マネジメント体制の強化～
■ 基礎研究から産学連携、技術移転までの一貫した研究マネジメント体制の強化
■ 企業出身を中心とした50名規模のURA（Research Administrator）

総

長
（平成26年１月 創設）

イノベーション戦略室
本部会議

担当理事

戦略会議

総長補佐（研究推進担当）

執行部

総長補佐（研究推進担当）

本部長：副総長

副本部長

総長補佐（研究推進担当）

副本部長

・文科省担当
・学術研究担当

・学内調整担当
・産学・大学間連携担当
・Ｂ－ＪＩＮセンター長

企画戦略G

地域連携・情報発信G

・新たな学術研究・産学官連携施策
の企画・立案
・国等の政策動向の情報収集
・研究支援ＤＢの構築・管理
・研究力の調査・分析
・拠点型研究プロジェクト形成 など

・企業との包括連携
・地域の中小企業等との連携
・研究成果の情報発信／アウトリー
チ活動 など

副本部長

総長補佐（産学官連携担当）

・経産省担当
・産業連携・地域支援担当

総長補佐（産学官連携担当）
総長補佐（産学官連携担当）

プロジェクト推進G

知財・技術移転G
・特許など知的財産の創出支援・出願・
権利取得
・知財権のライセンス・譲渡などの技術
移転
・大学発ベンチャー創出支援
・共同研究契約書のレビュー など

・理系・文系分野研究者支援
・外国人研究者支援
・科研費獲得支援
・大型プロジェクト支援 など

安全保障輸出管理担当
・安全保障輸出管理
・利益相反マネジメント

国際産学連携・人材育成G
・国際産学連携
・アントレプレナーシップ教育
・博士人材のキャリア・就職支援
・URAのスキルアップ研修
など

研究協力部長

研究支援課

研究支援課長
課長補佐：総括

全学技術
センター担当

学術研究・産学官連携推進本部

ITｂM事務室

高等研究院係

社会連携課長

産学官連携監

専門員：リスク担当
博物館係

外部資金係

研究総務係

社会連携課

課長補佐
社会連携係

産学官連携係 未来機構事務室

（URA：University Research Administrator。大学等の研究マネジメント人材 ）
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学術研究・産学官連携推進本部 主なメンバー
（平成29年4月1日現在）

本部長 ・ 担当理事

担当理事

財満 鎭明

髙橋 雅英

名古屋大学 副総長
理事（学術研究・産学官担当）

名古屋大学 副総長
理事（研究・男女共同参画担当）

副本部長
【文科省・学術研究担当】

【産学・大学間連携担当】

藤巻 朗

廣明 秀一

名古屋大学 副理事
／工学部・工学研究科 教授

名古屋大学 総長補佐
／創薬科学研究科 教授

【経産省・産業連携・地域支援担当】

一村 信吾
名古屋大学 総長補佐
／イノベーション戦略室長 教授

企画戦略グループ
リーダー／総長補佐

地域連携・情報発信
グループリーダー

プロジェクト推進
グループリーダー

知財・技術移転
グループリーダー

西山 崇志

藤野 誠二

高野 純

鬼頭 雅弘

2000年文部科学省（当時は
科学技術庁）に入省。大学
院教育、科学技術イノベー
ション政策などを担当。
2015年8月より現職。

自動車関連企業において電
子制御システムやシリコン
半導体の研究開発、パワー
デバイス、各種センサの企
画・開発に従事。

分析機器企業で遺伝子やた
んぱく質の解析技術の開発
を担当。その後、疾患マー
カー探索などライフサイエ
ンス分野の企画、研究マネ
ジメントに従事。

電機会社において光通信用
半導体レーザーの開発事業
化を担当。その後、知財部
門で約10年間権利取得や権
利活用の業務を経験。

国際産学連携・人材育成
グループリーダー

河野 廉
製薬企業にて漢方薬の開発
後、自らベンチャー企業を
起業。2006年より、ビジ
ネス人材育成センターで、
博士人材の育成などを担当。
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【参考】名古屋大学の受託研究、共同研究の推移
産学協同研究
講座・部門制
度の創設

COI開始

4年間で1.5倍

4年間で2倍

（出典：名古屋大学プロフィール資料編）
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【参考】主な大学の共同研究受入額の比較
常勤教員一人あたりの受入額

契約一件あたりの受入額

千円

千円

3,000

10,000
北海道大学

東北大学

東京大学

京都大学

大阪大学

九州大学

名古屋大学

9,000

2,500

北海道大学

東北大学

東京大学

京都大学

大阪大学

九州大学

名古屋大学

8,000
7,000

2,000
1,660
1,500

1,346

1,378

2位

6,000
5,000

4,549

4,532

4,581

H25

H26

H27

4,000
1,000

784

2,938

822

2位

3,110

3,000
名古屋大学

名古屋大学
2,000
500
1,000
0

0
H23

H24

H25

H26

H27

H23

H24

出典：受入額は、各大学の財務諸表附属明細（当期受入額）
件数は、文部科学省「産学連携等実施状況について」（H23-H27年度）
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【参考】特許等収入、ベンチャー設立数の推移

受入額（百万円）

起業支援（ベンチャーファ
ンド、起業家教育）を開始

学術研究・産学官連携
推進本部の創設
（知財管理体制・戦略強化）

4年間で
累計1.5倍
4

7

学生・ポスドクが
主に関与する
設立が急増

出典：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」
（H23年度-H27年度）

出典：名古屋大学資料
（平成29年4月1日現在）
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産学連携の俯瞰的分類と今後の方向性
■ 産学官コンソーシアムの構築、研究開発拠点の形成が進み、大学がオープンイノベーションの結節点へ進化。
■ 次の展開は、ソリューション導出型の本格的産学共同研究に「組織」対「組織」でコミットできるか、が問われる。

拠点形成型

複数組織による共同研究

プラットフォーム形成型

コンソーシアム型

大学の優れた共通基盤技術をもとに
産学官でプラットフォームを形成

共通した理念・目標のもと産
学官の技術・人材の共創に
より課題解決を図る

プラズマ科学
プラットフォーム
（2016）

ＮＣＣ
（2012）

ＧａＮ研究
コンソーシアム
(2015)

低

Under-one-roofのもと産学官
の技術・人材を結集し
課題解決を図る

名大ＣＯＩ
(2013)

大学の組織的関与度

高

従来型の産学連携
従来の・・・共同研究
従来の・・・受託研究

寄附講座

産学協同研究講座・部門
(2012)
学術コンサルティング(2015)

１対１の共同研究

ソリューション導出型
指定共同研究制度
(2016)
注： （ ）内は創設年度 10

産学協同研究講座・部門による企業研究拠点設置
企業から経費と人材を大学に受け入れて「協同研究講座」又は「協同研究部門」を設置・運
用。企業との連携を強化することで、研究成果の早期の社会実装および価値実現を図る。

企業から研究資金と
人材を受け入れ

民間企業

JST・NEDO・AMED
などの研究ファンド
大学組織として
外部資金を獲得

企業技術者が
教員として就任

定額運営維持費で
講座を設置

産学協同研究講座
産学協同研究部門

教員の知見に
迅速にアクセス
名古屋大学の
教員・研究員

研究設備・支援組織を利用
学内共同
利用設備

研究
学術データ
マネジメント
ベース
URA
図書館
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【参考】産学協同研究講座・部門の設置状況
１講座・部門あたり約４千万円の本格的共同研究
No

設置部局

設置協同者

講座（部門）名称

11

創薬科学研究科
医学系研究科
未来社会創造機構
工学研究科
未来社会創造機構
環境医学研究所
未来社会創造機構
未来社会創造機構
未来社会創造機構
医学系研究科
未来社会創造機構

田辺三菱製薬㈱
日本メナード化粧品㈱
パナソニック㈱
㈱八神製作所
トヨタ自動車㈱
ラクオリア創薬㈱
トヨタ自動車㈱
トヨタ自動車㈱
トヨタ自動車㈱
医療法人葵鐘会
富士通㈱

実践創薬科学講座
名古屋大学メナード協同研究講座
パナソニック産学協同研究部門
加速器BNCT用ｼｽﾃﾑ研究講座
トヨタ先端材料技術部門
薬効解析部門
知能化モビリティ研究部門
人間特性研究部門
交通・情報システム研究部門
ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座
情報基盤研究部門（富士通）
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医学系研究科

㈱ニプロ

個別化医療技術開発講座
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未来社会創造機構
医学系研究科
医学系研究科
創薬科学研究科
未来社会創造機構
未来社会創造機構
未来社会創造機構
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所

旭硝子㈱
三菱ガス化学㈱
ラクオリア創薬㈱
ラクオリア創薬㈱
㈱SCREENホールディングス
日本エー・エス・エム㈱
㈱東芝
トヨタ自動車㈱
（国研）産業技術総合研究所
㈱デンソー
（国研）物質・材料研究機構

バイオデバイス加工研究部門（旭硝子）
新規生体吸収性材料開発講座
薬剤科学・分析化学講座
新薬創成化学講座
未来材料プロセス・バイオ研究開発部門
原子層制御ナノプロセス研究部門
最先端省エネルギーGaNデバイスプロセス研究部門
トヨタ先端パワーエレクトロニクス産学協同研究部門
産総研・名大窒化物半導体先進ﾃﾞﾊﾞｲｽｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘ
デンソー自動車用パワーエレクトロニクス産学協同研究部門
NIMS・名大 GaN評価基盤研究ラボラトリ －天野・小出共同研究ラボ－

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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４ イノベーションプラットフォーム形成に向けた
名古屋大学の目標
我が国のイノベーションの主な課題
顧客価値の獲得に関する環境変化への対応の遅れ

自前主義に陥っている研究開発投資

製品単体の性能だけで価値を生み出すことは難しくなっているが、我が
国企業は新たな顧客価値獲得のための環境変化に対応が追いついて
いない。

自前主義からの脱却が遅れており、必ずしも研究開発投資が事業化・
企業収益に繋げられていない。

企業における短期主義

人材や資金の流動性の低さ

民間企業の研究開発投資の傾向として、商品化まで３～５年を超える
ような中長期の研究開発投資に対する意識は低い恐れ。

研究人材の流動性は非常に低く、組織を超えた人材の活躍が一層求
められており、資金の流動性も低い。研究開発型ベンチャーに対するリ
スクマネーも不足。
（上記は、平成28年8月経済産業省産業構造審議会資料より抜粋・作成）

新たな次元
の目標

名古屋大学は
イノベーションプラットフォームを形成する先駆的取組みを牽引するとともに、
結果にコミットする産学共同研究を拡大、もって産業競争力の強化に貢献する。

名古屋大学の革新的技術、大規模研究施設などを中核とした「コアコンピタンス」を軸に、中小企業、ベン
チャー企業を含め、企業の投資対象になり得る技術を共有化、プラットフォーム化
新たな価値を生み出すシステム、ビジョンを共有し、「組織」対「組織」で結果にコミットする産学共同研究を
拡大。企業等からの投資額を現中期目標期間中に大幅に拡大する。
産学協同の大学院教育、学生の産学共同研究への参画等により、産学の人材流動性を大幅に向上。
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４ イノベーションプラットフォーム形成に向けた
名古屋大学戦略

■新たな取組み事項（検討中を含む）
〇現在実施中の事項

名古屋大学は、イノベーションプラットフォーム形成の一翼を担い、ナショナル・イノベーションシステムの好循環を演
出する戦略を実行する。

戦略２

産学官共創コンソーシアム形成

産学官コンソーシアムの構築等により、大学をオー
プンイノベーションの結節点へ。「競争領域」と「協調
領域」を明確にした戦略的推進。
〇GaN研究コンソーシアム（産総研・名大GaN-OIL、天野・小
出共同研究ラボ（NIMS）等）
〇次世代モビリティ研究開発拠点（名古屋大学COI）
〇プラズマ科学プラットフォーム
■人間機械協奏技術コンソーシアム（人工知能AI）
など

戦略５

ベンチャー創出スキーム

優れた革新技術の社会実装を加速するため、
ベンチャー企業の創出支援スキームを進化。ベン
チャー企業の成功により大学の収益改善に貢献。
〇名古屋大学・東海地区大学広域ファンドによるベンチャー支援
（日本ベンチャーキャピタルが実施）
■アントレプレナー教育（Tongaliプロジェクト）を教育の課程
に組み込み。キャップファンド支援。
■特定基金「ベンチャー支援事業」を創設。ベンチャー企業から
の新株予約権等の寄附促進

戦略１

戦略３ 「組織」対「組織」の本格的産学共同研究
全国に先駆け創設した「指定共同研究制度」、産学
共同研究への学生参画の枠組み等により、「組織」
対「組織」の本格的産学共同研究を強力に実施。地
域の世界産業との連携を強化。
■指定共同研究の実施・拡大
■産学共同研究に携わる大学院生の研究員雇用
■営業秘密管理の仕組みを構築
〇産学協同研究講座・部門の抜本的拡大

戦略４

具体的取組み
を後述

産学共創の大学院教育の課程

優秀な博士課程学生を獲得し、産業競争力の強化
に貢献する人材を育成していくため、企業との共創
による大学院教育の課程を創設し、本格的産学共同
研究を教育にまで進化。
■企業とのクロスアポイント制度の構築
■応用研究を重点的に扱う機構に産学共創による大学院教育の課
程を創設【検討中】
■大学院課程の定員の扱い柔軟化（例：博士課程（後期）の定員
を一時的に博士課程（前期）・修士課程に振替え）【検討中】

学術研究・産学官連携推進本部によるマネジメント

〇基礎研究から産学連携、技術移転までの一貫した、URAによる研究マネジメント体制の強化
〇学術研究・産学官連携推進本部による産学連携IR（Institutional Research）の実施と、それを基にしたアクションプラン策定
■イノベーション経営人材、研究プロモーション人材の採用、育成
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５ 具体的な取組み
（１） 名古屋大学 「指定共同研究制度」 概要
（平成28年９月 教育研究評議会・役員会決定）

《 特 徴 》
《指定共同研究の指定》
・ 大学本部を含む横断的体制により研究の企画・立案、成果
活用等の運営マネジメント管理を行うものを、大学として指定

《費用の見える化と応分の負担》

研究開発法人
民間企業等

シーズ
ニーズ

・ 直接経費のほか、相応の産学連携推進経費を負担

《研究の進捗管理等のマネジメント》

コーディネート

・ 推進協議会を設置し、企画・立案、成果の管理活用を実施
・ マネジメント管理は、学術産連本部が関与

《適正な営業秘密管理》
・ 得られた成果、企業の情報は、契約に基づき適正に管理

《研究成果のコミットメント》

組織×組織

・ 共同研究者と協力し実施報告書を作成、成果管理を実施

《直接経費》

《必要な経費》

・当該研究に専ら従事する研究者等の人件費
・設備費、謝金、旅費、消耗品費、役務費 等

学術研究・産学官連携
推進本部

必要な経費
推進協議会

研究の進捗管理

研究の成果

《産学連携推進経費》
１）教員共同研究参画経費（アワーレート方式）
・本学教員の相応の人件費相当額
・共同研究実施に伴う附帯コスト相当額
※共同研究に対する教員の参画人数により算定（定額）

２）戦略的産学連携経費
・今後の産学官連携活動の発展に向けた将来の投資分
として設定
※産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン
（平成28年11月30日イノベーション促進産学官対話会
議）に基づき設定
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５ 具体的な取組み
（１） 指定共同研究制度の位置づけ
（平成28年９月 教育研究評議会・役員会決定）

共同研究
○従来の共同研究
○将来の産業構造の変革を見通した革新的技術
の創出に向けて、将来のあるべき社会像等の
ビジョンを共有し、共同して行う研究

継
続
実
施

「指定共同研究」として指定
学術産連本部※を含む横断的な体制により研究
の企画・立案、成果の管理・活用等を実施
※学術産連本部＝学術研究・産学官連携推進本部
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５ 具体的な取組み
（２） 企業とのクロスアポイント制度
（平成28年３月 教育研究評議会・役員会決定）

■ 企業における産業技術等の知見を大学の教育・研究に展開。専門人材の育成等につなげる。また、企業にお
いては、大学の学術研究、ネットワークを企業活動に活かすことができる。
■ 大学の研究成果と企業がもつ製品化等のノウハウのマッチングが、社会実装を含めた製品化の早期実現を励
起し、研究成果の社会への還元が進む。
教員が民間企業等の職員としてクロス・アポイントメントをする場合

公的法人
民間企業
公益法人
（出向先）

エフォートに応じた
人件費負担

基本的考え方

名古屋大学
（出向元）

協定締結

本学教員が、相手先機関とのクロス・アポイントメントを行
うに際し、退職金や共済年金の取り扱い、手続き等で不
利益を被らないよう、原則、本学からの「在籍型出向」形
式の協定を締結

給 与
①給与額
原則として、本学教員の給与は、本学の規則に基づいた
従前の額とし、相手先機関には、エフォート率に応じて、応
分の額を負担を求める。
他方、相手先機関が、本学給与支給額に対するエフォート
に応じた額以上の人件費を負担する場合には、これに上
乗せ支給できる。
②支払方法
本人の手続きの煩雑防止、各種保険・福利厚生制度等を
継続させるため、大学側から一括支給。

教員
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５ 具体的な取組み
（３） 学生の共同研究への積極参画
（平成28年11月 役員会決定）

目的

 革新的技術によるイノベーションの担い手の育成
 産学連携を主導できる人材の育成
 学業に専念できる生活環境の提供（経済的支援）
考え方

一人の研究者として、また共同研究への参画を学業とみなし、RA 制度とは異なるフルタイムの雇用制度を構築

≒

共同研究

学究活動

雇用形態

正課学業

確認事項

身

分 ・契約職員（フルタイム）

資

・大学院博士課程（後期）在籍者
格
・学業成績が極めて優秀な者

条

・現在の研究内容と雇用されるプロジェクトにおけ
る研究内容が一致していること
件 ・当面の間、雇用経費が民間企業との共同研究であ
ること

職

名 ・研究員

勤務時間 ・裁量労働制
給

＝

与 ・年俸制（年額288万円、月額24万円）

社会保険 ・加入
選考手続 ・公募（プロジェクト代表者が必要に応じてヒアリング等を実施）

◎学生
・課せられる守秘義務と論文発表等公知との関係
・従事する研究と自身の研究テーマとの合致
・受給中の奨学金等の受給資格喪失の可能性
・社会保険等への加入義務と両親等の扶養家族から外れること

◎プロジェクト責任者
《共同研究の相手方》
・雇用に必要な経費の支弁の確約
・従事する学生の就職の自由度の確保
・学生に課せられる守秘義務の範囲
《指導教員》
・雇用の了解とフルタイム雇用に支障が無いこと
・従事させる研究と学生の研究テーマとの合致
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５ 具体的な取組み
（４） 産学連携における営業秘密管理
（平成29年１月 役員会決定）

■ 共同研究等で企業から入手する秘密情報を管理する体制を構築。
■ 研修やe-learning、研究プロジェクト毎の説明会などを通じて、実効性を向上させる。

秘密情報のレベルに応じた
等級管理

学内体制
総長(最高責任者)

役員会

秘密情報管理委員会

審議
承認

秘密情報管理委
員会委員長

秘密情報統括責任者
のポ
立リ
案シ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

運用
マニュアル案

黒字：役員会、総長
青字：本部
緑字：委員会
赤字：部局

運用マニュアル等
審議・承認

部局委員

部局長
部局から
参画

本部から
参画
本部から
管理状況報告

周知
徹底

報告

秘密情報管理責任者
（研究リーダー教員）

等級区分

秘密情報の区分

レベル１

通常の秘密情報

レベル２

営業秘密相当

レベル３

営業秘密相当のうち、
特に重要なもの

届出
報告

報告

本部秘密情報窓口担当
（担当URA）

連携

部局窓口
（契約担当）
相談

教職員等

学術研究・産学官連携推進本部

各部局等

周知
徹底

高

等級ごとの管理方法
レベル１
厳秘

秘密情報業務責任者

重要度

入出の制限
情報マーキング
ファイル保存
アクセス制限（PC)
配布
閲覧
複製
持出
廃棄

レベル２
秘

レベル３
学外秘

等級３

制限・具体的な管理手法
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【 参 考 資 料 】
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５ 具体的な取組み
（１） 指定共同研究の組織としての受入れの検討
（平成28年９月 教育研究評議会・役員会決定）

共同研究の企画･立案、具体的な
内容、研究役割分担など

連携部局
研究科長
研究者

シーズ
代表部局

連携部局
研究科長
研究者

企業・研究機関

研究科長
研究代表者

ニーズ

学術産連本部

（共同研究者）

マッチング

本部長

コーディネート

地域連携･
情報発信G

URA

プロジェクト
推進G

URA

21

５ 具体的な取組み
（１） 指定共同研究のマネジメント管理
（平成28年９月 教育研究評議会・役員会決定）

推進協議会の設置

【構成員】
・学術産連本部 本部長又は副本部長
・本部長が指名するURA
・部局長又は部局長が指名する者
・研究代表者
・研究代表者が指名する研究担当者
・共同研究者が指名する者

【役割】
・研究の企画・立案
・研究の進捗管理
・研究成果の管理・活用の推進
22

５ 具体的な取組み
（１） 指定共同研究の進捗管理・成果のコミットメント
（平成28年９月 教育研究評議会・役員会決定）

【プロジェクトの進捗管理；参考例】ただし、行き過ぎた数値目標管理ではない
進捗管理

ロードマップ

課題整理（一件一葉）

ハンドオーバー要件

小分類
中分類

個人月報
グループ月報
進捗管理表

大分類
何のために
やること
スケジュール
（人・モノ・カネ）

【研究成果】
連携部局

総長

研究科長
研究者

企業・研究機関

代表部局
研究科長
研究代表者

連携部局
研究科長
研究者

学術産連本部

研究報告書

（共同研究者）

本部長
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５ 具体的な取組み
（１） 指定共同研究における経費の考え方
（平成28年12月 役員会決定）

 人件費
 指定共同研究に専ら従事する研究者等
 指定共同研究の運営・管理に係る業務に専ら従事する研究協力者

 その他の直接的な経費
 設備費、謝金、旅費、消耗品費、役務費等

※アワーレート方式により、参画教員人数による定額

 人件費相当額
 上記の人件費を除く、指定共同研究の実施に係る本学の研究代表者・研究担当者・研究協力者の
人件費に相当する部分

 共同研究実施に伴う附帯コスト相当額
 研究スペース利用費、事務職員サポート経費、学内インフラ利用費、学術研究・産学官連携推進本
部サポート経費等

 今後の産学官連携活動の発展に向けた将来への投資分として設定
 今後の産学官連携機能強化のための企画・立案及び実施、知的財産戦略の企画・立案及び実施に
係る経費等
※ 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（平成28年11月30日イノベーション促進産学官対話会議）に基づき新たに設定
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５ 具体的な取組み
（５） URAによる知的資産マネジメントの向上
■ 企業等での経験豊かな、学術産連本部URAの問題意識に基づいて、学内の知的資産マネジ
メントを一層向上させる取組み（施策）を主体的に企画・立案、検討し、役員会に提案。順次展開。
■ URA、教員、事務・技術職員による学内マネジメントの好循環形成に繋がりつつある。

名古屋大学アジアネットワークと連携した国際
産学連携の環境整備
アジアとの交流を標榜する本学において、産学官連携の側面から
戦略的にアジアへ展開する基盤を構築
 学術研究・産学官連携による、アジア諸国との交流深化
➡ 共同研究・技術移転等による外部資金獲得強化
 人材育成を通じた研究力強化
➡ 産学連携による人材育成、卓越研究者リクルート

国際研究プロモーションのモデル立案と試行
先駆的な国際共同研究を推進するため、海外からの資金や研
究人材獲得等を目標とした、戦略的な国際研究プロモーションを
検討
 海外からの資金や研究人材獲得等を目標とした、戦略的な
国際研究プロモーション
➡ 先駆的な国際共同研究の創造
 国際研究プロモーションによる大学経営のサポート
➡ 本学のマーケティング強化、ブランディング

マネジメント
向上
具体例

知的財産権・研究成果の積極的活用策
保有する知的財産権、研究成果を積極的に活用し、有償提供に
繋げることで、本学の収入増と死蔵研究成果の社会還元を促進

 規定（取決め）が不明確であった研究成果物の規程を新設
➡ 本学の収入増 （収入増による研究者モチベーション向上）
 死蔵されている研究成果の社会還元
➡ 本学の社会貢献の促進
改訂：職務発明規程
新設：著作物取扱規程、商標取扱規程、医師主導治験試験結果取扱規程

大型共同研究プロジェクトに関する
ポストアワード Knowledge Managementの構築
大型研究開発プロジェクトの研究進捗管理、生産性向上のため、ポ
ストアワードの研究マネジメント手法の向上を検討
 ポストアワードに関するgood practiceを大学全体で共有、活用
➡ 大学全体の生産性向上、意思決定スピードの向上
 研究者・事務・URAの役割分担の明確化
➡ プロジェクト（研究テーマ）遂行の加速
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【参考】現在検討中の取組み（施策）
平成27年10月から検討開始。 全てURA発の企画・立案。
学術研究・産学官連携の強化に関する仕組み（マネジメント強化策）を提案し、実施に移している。

マネジメント
向上
具体例

大学の研究力・研究マネジメント強化 施策検討タスクフォース
施策の全体像

学術研究強化

国際展開

文系研究拠点形成に向けた支援の
マネジメント改善策

地域企業へのベストソリューション提供における
URAの新マネジメント

国際研究プロモーションの
モデル立案と試行

ポ大
ス型
ト共
ア同
ワ研
ー究
のドプ
構業ロ
築務ジ
ェ
のク
ト
に
関
す
る

Knowledge

本格的産学連携

戦略的な研究企画・立案
制度の検討

Management

戦略立案

研究マネージメント強化に
資する研究・産学連携力
の分析と活用

知
的
財
産
権
・
研
究
成
果
の
積
極
的
活
用
策

アイ
ンノ
トベ
レー
プシ
レョ
ナン
ー
育教
成育
と

名古屋大学のアジアネットワークと連携した
国際産学連携の環境整備
第1期施策（H27.10.~H28.12）
第2期施策（H28.12.~）
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資料２

オハイオ州立大学横断的データ科学プログラム
との間で教員招聘プログラムに関する協定を締結（情
報学研究科）
•

人工知能やビッグデータ解析など、数理・データ科学を活用することで、新たな
学術領域や産業分野の開拓が急ピッチで進んでいる。

•

本学では、情報を活用した価値創造を目指して新設した情報学部・研究科を核と
して、数理・データ科学分野での学際教育・研究を推進する。

•

一方、米国では、数理・データ科学を活用して、教育・研究を学際的に推進する
大学の試みとして、オハイオ州立大学のプログラム「Translational Data Analytics
(OSU/TDA)」が、先駆的である。

•

そこで、本学は、オハイオ州立大学・TDAとの間で、数理・データ科学を活用する
様々な分野の教員を招聘するプログラム（NU Data Research Global Faculty
Exchange Program）に関する協定を結んだ。

•

3月9日（現地時間）オハイオ州コロンバスにおいて行われた協定調印式には、在
米日本大使館・尾池次席公使をはじめ、日本の産業界から多数の出席者があり、
本分野における日米連携に関する高い関心が伺われた。

•

なお、本連携については、５月にワシントンで行われる日米イノベーションコア
（仮称）設置に関する非公開のワークショップで報告される予定。

オハイオ州立大学TDAプログラム HP: https://discovery.osu.edu/tda/
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資料３

The University
of Freiburg*
（Germany)

Nagoya University

*2017

Collaborating Organizations

Internal A c ade mic Units

Aichi P r ef ec t ural B o a r d of E d u c a t ion
G i fu P r ef ec t ura l B o a r d of E d u c a t i on
M i e P r ef ec t ural B o a r d of E d u c a t i on
Sh i z u ok a P r ef ec t ural B o a r d of E d u c a t i on
A s s oc i a t ion of Principals of P u b l i c H i g h
Sc h ool s of t h e T ok a i R eg i on , etc.

G r a d u a t e Sc h o o l of Sc i en c e
G r a d u a t e Sc h o o l of E n g i n eering
G r a d u a t e Sc h o o l of Bioagricultural Sc i en c es
G r a d u a t e Sc h oo l of M ed i c i n e
G r a d u a t e Sc h ool of E n v i r on m en t a l St u d i es
I nstitute for A d v a n c e d R e s e a r c h

Partnership Universities
University of Freiburg
University of Strasbourg
North Carolina State University, etc.
Joint degree universities
University of Edinburgh, etc.
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フライブルク大学*
（ドイツ）

名古屋大学

*2016年度

連携機関

愛知県教育委員会
岐阜県教育委員会
三重県教育委員会
静岡県教育委員会
愛知県公立高校校長会
東海４県公立校長会
愛知県私学協会、他

学内組織
理学研究科
工学研究科
生命農学研究科
医学系研究科
環境学研究科
高等研究院

連携大学
フライブルク大学
ストラルブール大学
ノースカロライナ州立大学、他
ジョイント・ディグリー大学
エディンバラ大学、他
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資料４

顕 彰 対 象
学修への取り組み部門（学部推薦）
正課外活動への取り組み部門（個人･団体からの自薦･他薦）

顕 彰 内 容
受賞一件につき正賞（賞状）及び副賞（賞金 10 万円）

募 集 期 間
平成 2８年 12 月５日(月)～平成 2９年１月２６日(木)

詳細は HP をご覧下さい。
提出書類は HP よりダウンロード出来ます。
【名古屋大学 HP TOP→教育/キャンパスライフ→学生生活→総長顕彰制度】
http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/gakumu/souchou_kenshou/

名古屋大学教育推進部教育企画課
Tel：052-789-2158，2161 E-mail：souchou_k@adm.nagoya-u.ac.jp
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平成２８年度総長顕彰募集要項

１．趣 旨
本学では「名古屋大学学術憲章」において，本学が目指す人材育成について「自発性を重視する教育
実践によって，論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人を育てる」ことを目標に掲げ，その達成
に向けて自発性を涵養する教育を実践し，「論理的思考力」，「課題解決能力」及び「実行力」を備え
たチャレンジ精神に富む人材の育成に全力を尽くしています。
学問の研鑽や文化・社会活動等を通じて本学が目指す人材像を実践している学生を讃えるとともに，
その活動を広く周知することにより優れた人格と創造性を兼ね備えた人材群のさらなる創出の促進を
図ることを目的として，「総長顕彰制度」を創設しました。
２．「総長顕彰」制度概要
（１）顕彰対象数及び顕彰内容
顕彰対象数：５～１０件（個人及び団体）
顕彰内容 ：顕彰対象１件につき正賞（表彰状）及び奨学・社会貢献活動等の助成を目的として
副賞（賞金１０万円）を授与します。
なお，総長顕彰で授与する副賞は，名古屋大学消費生活協同組合から「学生奨学
制度充実」を目的として本学に寄附された寄附金をもって充てます。
（２）顕彰対象
①学修への取り組み
本学には，修学意欲に富み，自立的な学修を進めている多くの学生がいます。これらの学生を賞
揚することは，
当該学生が所属する部局のみならず本学全体の学修意欲向上の醸成に貢献するものと
考えます。このような観点から，修学において成果が伴う取り組みを積極的に行っている学生を対象
に顕彰します。
なお，本顕彰は，学部学生（個人）を対象とします。
②正課外活動への取り組み
本学には，学生としての立場のみならず，一社会人としても「教育目標」に謳われる人物像に相
応しい実践を心がけている個人や団体がいます。これらの学生の諸活動は，本学の存在を社会に対し
宣揚するとともに，ひいては学修環境の醸成にも貢献するものと考えます。このような観点から，自
らの信念に基づき正課外の諸活動を行い，
顕著な活動成果を収めている活動又は活動自体が極めて社
会の貢献に資している学生又は団体を対象に顕彰します。
なお，本顕彰は，個人又は団体を対象とします。
３．申請資格等
（１）学修への取り組み
資格：本学の学部学生（正規生）であり，次の事項のいずれかに該当する者
対象：○学業成績が特段に優秀と認められる者
○学修において成果が伴う取り組みを積極的に行っており，その姿勢・成果が他者の模範となる
と認められる者
（２）正課外活動への取り組み
資格：本学の学部学生及び大学院学生（いずれも正規生）の個人，又は本学の学生で構成されている団
体で，次の事項のいずれかに該当する者
対象：○正課外の諸活動においてすぐれた評価を受けた者，又は本学の名誉を著しく高めた者
○ボランティア活動や国際交流活動等の社会貢献活動においてすぐれた評価を受けた者，
又は本
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学の名誉を著しく高めた者
○正課外活動の諸活動を継続的に行い，
その活動を通じて本学に対する貢献が著しいと認められ
る者
○過去に受賞した場合は，新たに特筆すべき優れた活動がある者
【注意：自身の正課の学修・研究内容等との関連性が認められるものについては，受理しませ
ん。】
４．応募方法等
（１）学修への取り組み
○部局長からの推薦によるものとし，推薦枠は各部局１名とします。（推薦基準は各部局で定める。）
○推薦にあっては，別紙様式１（以下「推薦書」という。）を提出してください。
※記載漏れや誤記，関係資料の添付等に十分留意してください。
（２）正課外活動への取り組み
○公募によるものとし，自薦他薦は問いません。
○応募にあっては，自薦他薦を問わず対象者本人あるいは団体から，別紙様式２（以下「申請書」とい
う。）を提出してください。（推薦書がある場合は添付資料として提出してください。なお，書式
は任意ですがＡ４サイズとしてください。）
※記載漏れや誤記，関係資料の添付等に十分留意してください。
５．募集期間等
募集期間：平成２８年１２月５日（月）～平成２９年１月２６日（木）
提 出 先：〒４６４－８６０１ 名古屋市千種区不老町
名古屋大学 教育推進部教育企画課
※提出は郵送又は e-mail 添付にて受け付けます。
電
話：０５２－７８９－２１５８，２１６１
e-mail ：souchou_k@adm.nagoya-u.ac.jp
U R L：http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/gakumu/souchou_kenshou/
（申請書はこちらからダウンロードしてください。）
６．審査方法
第一次審査：応募書類に基づく書面審査
第二次審査：口頭発表（プレゼンテーション）及び審査員との質疑応答
平成２９年３月３日（金）
９時００分 ～ １２時００分の間（１０分程度）
※第二次審査の欠席又は遅刻は辞退者として取り扱います。
７．結果発表等
① 第一次審査結果は，平成２９年２月１７日（金）までに「推薦書」又は「申請書」に記載されたメ
ールアドレスに電子メールにより通知します。
第一次審査合格者は，審査結果通知を受領後，直ちに第二次審査出席の確認メールを教育推進部教
育企画課（e-mail：souchou_k@adm.nagoya-u.ac.jp）あて返信してください。確認メールがない場合
は，以後の審査は辞退したものとみなします。
② 第二次審査結果は，平成２９年３月１５日（水）までに「推薦書」又は「申請書」に記載されたメ
ールアドレスに電子メールにより通知します。
第二次審査結果通知を確認後，直ちに確認メールを教育企画課（同上）あて返信してください。確
認メールがない場合は受賞を辞退したものとみなします。
③ 応募後に転居又は長期不在等の場合は，教育推進部教育企画課に連絡してください。
④ 受賞決定者は総長より顕彰（受賞式等詳細は追って通知）するとともに，受賞者の活動等は本学の
ホームページ等により顕彰します。
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平成28年度総長顕彰受賞者一覧
【応募件数】

学修への取り組み：６件
正課外活動への取り組み：９件

「学修への取り組み」部門
学部学科・学年

氏名

草営駒

教育学部

人間発達科学科

加藤

希歩

経済学部

経済学科

戸谷

充寿

理学部

化学科

４年

陽一朗

医学部

医学科

６年

敏

工学部

物理工学科

秀次

農学部

応用生命科学科

鈴木

野口

崔

赤塚

４年

４年

４年

４年

「正課外活動への取り組み」部門
代表者

氏名・団体名

名古屋大学学生法律相談所
混声合唱団名古屋大学
コール・グランツェ

（農学部

木下 悟
応用生命科学科

法学部

伊藤 通崇
法律・政治学科

渡邊 大貴
理学部 物理学科

４年）

分野

３年

３年

社会への貢献活動
本学への貢献活動
正課外活動（部活動）
本学への貢献活動
本学への貢献活動
国際交流
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太陽電池がもたらす「変化」を夢見て
大学院工学研究科・物質プロセス工学専攻 M1
崔

敏（さい びん）

2011 年 3 月，語学研修で大阪を訪れていた私は，東日本大震災を経験し，ニュースで原発事故の
ことを知り，生まれて初めてエネルギー問題を真剣に考えました．この時，社会を根底から支えて
いるモノは何だろうと，自らに問いかけたことがあります．私なりに考え抜いた結果，たどり着い
た答えは「材料」と「エネルギー」でした．すなわち，様々な機能を持つ材料があって，それらから
作られたモノを動かすエネルギーがあるからこそ，我々は今日の繁栄を手に入れることができたの
ではないだろうかと．この「材料」と「エネルギー」という二つの集合の共通部分が，まさしく太陽
電池であると気づき，太陽光発電こそ，未来の社会を支えるエネルギー源であると確信しました．
そして，太陽電池の研究者を志し，材料の研究が進んでいる名古屋大学の門戸を叩きました．

学部 4 年間における大学生活において，常に意識していたことがあります．人は誰しも何かしら
の哲学を持って生きているのではないかと私は思います．その「哲学」を言葉として認識している
人も，そうでない人もいると思いますが，幸運なことに，私は自らの哲学をいち早く見つけ出すこ
とができました．名古屋大学に入学して間もないころ，次のような言葉に出会いました．
時は変化の数である（Time is the measure of change）
あのアリストテレスが時間に対して下した定義です．すなわち，変化があるからこそ，時の針は
進むということだと思いますが，人生においても同じようなことが言えるのではないでしょうか．
変化し続けているからこそ，人は生きているのだと私は考えました．こうして，大学生活で常に「変
化」を意識するようになり，日々「変化」を追い求め，たくさんの「変化」を手に入れることができ
ました．
学部 3 年生までは講義を中心とした大学生活でした．毎日のように新しい知識に触れ，疑問を覚
え，壁にぶつかりました．それでも自らが納得できるまでとことん考え抜き，時には先生や学友と
熱い議論を交わしました．そして努力の末，ようやく理解して，自らの知識欲が満たされた時，最も
大きな喜びを感じました．知識が私にもたらしてくれたのは，喜びだけではありません．知識が広
がるにつれ，世界そのものの見え方も「変化」してしまうことをひしひしと実感しました．学業だけ
でなく，人とのコミュニケーションも大切にしたいと考えた私は，日々の学習の合間を利用して，
様々な活動に参加しました．日本人学生と留学生の交流を促進する「名古屋大学国際学生フォーラ
ム（IF@N）」や，各界のパイオニアたちが，自らの「価値あるアイディアを広める」TEDxNagoyaU
などのイベントに実行委員の一人として携わり，異なる考え方を持つ人々が交流することで生まれ
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る「変化」を目の当たりにし，感動を覚えました．
学部 4 年生からは Si 系太陽電池を研究する研究室に配属となりました．太陽電池は光によって励
起されたキャリア，すなわち，電気伝導の担い手である電子と正孔を如何に効率よく且つ選択的に
輸送するかが，高効率化の肝になっています．昨年 1 年間，キャリア選択輸送のための新規材料と
して，ヨウ化銅という p 型半導体について研究しました．本格的に研究をするようになって初めて，
「失敗は成功のもと」という言葉の意味を，身を以って知りました．専門的な内容は割愛しますが，
中々進まなかった研究が大きく飛躍するようになったきっかけは，とんでもない失敗でした．この
失敗をヒントに，シリコン基板上へのヨウ化銅薄膜の作製法として，銅を先に真空蒸着してからヨ
ウ素ガスでヨウ化させるという新しい 2 段階作製法を考案し，更に改良を加えることで均一且つ緻
密なヨウ化銅薄膜の作製に成功しました．また，これを太陽電池に導入し，太陽電池特有の電気的
特性を引き出すことができました．
研究においても常に「変化」を意識しました．実験で良い結果が得られたときは，簡単に納得せ
ず，より良い結果を得るための工夫を怠りませんでした．そして，実験の醍醐味はなんと言っても
失敗したときです．何が原因でどうすれば困難を克服して，より望ましい結果が得られるかを考え，
実験を成功に導いたときに感じる「変化」と達成感は何よりも強いものでした．

この春から大学院に進学し，太陽電池の研究を続けています．大学院での 2 年間が私にどんな「変
化」をもたらしてくれるのか，今から楽しみで仕方ありません．修士課程を終えたら，博士課程に進
み，太陽電池研究の第一線で「変化」を生み出し続けたいと思います．
そう遠くない未来，太陽電池が人間社会のエネルギーの大半を支える時代が必ず来ると信じてい
ます．高校時代の担任の先生の言葉を，よく思い出します．
「量的な変化の蓄積は，必ず質的な変化
をもたらす．そして，その変化は必ず指数関数的である．
」数学を担当していた先生らしい言葉であ
ると思いますが，物事の本質を捉えているのではないでしょうか．現在，太陽電池の普及はまさに
「量的な変化の蓄積」の段階にあると思います．これを続け，技術革新を得ることができれば，必ず
「質的な変化」をもたらし，太陽光発電が「指数関数的」に普及していくことでしょう．ゆくゆくは
太陽電池の技術革新に大きく貢献できるような研究者になりたいと考えています．
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デアをもとに起業するプラン（卒論・修論以外）
を出し合うコンテ
ストを開催いたします。本コンテストで選ばれた優秀なビジネス
プランは、様々な賞とともに奨励金50万円を授与します。
また、
メンターによるブラッシュアップや各種コンテストなどの参加を

S

通して、確度の高いビジネスプランに仕上げ、今後のビジネスを
サポートします。多くの皆様のご応募をお待ちしております！

ビジネスプラン
コンテスト

名古屋大学 東山キャンパス

場所

NT
E
S

東海地区（愛知県・岐阜県・三重県）のすべての学部生・院生・
ポストドクターを対象に、学生が持つ技術やビジネスシーズ・アイ

U

（ 17時〜18時 懇親会 ）

N
ES
I
S

予定

理学南館 １階セミナー室

B

2017

土

T

13:00〜17:00

PLAN

CO

開 催日

5/20

資料５

東海地区（愛知県・岐阜県・三重県）の学部生・
大学院生・ポストドクター

応募
資格

奨励金

１案につき50万円×５チーム
※個人でもチームでも応募可能

（奨励金使用後に成果報告書、会計報告書の提出が必要になります。）

応募
期間

2017年4月3日（月）〜5月8日（月）17:00まで

応募
方法

下記ホームページより申請書をダウンロードの上、
メールにてお申し込みください。

参加者
募集

http: // tongali.aip.nagoya-u.ac.jp

※応募多数の場合は事前に書類審査を行う場合があります。

お問い合わせ

情 報 は 随 時 更 新していきますの で 、ホームページをご 確 認ください 。

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
Tongali プロジェクト事務局
TEL

Tongaliプロジェクトの
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.tongali

Tongali プロジェクトで検索
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資料６
名古屋大学経済学部 国際シンポジウム
「世界の政治・経済の現状と展望」
Global Political and Economic Scene: Current Situation and Future Perspectives
主催：名古屋大学経済学部
後援：名古屋大学国際機構、同学術研究・産学連携推進本部
協賛:東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

（1）

国際シンポジウム開催概要
日時：

2017 年 5 月 26 日（金）13:00-14:30 （開場 12:30）

場所： 名古屋大学経済学部カンファレンスホール
参加者：名古屋大学学部生・大学院生・教職員、他招待者若干名
使用言語：英語（同時通訳あり）
(2)


パネリスト紹介
ロバート・M・キミット

米国 財務副長官、国務次官、財務省顧問、ホワイトハウス国家安全保障会議秘書官及び顧問、タイム・ワー
ナー社取締役副社長、コマース・ワンの副会長兼社長を務めた。



エンリケ・V・イグレシアス

米州開発銀行(IDB)総裁、国連ラテンアメリカ経済委員会(ECLA)事務局長、ウルグアイの外務大臣、及び中央
銀行総裁、ウルグアイ・ラウンド(多角的貿易交渉)議長を務めた。



ジャン-クロード・トリシェ

欧州中央銀行（ECB）総裁、システミックリスク理事会、世界経済中央銀行総裁会議の議長、フランス財務省
国庫局長、フランス銀行総裁を務めた。現在、G30（グループ・オブ・サーティー）議長、ブリューゲル(非営
利組織)会長、三極委員会(非営利組織)欧州議長。



N.K.シン

インド連邦議会上院議員、インド人民党幹部、インド国家計画委員会委員・前首相経済顧問



ケヴィン・G・ニーラー

元米国大統領諮問機関委員、スコウクロフトグループ

プリンシパル、Ancora Capital Management、China

Highland Fund, Australian American Leadership Dialogue 役員を務めた。



内海

孚

大蔵省財務官、慶應義塾大学商学研究科教授、大蔵省国際金融局長、日米構造協議（SII）日本側議長、(株)日
本格付研究所 代表取締役社長を務めた。
「瑞宝重光章」受章。現在、東海東京フィナンシャル・ホールディン
グス株式会社

グローバル・アドバイザリー・ボード議長
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（3）

プログラム

13:00-

開会挨拶

13:05

松尾清一（名古屋大学 総長）

13:05-

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

13:10

グローバル・アドバイザリー・ボードメンバー紹介
内海

孚

元大蔵省財務官、元慶應義塾大学商学研究科教授、東海東京フィナンシャル・ホー
ルディングス株式会社 グローバル・アドバイザリー・ボード議長
13:10-

パネル・ディスカッション

14:00

ロバート・M・キミット
元米国財務副長官、ウィルマー・カットラー・ピッカリング・ヘイル・アンド・ド
ア LLP 上級国際顧問
エンリケ・V・イグレシアス
前米州開発銀行(IDB)総裁、王立エルカノ財団理事
ジャン-クロード・トリシェ
前欧州中央銀行（ECB）総裁、G30（グループ・オブ・サーティー）議長
N.K.シン
元インド連邦議会上院議員、インド人民党幹部
ケヴィン・G・ニーラー
スコウクロフトグループ プリンシパル
内海

孚

元大蔵省財務官、元慶應義塾大学商学研究科教授、東海東京フィナンシャル・ホー
ルディングス株式会社 グローバル・アドバイザリー・ボード議長
モデレーター：
名古屋大学 経済学部 教授 清水 克俊
14:00-

質疑応答

14:28
14:28-

閉会挨拶

名古屋大学大学院経済学研究科長 野口晃弘

14:30
14:30-

レセプション

15:30

挨拶

名古屋大学総長松尾清一

挨拶

東海東京証券ホールディングス代表取締役社長 石田建昭

名古屋大学経済学部 第一会議室

参加者： 招待者のみ
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資料７
名古屋大学 平成29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)

8日(月)、
22日(月)

役員会

16日(火)

教育研究評議会、部局長会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

10日(水)

教授会(環境学研究科)

17日(水)

教授会(文学部・人文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研
究科、医学系研究科、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)

18日(木)

教授会(経済学部・経済学研究科)

19日(金)

教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

23日(火)

教授会(環境医学研究所)

24日(水)

教授会(情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、農学部・生命農学研究科、国
際開発研究科、多元数理科学研究科、未来材料・システム研究所、総合保健体育
科学センター)

25日(木)

教授会(創薬科学研究科)
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○行事等
日(曜日)

行事等の名称

2月16日(木)～ 附属図書館医学部分館ミニ企画
5月31日(水)
展「帝国大学へ あと一歩－官立
(日・祝日休館) 名古屋医科大学の八年－」

3月14日(火)～
7月8日(土)
第23回博物館特別展
(日・月曜日およ
「球状コンクリ－ションの謎－化石
び夏季休暇期
永久保存のメカニズム」
間休館(6月11
日臨時開館))

概要
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)
内容：医学部史料室(附属図書館医学部分館4階)に所蔵する史料の
中から、官立名古屋医科大学時代(1931-1939)の教育、研究、診
療、そして名古屋帝国大学創設に関連する図書、写真などを展示公
開する
入場料：無料
［関連特別講演会］(5/18)
場所：医学部附属病院基礎研究棟1階会議室2
時間：14：00～15：30
講演題目：「医育統一・インチキ学校征伐・官立医大不振－医育の
1930年代－」
講演者：吉川卓治(教育発達科学研究科教授)
参加費：無料

連絡先

附属図書館医学部分館
052-744-2505

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
内容：日本や世界各地の球状コンクリ－ションとともにその研究の最
前線について紹介する
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：「アンモナイトとコンクリーション －北海道の化石－」
(5/13)
講演者：疋田吉識氏(北海道中川町エコミュージアムセンター学芸
員)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

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

4月3日(月)～
7月7日(金)
博物館野外観察園セミナーハウス
(土・日・祝日休 サテライト展示「名大キャンパスの ［関連企画］
館(6月10日、11 野鳥」
「キャンパス探鳥会」(4/29)※雨天順延(予備日は5/6)
日臨時開館))
場所：博物館野外観察園セミナ－ハウス2階
時間：9：00～11：00
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

5月9日(火)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：10：00～18：00
講演者：Saul Kato氏(カリフォルニア大学サンフランシスコ校助教)、
風間北斗氏(理化学研究所チームリーダー)、Chun-Liang Pan氏(国
理学研究科附属ニューロサイエン
理学研究科附属
立台湾大学)、Shawn Xu氏(ミシガン大学教授)、久本直毅(理学研究
ス研究センターオープニングワー
ニューロサイエンス研究センター
科教授)、ユ・ヨンジェ(同特任准教授)、塚田祐基(理学研究科附属
クショップ
052-789-4560
ニューロサイエンス研究センター助教)
定員：250名
対象：学生、一般
参加費：無料

5月10日(水)、
6月20日(火)

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「熊本地震『震度7』－想定外を想定内に－」(5/10)
講演者：倉田英之氏(熊本県阿蘇郡西原村役場職員)
第130回、第131回防災アカデミー 講演題目：「歴史的木造建築の耐震診断と補強」(6/20)
講演者：藤田香織氏(東京大学准教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

5月13日(土)、
5月19日(金)、
5月20日(土)、
5月27日(土)

多元数理科学研究科、情報学研
究科数理情報学専攻
大学院入試説明会

減災連携研究センター
052-789-3468

場所：多元数理科学棟5階509講義室(5/13)、京都府立総合社会福
祉会館ハートピア京都4階第4会議室(京都市中京区)(5/19)、第一セ
ントラルビル2号館5階中会議室(岡山県岡山市北区)(5/20)、東京八
多元数理科学研究科
重洲ホール3階301会議室(東京都中央区)(5/27)
052-789-2429
時間：14：00～15：30
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
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5月13日(土)、
6月10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～
理学部・理学研究科事務部
系)平成29年度大学院説明会＆研 内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問
化学事務室
究室紹介
対象：化学だけでなく物理、生命科学、工学、薬学、農学、医学など 052-789-2961
様々な分野で学んだ人

5月13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：13：00～16：00
内容：全体説明、研究グループ紹介、研究室訪問
対象：進学・入学を考えている方

5月13日(土)

創薬科学研究科
大学院入試説明会

場所：農学部講義棟3階第3講義室
時間：13：00～17：00
創薬科学研究科事務部
内容：概要説明、研究室紹介
052-747-6780
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13日(土)、
5月27日(土)、
6月3日(土) 、
6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2階実験室(5/13)、3階講義室(5/27、6/3、6/24)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

5月13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

第72回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「古文書にみる地震災害」
講演者：平井 敬(環境学研究科助教)
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

先進科学塾＠名大第15回講座
「錯視・錯覚の物理」

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
講師：奥村弘二氏(名古屋市立名東高等学校講師)、杉本憲広氏(元
未来材料・システム研究所
名古屋市立高等学校教員)
教授 中村光廣
内容：物理実験だけでなく「超能力！？」実験で錯覚の秘密を探る
052-789-3532
定員：各20名
対象：中学生以上、一般
参加費：500円(実験教材費)

5月20日(土)、
21日(日)

第53回地球教室－フィールドセミ
ナー－「ナゴヤで化石をさがそ
う！」

場所：博物館(5/20)、名古屋駅周辺、栄地区(名古屋市中村区・中
区)(5/21)
時間：13：30～16：30(5/20)、9：30～15：00(5/21)
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を 博物館事務室
さがす
052-789-5767
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：1,000円

5月20日(土)、
6月24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

5月24日(水)、
11月22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
案内：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(博物館研究員)
博物館事務室
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

5月23日(火)

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

5月15日(月)

5月20日(土)、
21日(日)

理学部・理学研究科事務部
生命理学事務室
052-789-5734

博物館事務室
052-789-5767

総務部職員課
052-789-5980
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5月27日(土)、
6月3日(土)、
6月17日(土)

5月27日(土)

5月28日(日)

達人と話そう おもしろ博物学

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「生物界の農耕革命－モンゴル調査から探る生命進化
－」(5/27)
講演者：大路樹生(博物館教授)
講演題目：「めぐる めぐる－循環と土壌と人類」(6/3)
講演者：渡邉 彰(生命農学研究科教授)
講演題目：「鬼は神？！－奥三河、花祭りの世界観を読み解く－」
(6/17)
講演者：佐々木重洋(人文学研究科教授)
定員：80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
大学院説明会2017

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～16：00
内容：総合説明、パネルによる研究内容の紹介、専攻別説明会
対象：進学を予定している人、 これから進路を考える大学生、一般

環境学研究科事務部
052-789-4272

名大研究室の扉 in 河合塾
第19回情報学部

場所：河合塾千種キャンパス千種校(名古屋市千種区)
時間：14：00～16：00
テーマ：「情報学部」
講演題目：「情報と他分野との境界領域において」
講演者：北 栄輔(情報学研究科教授)
内容：本学教員による最先端研究についての講演、大学院生による
大学生活や研究についての講演、講師や大学院生と参加者による 学術研究・産学官連携推進本部
懇談会
052-747-6791
定員：70名程度
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］
6月11日(日)、7月2日(日)、8月27日(日)、9月10日(日)、10月15日(日)

6月8日(木)
6月9日(金)

2nd Roundtable for the Purpose
of Autonomous Driving

場所：八事山興正寺(名古屋市昭和区)
時間：9：00～16：45(6/8)、8：30～14：30(6/9)

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：30～18：45
参加費：無料

未来社会創造機構
特任准教授 一木輝久
052-747-6868

6月9日(金)

Open Symposium for Future
Mobility

6月10日(土)

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：30
ハラスメント相談センター・男女共 講演者：上野千鶴子氏(認定特定非営利活動法人ウィメンズアクショ
同参画室「働く女性のパワハラ防 ンネットワーク理事長)、小酒部さやか氏(株式会社natural rights代 ハラスメント相談センター
止 妊活ハラスメントからマタハラ・ 表取締役)、束村博子(生命農学研究科教授)
052-789-5806
育ハラまで」
定員：200名
対象：一般、大学関係者、企業等でハラスメント防止に携わる方
参加費：無料

6月17日(土)

場所：東山キャンパス
理学研究科素粒子宇宙物理学専
時間：13：00～
攻、物質理学専攻(物理系)
内容：物理系研究室紹介・大学院入試説明会、研究室訪問
大学院入試説明会
対象：入学を考えている方

理学部・理学研究科事務部
052-789-2876

6月17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：12：30～16：00

博物館事務室
052-789-5767

国際経済政策研究センター・キタ
ン会第25回名古屋ビジネスセミ
ナー

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
講演題目：「なぜ、企業不祥事は繰り返されるのか－組織行動論・ 経済学研究科
変革論の見地から－」
附属国際経済政策研究センター
講演者：寺澤朝子氏(中部大学教授)
052-789-4945
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

6月23日(金)
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8月2日(水)、
3日(木)

第14回東アジア社会政策会議

場所：豊田講堂
テーマ：「変わりゆく環境のなかの東アジア社会政策－比較・構想・
未来」
環境学研究科
講演者：サラ・クック氏(ユニセフ・イノチェンティ研究所長)、広井良典 准教授 上村泰裕
氏(京都大学教授)、落合恵美子氏(同教授)、施世駿氏(国立台湾大 052-789-2218
学教授)
参加費：10,000円(大学院生5,000円)
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資料８

平成29年度

教育記者会との定例懇談会開催予定日
時間

1

平成29年４月25日（火）

１４：００～

2

平成29年５月24日（水）

１５：００～

3

平成29年６月2９日（木）

１４：００～

4

平成29年７月18日（火）

5

平成29年７月26日（水）

１４：００～

6

平成29年９月27日（水）

１４：００～

7

平成29年10月26日（水）

１４：００～

8

平成29年11月22日（水）

１４：００～

9

平成29年12月21日（木）

１４：００～

10

平成30年１月24日（水）

１４：００～

11

平成30年２月21日（水）

１４：００～

12

平成30年３月27日（火）

１４：００～

※

１７：３０～

※7月18日（火）は定例懇談会はありません。
部局長会・教育研究評議会メンバーの納涼会に合わ
せて、17:30～情報交換会を開催します。
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資料９
オークマ株式会社様からの建物寄附
2017.4.25

名古屋大学

〇寄附目的：工作機械工学に関する教育研究の振興
寄附講座の充実（実験室・研究室の設置），ホール・講義室・会議室等の設置，
工作機械工学の世界への情報発信

〇建物名称：オークマ⼯作機械⼯学館（仮称）
建設場所：愛知県名古屋市千種区不⽼町 名古屋⼤学東⼭キャンパス
建物内容：⼯作機械実験研究室等・ホール・講義室・会議室
施設概要：鉄筋コンクリート造／地下１階、地上３階

約 1,500 ㎡

〇設計期間(建築確認申請期間含む)：平成 29 年 10 月～平成 30 年 7 月（予定）
〇工事期間：平成 30 年 8 月～平成 32 年 3 月（予定）
完成：平成 32 年 3 月（予定）
〇建物イメージ図

○建設予定地
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2017 年４月吉日

報道関係各位

オークマ株式会社
代表取締役社長

花木 義麿

ものづくりの礎 工作機械の最先端研究・教育を世界に発信

名古屋大学に「オークマ工作機械工学館」を設置
名古屋大学とオークマ株式会社はものづくりの礎となる工作機械工学の研究、教育の
振興のため「オークマ工作機械工学館」を設置することに合意しました。
日本の強みであるものづくり、中でも世界をリードするものづくりの中枢エリアの
名古屋において、工作機械の最先端の研究と、グローバルに活躍できるものづくり人材の
育成を図ってまいります。
工作機械工学への取り組み
名古屋大学とオークマ株式会社は工作機械研究において永続的に革新的な成果を
得ていくため、工作機械工学の研究、教育に注力してまいりました。
その一環として「オークマ工作機械工学寄附講座」を 2015 年 4 月に開設し、世界をリード
する研究開発、人材育成を志向した工作機械工学の最先端研究と教育を進めてきています。
設置の狙い
・工作機械に関する基礎研究を行い、革新的な研究開発成果を得る。
「オークマ工作機械工学寄附講座」が基盤となり研究を永続的に推進する。
・工作機械の最先端研究、教育を通して世界をリードする人材を育成する。
・ものづくり集積地の名古屋から工作機械の最先端研究を世界に発信する。
設置の概要
建設時期
2019 年度に完成（2020 年度 運用開始目標）
寄附年度

2017 年～2018 年度

設置場所・内容
名古屋大学東山キャンパス
地上 3 階建、地下１階

延床面積約 1,500ｍ2

施設活用のあり方
・名古屋大学における工作機械研究、そして、教育と実習の実施促進
・オークマ工作機械工学寄附講座と連携し、世界最先端の研究拠点とする
・名古屋大学工学部･工学研究科の講義に活用する
また、学会､研究会､国際会議の会場として広範囲に利用いただく
（オークマホールの設置と活用）
以上、よろしくご紹介頂きますようお願い申し上げます。
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ミニ企画展

帝国大学へ あと一歩
－ 官立名古屋医科大学の八年 －

２Ｏ１７

２．１６ＴＨＵ - ５．３１ＷＥＤ

平日 ９：ＯＯ－２Ｏ：ＯＯ ３月２１日-３１日は９：ＯＯ－１７：ＯＯ
土
１３：ＯＯ－１７：ＯＯ
休館日： 日・祝日、３月２５日

入場無料

名古屋大学附属図書館医学部分館 ２階入口ホール
問合せ先： 名古屋大学附属図書館医学部分館
名古屋市昭和区鶴舞町６５
ＴＥＬ Ｏ５２－７４４－２５Ｏ５

特別講演会 吉 川 卓 治

（名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授）

２Ｏ１７年５月１８日（木）１４：ＯＯ－１５：３Ｏ（名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室２）

医育統一・インチキ学校征伐・官立医大不振
－医育の 1930 年代－
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Speakers:
Saul Kato / UCSF
Hokto Kazama / Riken
Masanori Murayama / Riken
Chun-Liang Pan / National Taiwan
University School of Medicine
Shawn Xu / University of Michigan
Naoki Hisamoto / Nagoya University
Young-Jai You / Nagoya University
Yuki Tsukada / Nagoya University

ニューロサイエンス研究センター
オープニングイベント
2017 May
FeeFree

9th (Tue)

10AM-6PM |

Sakata-Hirata Hall

contact : tsukada.yuki@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp
http://elegans.bio.nagoya-u.ac.jp/~lab/2017workshop/
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第 130 回名古屋大学防災アカデミー

5 / 10

WED 2017

18：00 -19：30
名古屋大学減災館 1 階減災ホール
※ 予約不要・入場無料

平成２８年４月に発生した「熊本地震」
。西原村では「前震」で震度６弱、「本震」

で震度７を観測しました。布田川断層帯が横断する西原村では、強い地震が発生す
ることを想定し、備えてきましたが、このような大きな地震が２回も発生すること
は想定していませんでした。次いつ来るか分からない災害に備え、何をしていくべ
きか、この「熊本地震」の発生により感じたことをご紹介します。

T
O
M

熊本地震「震度７」

A
M
U
K

～想定外を想定内に～

倉田 英之

熊本県阿蘇郡西原村役場 総務課
（震災復興推進室兼務）

主催：名古屋大学 減災連携研究センター
★お問い合わせ：TEL:（052）789-3468

※講演の撮影・録音はご遠慮ください。
※駐車場はありません。必ず公共交通機関をご利用ください。

GEN SCIENCE CAFE
げんさいカフェ
【第 72 回】

震
古文書にみる地震災害
客人
地震学者

平井 敬さん

名古屋大学大学院環境学研究科助教
減災連携研究センター兼任
減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月１回のサイエンス・カフェ。
名古屋大学所蔵の「小川家文書」には安政の東海地震、南海地震についての記述がある
そうです。このような古文書を読み解くことが現代の防災・減災にどう役立つのか、そ
んな視点で専門家と対話します。

2017. 5.15（月 ) 18:00 〜 19:30
名古屋大学減災館減災ギャラリー

Facilitator

隈本 邦彦

江戸川大学教授／

★事前申し込み不要
★コーヒーなど飲み物を１人１杯以上
注文してくださいね。
★駐車場はありません。
必ず公共交通機関をご利用ください。

名古屋大学減災連携研究センター客員教授
げんさいカフェは、
「南海トラフ広域地震防災
研究プロジェクト」との共催で実施しています。

主催：名古屋大学減災連携研究センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町

tel:（052)789-3468

先進科学塾＠名大

第 15 回

講座

あなたの目は正しくものを見ているか？
物理実験だけでなく「超能力！？」実験で錯覚の秘密を探ります
エイムズの部屋も制作し、その謎も解く！？！？
催しの情報
講師： 奥村弘二、杉本憲弘
日時： 2017 年 5 月 20 日（土）
21 日（日）
（二日とも同じプログラムでの実施です）
場所：名古屋大学 理学部 C 館 2 階物理会議室
参加費：実験材料費 500 円
対象 ：中学生以上～一般の方
定員 ：20 日、21 日それぞれ 20 名
＊定員に達ししだい締め切ります。
服装など：実験をしますので汚れても良い
動きやすい服装で来て下さい。

講師プロフィール：
奥村弘二（おくむらひろじ）
元名古屋市立高校教員
名東高校講師
「いきいき物理わくわく実験」著者・
イラストレーター
杉本憲広（すぎもとのりひろ）
元名古屋市立高校教員
元パプアニューギニアデバインワー
ド大学講師（JICA より派遣）
「いきいき物理わくわく実験」著者
お二人とも愛知物理サークル所属。
独自のサイエンスワールドをお持ちの
経験豊かで過激な先生方です。

申し込み方法：
「先進科学塾@名大」ホームページ（http://asw.flab.phys.nagoya-u.ac.jp/）に開講のお知ら
せを掲載しますので、各講座のお知らせ欄から申し込んでください。そのほか、はがき、FAX
による申し込みも受け付けます。
実施主体/問い合わせ先：
先進科学塾の会／事務局＠名大 中村光廣
〒464－8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学理学部物理 F 研究室内
電話：052－789－3532、FAX：052－789－2864
問い合わせは、できれば「先進科学塾＠名大」ホームページよりお願いします。

