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資料１ 

2017年 5月 24日 

 

教育記者会懇談会資料 

 

学術研究・産学官連携推進本部 

国際産学連携・人材育成グループ 

名古屋大学とノースカロライナ州立大学間の研究交流事業公募制度設立の件 

今般、名古屋大学は、米国のノースカロライナ州立大学と共同で、首題公募制度を立ち上げ、 

その運用を開始致しましたので、その概要について、ご説明申し上げます。 

 

（１）制度の概要 

【目  的】両大学の研究者間の研究交流を促進すること。  

【対象事業】両大学の教員が共同で立ち上げる研究交流事業（部局の制限等なし）  

【助成金制度と事業の募集】両大学で、候補研究交流事業を広く募集し、その中から両大学の選

定委員が、定められた選考基準に従って、対象事業を選定し、定められた条件に従って助成金を

供出する。 

【助成金の規模】1事業、1年間あたり、ノースカロラナ州立大学は最大 1万ドル、 

名古屋大学は最大百万円を限度に、最長 2年間に亘り、助成金として供出する。 

【対象交流事業の内容】以下の様な交流計画に係る、旅費、および交流に必要な諸経費の支出を

対象に助成金を使用することができる。        

 共同でのセミナー、レクチャーの開催 

 共同研究に向けての交流（教員の相互訪問等） 

 共同での交流成果の発表（パブリケーション） 

 共同研究に必要な資金応募に向けた準備 

 共同研究に向けた、共同ウェブサイト等の開設 

 

（２）第一回公募の開始と対象事業の選定 

【公募の開始】2017年 1月に、2017年 4月〜2019 年 3月を事業の実施期間とする研究交流事業

の公募を開始。2月中旬に公募を締め切った。 

【応募事業】上記公募の結果、11件の研究交流事業計画の申請書を受理した。 

【対象事業の選定】 

 各々の大学に設置された選考委員会で、以下、選考基準に基づいた評価を実施し、応募 

事業の選考順位を定めた後、両大学の選考委員が協議し、最終決定をおこなった。 

 グローバルな視点から重要な研究テーマであること。 

 それぞれの研究者の専門性が相互補完関係にある、研究テーマであること。 

 事業目的に合致した明確な研究対象と、実現に向けて良く練られた活動提案であること。 

 具体的な成果と結果を挙げることに焦点を充てた事業計画であること。 

 適正な実績と能力を有する研究者の責任ある関与が確証された事業であること。  
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（３）選定結果 

【応募の状況】 

応募件数：11件 （2017年 1月 6日応募開始、2月 17日公募締め切り） 

 

研究科/研究所 件数 

理学研究科 ４ 

宇宙地球環境研究所 ２ 

未来材料・システム研究所 ２ 

生命農学研究科 ２ 

工学研究科 １ 

 

   教授：7名、准教授：2名、講師：1名、助教：1名 

  

 【採択案件の概要】 

採択案件 3件（両大学が資金援助する案件）＋1件（NCSUが資金援助する案件）    

 工学研究科 馬場嘉信教授主導案件 

Development of Biomedical Engineering based on Micro-and Nanotechnology 

Nancy Allbritton Yoshinobu Baba 

 理学研究科 荘司長三准教授主導案件 

Towards Developing the Next Generation Biocatalysts for a Sustainable Global 

Chemical Industry 

Reza Ghiladi Osami Shoji 

 理学研究科 川﨑猛史助教主導案件 

Designing reconfigurable soft materials using light-activated rotational jamming 

Lilian Hsiao Takeshi Kawasaki 

     

  NCSU 資金援助案件  

 未来材料・システム研究所 天野浩教授主導案件 

Nagoya-NCSU Rsearch Collaboration on III-Nitrade Semiconductors 

Zlatko Sitar Hiroshi Amano 

 

（４）補足事項 

 名古屋大学では、同様の研究交流公募制度をドイツのフライブルグ大学との間で設立しており、 

本件は、2件目の個別外国大学との研究交流公募制度となる。 

 

以上 
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ノースカロライナ州立大学の概要
North Carolina State University

（その他）
Atlantic Coast Conferenceに属し、スポーツ活動も盛ん。9のスポーツクラブが全米
トップ25にランクされており、2016年リオオリンピック米国代表選手を5人輩出し

ている。そのうち、一人が競泳で金メダルを獲得。マスコットはウルフパック（狼
の群）。

（産学連携）
産学連携活動も活発であり、これまでに100以上のスタートアップが起業し、総額
$1.6B以上の投資を獲得している。また、知財のライセンス実績が全米で6位となっ
ており、医学部を併設しない大学では全米で2位となっている。全米でも有数の広大
なキャンパスを擁し、キャンパス内にEastman Chemical、LexisNexis、ABBなどの世界

的な企業の研究所等を誘致し、教員・学生と企業のコラボレーションが日常の大学
生活においても行われ易い環境となっている。

（教育・研究レベル）
伝統的に農学、獣医学、工学分野が特に強く、獣医学部が全世界で3位にランキング
されている他、農学等を含め11の大学院プログラムが全世界で30位以内にランキン

グされるなど、その研究・教育レベルは高い。また、オンライン工学プログラム及
びオンラインMBAプログラムが共に全米で9位にランキングされている。高騰する米
国大学授業料の中においても、リーズナブルな学費（年間授業料 $8,880：州内居
住者、$26,398：州外居住者）を維持していることにより、全米の州立大学の中で
”Best Value”の分野では8位につけている。

（概要）
ノースカロライナ州で最大の大学。学生数は約34,000に対し、教員数は約2,300であ
り、「学生・教員比率」は13:1。同様な他州の大規模州立大学と比べ、一人一人に
行き届いた教育環境を実現している。名古屋大学とは1985年より全学レベルの学生
交流協定を締結している。

学生数：33,755人（15,852人） 総予算額：$1.5B（¥1.1B）
教員数：2,336人（1,704人） 研究費：$349M（¥338M）
職員数：6,733人（3,857人） 大学基金総額：$999M（¥33.4M）

（ ）内は名大の数字
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育成する生徒

教科で学んだ知識を統合し、現代的な課題の本質について他者と協同しながら主体的に探究し続けることのできる生徒

ＳＳ課題研究を効果的に進める特色あるプログラムクラスター

「イノベーション・サイエンス」を目指す人材育成

～中高大接続によるカリキュラム開発と実践～

第3期SSH 名大附属版人材育成カリキュラム

中学 ＳＳ課題研究Ⅰ（2･3年必修）
観察・実験・体験を通して幅広い興味・関心を育成する

「科学倫理」高1必修
柔軟な思考力・論理的思考力・メディア
リテラシーを育成するTTによる、課題研
究の基盤となる新たな合科科目

高校 ＳＳ課題研究Ⅱ[ ]

「数理探究」高1必修
理科的な材料を使って数学によるデータ
分析・考察・説明を行う
理科・数学教員がTTで行う新たな科目

「STEAM」高２必修
教科での学びを統合して、理系・文系にとらわれない柔軟な発想
に基づき、イノベーションの基盤をつくる課題研究
「STEAM」＝Science,Technology,Engineering,Art,Mathematics

ＳＳ課題研究Ⅲ
本校内に設置されている名古屋大学教育学部高大接続研究センターを拠点
に、大学教員の指導により発展的な課題研究を継続して実践する

名古屋大学と協同研究開発
・高大接続入試・IB資格活用法の開発・単位認定制度

Advanced Placement（AP) curriculumの開発

第1期SSH（平成18年～平成22年） 第2期SSH（平成23年～平成27年）
「サイエンス・リテラシー」育成のための
教育方法・評価方法を大学と協同で開発する

成果
・協同的探究学習により「わかる学力」を育成
・新たな教育方法と評価方法の考案

「サイエンス・リテラシー」を中学・高校・大学の
協同で育成する教育課程の研究開発

成果
・SSH教科、総合人間科の教育課程開発
・協同的探究学習法を大学と協同開発

・SSHと同様、全校生
徒が対象

・人文社会科学の側面
からSSHを強化

・文理が融合した新し
いアイディアの創出

SSHとSGHは車の両輪

ＳＧＨ

産学連携
・名古屋大学をはじめ、
地域の大学と連携し
課題研究をサポート

・COI(Center of 

Innovation)のトヨタ
系企業群やNCESと
連携し、SSHを推進

多様な
英語プログラム
・課題研究の発表やサ
イエンスプロジェク
トを米国(NY)の高校
と協同で実施する

（BHSECプログラム）
・英語での思考力や表
現力を育成するALE

プログラム
・トップ型SGUのG30

と連携した授業

高大接続

生徒研究員制度
生徒が自発的に行う
サイエンスプログラム
現在は６プロジェクト
（色素・数学・ヒドラ
・宇宙論/相対論・粘
菌・チャンドラ）

ＩＣＴ

・校内無線LANを活用
した電子黒板、タブ
レット型端末や大型
TV会議システム

生
徒
の
思
考
過
程
・
意
識
を
測
る
多
面
的
評
価

・
深
い
理
解
を
測
る
非
定
型
的
課
題
と
、
長
期
的
探
究
の
成
果
を
測
る
記
述
型
課
題
の
開
発

・
課
題
の
本
質
理
解
・
課
題
発
見
・
課
題
解
決
を
協
同
で
行
う
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

教
科
を
つ
な
ぐ
協
同
的
探
究
学
習

名古屋大学教育学部附属中・高等学校

育てたい力
A)多様な既有知識を関
連づけて、学習した
内容と実生活を結び
つけて考える力

B)判断した根拠や因果
関係について自分の
考えで説明する力

C)自ら設定した課題に
ついて主体的に探究
する力

D)課題の本質を理解し、
柔軟な思考の枠組み
を創造する力

PBLに基づくパォーマンス評価・
ポートフォリオ評価

・アクティブラーニン
グをサポートする、
蔵書4万冊を誇る図
書館・情報の提供を
保障・学内LANで大
学図書館と繫がる

資料２
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2017.04.25 教育学部附属中・高等学校 

STEAM 教育の取り組み 

（１）STEAM とは 

STEAM は、Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics の頭文字をとって

つけた課題研究の名前です。生徒は自分の興味・関心に応じて 9 グループに分かれ、各

自が設定した個人テーマに沿った課題研究を行う。 

 

（２）対象学年 教育学部附属高等学校 2年生全員 

 

（３）実施時間 下記年間計画参照 13:10～15:00 

  

（４）STEAM の目標 

① 既存教科で学んだ知識を実生活と結び付けて考え、柔軟な思考の枠組みを創る力をつ 

ける。 

② 現代的な課題の本質について深く理解し、現象と原因の関係やそのメカニズムを説明 

でき、判断した根拠や理由について、自分の考えで説明することができる力をつける。 

 

（３）年間計画 

回数 日時 活動内容 

１ ４月２５日 オリエンテーション・課題・研究テーマ検討 

２ ５月 ９日 課題研究テーマ・仮説・探究方法を考える 

３ ５月２３日 課題研究 

４ ６月 ６日 課題研究・グループ内報告会 

５ ６月２７日 課題研究・指導教員との面談・夏休みの活動を決める 

６ ９月 ５日 課題研究・中間報告会準備 

７ ９月２６日 中間報告会 

８ １０月１７日 課題研究の方向性の修正・仮説の見なおし 

９ １０月３１日 課題研究 

１０ １１月２１日 課題研究・指導教員との面談 

１１ １月１６日 レポート作成・発表準備 

１２ ２月 ６日 レポート作成・発表準備 

１３ ２月 ９日 ＳＳＨ研究成果発表会 公開授業 

１４ ２月２０日 レポート完成・課題 

１５ ３月１３日 まとめ・課題 
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文部科学省 留学生就職促進プログラム

愛知・岐阜 産官学コンソーシアムによる
地域の国際化を支援する

留学生就職促進プログラム

代 表 者 名古屋大学 総長 松尾清一

説 明 者 同 総長補佐（国際化推進担当） 土井康裕

　　　資料３
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• 東海地区
– 日本の製造業の中心、高い技術力、世界屈指の産業地域
– 既に国際展開している企業（中小も含む）が多い
– 大学の国際化促進： 留学生の受入拡大に注力
– 留学生： 日本での就職を希望する者も多い

⇒ 留学生の企業採用数： 近年大きく伸びているわけではない

• 留学生側の三つの理由
日本語能力： 準備不足、ビジネス日本語教育の不足
就職活動： 準備不足、留学生のキャリア教育不足
企業と留学生： 接点の不足、情報の非対称

• これまでの取り組み
– 大 学： 専門教育が中心、可能な範囲で留学生の就職支援
– 地元企業： 留学生の受入は限定的、国際戦略と切り離している傾向
– 公的機関： 留学生の就職支援や企業支援 ⇒ 個別に実施

取り組みの背景

2
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• 産官学コンソーシアムの目的

– 大学間の連携： 留学生教育・就職支援活動を連携・拡充

– 官学間の連携： 留学生就職支援やインターンシップを機能的に融合

– 産学間の連携： 留学生就職支援・キャリア教育⇒産学協同運営

– 大学の企業支援： 留学生の活用・採用 ⇒ 企業の国際化＋海外展開

• 本事業の効果目標

– 10年後： 全ての留学生（3,000名）が本事業の成果を享受できる仕組み

– ビジネス日本語教育： 全留学生が卒業までに受講できる枠組み

（現状：年間100名以下、10年後：年間900名受講可能な講義数）

– 留学生の就職者数増加： 10年間で3倍を目指す（174名から450名）

– 地元企業の国際化支援： 10年間で拡大（3社から100社以上）

（その他）地域の国際化： 産官学と留学生による文化イベントやスポーツ大会等

本事業の概要

3
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参画機関と全体像

留学生労働市場
需要と供給のミスマッチ

経済団体：
・愛知県経営者協会
・岐阜県経営者協会
・中部経済同友会
・中部経済連合会

地域経済の国際化を視
野に、企業における留学
生活用の方法を支援

大学：
・名古屋大学
・岐阜大学
・名古屋工業大学
・名城大学

これまでにも多くの留
学生を受け入れてきた
大学が、地域経済と有
機的に連携

留学生：
・高い国際力
・日本語力不足
・浅い就活知識
・企業と接点不足

地元企業：
・中小企業多数
・高い技術力
・世界戦略の不安
・人材不足

公的機関：
愛知県、岐阜県、JETRO

地域の特徴を活かした企業と
大学の連携を実現し、効果的
に留学生を支援

海外
外国人

受入環境

海外市場との連携

留
学
生
の
受
入

行政的支援

情
報
の
共
有

4

コンソーシアム準備会議
・第一回 2月23日 開催
・第二回 4月13日 開催
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具体的なプログラム

5

≪ビジネス日本語プログラム≫

– 日本語教育： 専門分野や就職に考慮し、就職支援と連動

– カリキュラム： 基礎から上級、さらに社会で活躍するための日本語教育

– 講義の規模： 講義数を増加、受講者数の拡大

– 実践的教育： 日本人学生と共修する機会の拡大（写真左）

≪キャリア教育プログラム≫

– 受講者： 全留学生が受講できるキャリア教育科目の設置

– 個別支援： キャリアカウンセリングの充実と専門性に考慮した支援拡大

– リーダー育成： 「マネジメント」や「人的資源管理」講義の提供

≪インターンシッププログラム≫

– 既存の仕組みを最大限に活用し、さらに独自のプログラムを開発

– 企業側にもメリットがある仕組みを産官学で検討

– 大学やコンソーシアムが主催する企業訪問や工場見学を拡大（写真右）
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• 産官学コンソーシアムの基盤

– 既に、自発的な議論を積み重ねてきている

（例）2016年3月9日、中部経済連合会「国際交流懇談会」：

名古屋大学や岐阜大学等が留学生と共に参加、連携について議論（写真上）

• 具体的な連携事例

１） 名古屋大学＋愛知県＋JETRO名古屋⇒留学生と地元企業の支援

– 「ビジネスプラクティスワークショップ」 留学生らによる国際コンサルイベント

成果：複数の参加企業から既にさらなる連携の依頼

（大学として企業の国際戦略を支援） （写真右）

２） 名古屋工業大学＋愛知県、岐阜県

＋ベトナム人留学生＋ベトナム進出企業

– 国を特定した産学連携の交流会を実施

成果：国ごとの特徴や、その国に特化した企業側の需要に対応できる

⇒ 規模を拡大することにより、複数の国や分野の交流会を開催予定

結論：本事業の強み

6
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本事業の期待される効果

7

大学

地元企業

公的機関

地域の国際化

・企業の国際化促進
・生産性の向上
・企業収益の増大
・地域経済の活性化

大学の貢献
・優秀な留学生受入
・大学の国際化促進
・産学連携の拡大
・優秀な人材の輩出

充実した環境
・受入体制の整備
・充実の就職支援

・魅力的な留学機会
の提供留学生

留学生の期待拡大
・高い学問レベル
・産学連携教育
・充実の就職支援
・留学希望者拡大

『経済団体』

有機的な
WinWin

関係の循環
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リーダーシップある知識人

４期生
カール・胡・高島

PhDプロフェッショナル登龍門

資料４
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目標

フロンティア・
アジアの地平
に立つリー
ダーの養成
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コンテンツ

1

2

3
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チャンスを知るチャンス
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•トップリーダーとの交流

•人脈形成

社会関係

資本

•積極的学習能力情報収集

•リーダーとしての魅力

•自律的提案
ワークショップ

活力あふれるグローバルリーダー
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トップリーダートーク

Tokai Medical Products Inc. Chairman 

株式会社東海メディカルプロダクツ

筒井宣政
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未来の目標の実現化サポート

Professional Development Workshop
19



未来のグ
ローバル・
リーダー

実践力

人脈

コミュ・
プレゼン
能力

リーダー
シップ

勇気・
意志

オールラウンダー
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ご清聴ありがとうございました
21



第58回名大祭

資料５
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１．第58回名大祭テーマ

２．学術企画

３．その他実行委員企画

４．その他

23



１．第58回名大祭テーマ

・テーマ…「興名盛大」

・テーマ企画…来場者・参加者の写真で

モザイクアートを作成する。

・テーマキャラクター…「ゴジッパー」

24



２．学術企画
• 講演会企画…今年は講演者としてＪＡＸＡの

岩田直子氏を招待

• 総合企画…「時代」をテーマに雑学を学ぶ。

25



３．その他実行委員企画
後夜祭

古本市

縁日

盆踊り

26



４．その他企画

研究公開

有志企画

模擬店

装飾・案内

27



ご清聴ありがとうございました
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平成２９年５月２４日 

記者会、記者クラブ 各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   東海地区国立大学法人の大規模災害対応に関する 

   協定の締結式について 
 

 東海地区の８国立大学法人（岐阜大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋大学、愛知教育大学、

名古屋工業大学、豊橋技術科学大学及び三重大学）（以下「８大学」という。）は、南海トラフの

地震等、東海地区の広域が被災する大規模な自然災害を主に想定した（直下地震や豪雨災害等に

より特定の大学が被災する場合も含む）「災害時の連携・協力」と「平常時の相互協力」を推進す

るため、８大学間において「東海地区国立大学法人の大規模災害対応に関する協定」を下記のと

おり締結する運びとなりました。 

 締結式当日は、短い時間ではございますが、学長による会見の場を設ける予定としております。

報道機関の皆様におかれましては、締結式の取材を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

日 時：平成２９年６月１４日(水) 午前１０時３０分～（２５分程度） 

      【式次第】 

       １．学長による協定書への署名 

       ２．記念写真撮影 

       ３．学長による会見 

 

場 所：学士会館２階２０２ 

    東京都千代田区神田錦町３－２８ 

 

 

 

 

＜協定の締結式に関すること＞ 

名古屋大学総務部総務課  

 防災危機管理係 水谷 

TEL：052-747-6509 

FAX：052-789-2019 

E-mail：mizutani.satosi@adm.nagoya-u.ac.jp 

＜報道対応＞ 

名古屋大学総務部広報渉外課 

TEL：052-789-2699 

FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

5日(月)、
19日(月)

役員会

20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)

7日(水)
教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

14日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学
研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

21日(水)
教授会(人文学研究科・文学部、」情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、医
学系研究科、国際開発研究科、宇宙地球環境研究所)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(木) 教授会(創薬科学研究科)

23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)

28日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、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)

名古屋大学　平成29年6月予定表

(教育記者会用)

資料７
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

2月16日(木)～
5月31日(水)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「帝国大学へ あと一歩－官立
名古屋医科大学の八年－」

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

附属図書館医学部分館
052-744-2505

3月14日(火)～
7月8日(土)
(日・月曜日およ
び夏季休暇期
間休館(6月11
日臨時開館))

第23回博物館特別展
「球状コンクリ－ションの謎－化石
永久保存のメカニズム」

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：「火星コンクリーションの謎」(6/17)
講演者：長谷川　精氏(高知大学講師)、吉田英一(博物館教授)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月3日(月)～
7月7日(金)
(土・日・祝日休
館(6月10日、11
日臨時開館))

7月18日(火)～
11月10日(金)
(土・日・祝日お
よび夏季休暇
期間休館(10月
21日臨時開館))

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)
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(雨天決行)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月25日(木)
平成29年度第1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：「スーパーコンピュータ開発の現状と当センターの次期シ
ステムについて」
講演者：片桐孝洋(情報基盤センター教授)
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

情報推進部情報推進課
052-789-4352

5月26日(金)
野依良治博士アカデミーサロン第
26回(最終回)「野依さんと語ろ
う！」

場所：野依記念物質科学研究館7階会議室
時間：17：00～18：00
テーマ：「未来をつくる力」
対象：大学生、大学院生

研究協力部研究支援課
052-788-6153

5月26日(金)
情報学研究科社会情報学専攻グ
ローバルメディア論講座入試説明
会

場所：全学教育棟北棟3階メディア演習室(301室)
時間：16：30～17：30
内容：グローバルメディア論講座の紹介、2017年度入試についての
確認、質疑応答、他

情報学研究科社会情報学専攻
a-ogawa@nagoya-u.jp

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

場所：東京八重洲ホール3階301会議室(東京都中央区)
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

多元数理科学研究科
052-789-2429

博物館事務室
052-789-5767

テーマ：「名大キャンパスの野鳥」(4/3～7/7)、
「野外観察園のボタニカルア－ト夏・秋」(7/18～11/10)

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

博物館野外観察園セミナーハウス
サテライト展示
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5月27日(土)
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

5月27日(土)、
6月3日(土)、
6月17日(土)

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

5月27日(土)、
6月3日(土) 、
6月24日(土)、
7月8日(土)、
7月22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
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

5月28日(日)、
6月11日(日)

名大研究室の扉 in 河合塾
第19回情報学部、第20回工学部

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
講演題目：「情報と他分野との境界領域において」(5/28)
講演者：北　栄輔(情報学研究科教授)
講演題目：「3次元映像技術の最先端」(6/11)
講演者：藤井俊彰(工学研究科教授)
講演題目：「放射線で診て治す！－放射線治療の現状－」(6/11)
講演者：吉橋幸子(工学研究科准教授)
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
懇談会
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］
7月2日(日)、8月27日(日)、9月10日(日)、10月15日(日)

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6791

5月30日(火)
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
ジア高校生の訪問)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：11：00～12：30
講演者：益川敏英(本学特別教授)
内容：アジアの優秀な高校生を短期で招へいしノーベル賞受賞者で
ある益川敏英特別教授の講演に参加するとともに、附属高等学校
の生徒との交流、日本文化体験等を行う
定員：120名
対象：高校生(インド72人、ネパール10人、ブータン5人、他)

教育推進部事業推進課
052-747-6549

6月3日(土)
第27回理学懇話会
「星と惑星が生まれるとき」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：00
講演題目：「惑星系の誕生を観る」
講演者：深川美里(理学研究科准教授)
講演題目：「アルマが目撃した星の誕生」
講演者：立原研悟(理学研究科准教授)
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

理学部・理学研究科事務部
kouhou@sci.nagoya-u.ac.jp

6月7日(水)
第73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：「災害情報の活用で地震の被害は減らせるか？」
講演者：倉田和己(減災連携研究センター特任准教授)
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
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6月8日(木)～
11日(日)

第58回名大祭
「興名盛大」

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

［学術企画講演会］
場所：IB電子情報館中棟2階大講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「宇宙に届け！文学少女の夢」
講演者：岩田直子氏(宇宙航空研究開発機構開発員)
参加費：無料

教育推進部学生交流課
052-789-2164

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)

6月9日(金)
Open Symposium for Future
Mobility

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：30～18：45
参加費：無料

6月10日(土)

ハラスメント相談センター・男女共
同参画室「働く女性のパワハラ防
止－妊活ハラスメントからマタハ
ラ・育ハラまで－」

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
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
ンネットワーク理事長)、小酒部さやか氏(株式会社natural rights代
表取締役)、束村博子(生命農学研究科教授)
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

ハラスメント相談センター
052-789-5806

6月10日(土)
理学研究科物質理学専攻(化学
系)平成29年度大学院説明会＆研
究室紹介

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：00～
内容：全体ガイダンス、各研究室個別訪問
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
様々な分野で学んだ人

理学部・理学研究科事務部
化学事務室
052-789-2961

6月17日(土) 大学教務実践研究会セミナー

場所：中京大学名古屋キャンパスセンタービル0号館2階ヤマテホー
ル(教務事務の基礎編)、6階0603教室(教職事務の基礎編)(名古屋
市昭和区)
時間：10：30～12：20(教務事務)、13：30～15：20(教職事務)
講演題目：「教務系職員初任者向け講習会」
講演者：村瀬隆彦氏(愛知みずほ大学・短期大学部事務局長)、小野
勝士氏(龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部)、宮林常崇氏
(首都大学東京管理部庶務係長)
内容：担当業務を円滑に遂行するために求められる知識を身につけ
るとともに、今後の制度改正に対して自ら学ぶために必要なスキル
を身につけることを目指す
定員：150名(教務事務)、180名(教職事務)
対象：教務事務経験0～3年まで(教務事務)、教職事務経験0～5年
まで(教職事務)
参加費：各講座1,000円(両講座受講の場合は1,500円、 本学および
中京大学構成員は無料)

高等教育システム開発部門
助教　齋藤芳子
052-789-5384

6月17日(土)
理学研究科素粒子宇宙物理学専
攻、物質理学専攻(物理系)
大学院入試説明会

場所：東山キャンパス
時間：13：00～
内容：物理系研究室紹介・大学院入試説明会、研究室訪問
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

未来社会創造機構
特任准教授　一木輝久
052-747-6868
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6月20日(火)、
7月19日(水)

第131回、第132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：「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)
講演題目：「地下空洞と地盤災害」(7/19)
講演者：川本朓万(本学名誉教授／一般社団法人充填技術協会会
長)
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

6月22日(木)
高等教育研究センター
第85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
講演題目：「学生エンゲージメントと大学教育の質的転換 －教学IR
をどう活用するか－」
講演者：山田剛史氏(京都大学准教授)
内容：学生エンゲージメントを高める教育の組織的展開について、
特に教学IRとの関係から検討する
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

6月23日(金)
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・
変革論の見地から－」
講演者：寺澤朝子氏(中部大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

6月24日(土)

生命農学研究科都市の木質化プ
ロジェクト 都市の木質化講座2017
「日本の森林と都市の持続的調
和」(第2回)

場所：農学部講義棟3階第2講義室
時間：10：00～17：00
講演題目：「木の工学-Timber Engineering-」
講演者：山崎真理子(生命農学研究科准教授)、佐々木康壽(同教授)
内容：木材の機械的性質、ヤング係数はなぜ重要か、製材の性能
測定、グレーディング、製材の曲げヤング係数の測定と破壊実験
定員：30名
対象：林・林産・建築業関係者、行政関係者、学生、一般
参加費：無料(全7回分のテキスト代1,000円)

［今後の開催予定］
9月9日(土)、10月28日(土)、10月29日(日)、10月30日(月)、12月2日
(土)

生命農学研究科
准教授　山﨑真理子
052-789-4146

6月24日(土)、
7月15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

7月1日(土)
平成29年度名古屋大学協力会総
会・講演会「がん治療開発の最前
線」

場所：ES総合館1階ES会議室、ESホール
時間：13：00～17：00
講演題目：「名古屋大学における先端医療開発と産官学連携」
講演者：水野正明(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター教授)
講演題目：「大気圧プラズマによるがん治療への挑戦」
講演者：堀　勝(未来社会創造機構教授)
講演題目：「網羅的遺伝子解析に基づく小児がん・稀少がんの治療
法開発」
講演者：奥野友介(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター特任講師)
内容：我が国におけるがん治療法の現状と課題についての講演、本
学におけるがん治療に関する革新的ながん治療技術の紹介および
産学官連携の可能性(実例)を紹介
対象：一般
参加費：無料(交流会は学生1,000円、非会員3,000円)

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

7月5日(水)
あいち・なごや強靭化共創セン
ター開所式

場所：減災館
時間：10：00～10：30
内容：看板上掲式

減災連携研究センター
052-789-3468
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7月11日(火)
コクヨベトナムキャンパスノート
キャンペーン・ベトナム高校生の受
入

場所：東山キャンパス、教育学部附属高等学校
内容：コクヨと全日空が主催。過去2年にわたり受け入れを行ってお
り今年度は3度目。ベトナムの高校生を本学の訪問ツアーに招待し、
附属高等学校の生徒との交流、日本文化体験等を行う

教育推進部事業推進課
052-747-6549

7月13日(木)

未来材料・システム研究所第7回
エネルギーシステムシンポジウム
「電力システムにおける蓄電池の
活用とVPP(仮想発電所)」

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：13：30～17：00(予定)
講演者：石亀篤司氏(大阪府立大学教授)、佐々木　豊氏(広島大学
助教)、平形直人氏(株式会社NTTファシリティーズ)、八太啓行氏(一
般財団法人電力中央研究所)
参加費：無料

未来材料・システム研究所
寄附研究部門教員　舟橋俊久
052-789-2098

7月25日(火)～
10月21日(土)
(日・月曜日およ
び夏季休暇期
間休館)

第35回博物館企画展
「虫の世界(仮題)」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月31日(月)～
8月5日(土)

医学系研究科第37回人体解剖ト
レーニングセミナー

場所：医学系研究科
定員：30名
対象：解剖学教育に当たっている教員

医学系研究科 機能形態学講座機能
組織学分野内
第37回名古屋大学人体解剖トレーニ
ングセミナー実行委員
kaibou-training@med.nagoya-u.ac.jp

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」
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
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
学教授)
参加費：10,000円(大学院生5,000円)

環境学研究科
准教授　上村泰裕
052-789-2218

8月5日(土)、
6日(日)

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2017
「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「魚を使って生物学を学ぼ
う」、「自分の遺伝子を見てみよう」、「コメの食味とDNA」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5日(土)、
19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！」

場所：博物館2階実験室、展示室、東山キャンパス
時間：10：00～15：30テーマ：「観察園のムシ」(8/5)、「雑木林のムシ」
(8/19)
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(雨天決行)
定員：各24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
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2017.5.24 名古屋大学 

国立大学法人名古屋大学（総長：松尾清一）と株式会社デンソー（代表取締役社長：

有馬浩二）は，平成 29 年 5 月 23 日に共創教育及び価値創造の推進に関する協定を

締結した。 

名古屋大学と(株)デンソーが連携して，相互の人的資源を有効に活用し，学部・大

学院における全学教育プログラムを構築して，価値創造型人材を育成するとともに，

未来社会における価値創造に向けた学術振興を推進する。 

■連携の趣旨・目的 －今までにない人材育成の取組－

・世界有数のモノづくり地域の企業と総合大学の強みを生かして，文系・理系を融合

したこれまでにない教育研究プログラムを開発し，メディチ効果※を創発すること

によって，従来の課題解決型人材を超えた「価値創造型人材」，つまり未来の人類社

会をけん引するリーダーを育成する。（デンソーの「認定プロフェッショナル」など

熟練の技師・研究者等と，名古屋大学の教員が連携して実施する。） 

・「移動体と人との融和」などをテーマに，教育研究の振興と情報化社会及び高齢化

社会における生活環境や基盤整備に関する諸課題への対応を行う。 

・相互の情報交換及び意見交換によって研究シーズの探求を行い，10 年～20 年先

に必要な技術を予測し，共同研究等によるイノベーションの創出，とりわけ単なる

新技術ではなく人々の価値評価軸を変えるような新たな価値の創造に繋げる。 

■連携の具体例

・産学連携による文理融合の新型教育プログラム「ころたま塾」を共創し実施 

（全学教育科目への発展） 

・新たな研究と価値の創出（共同研究，委託研究，寄附講座等の実施） 

・大学の研究者及び企業の技術者・研究者の相互交流 

※メディチ効果：15世紀イタリアのメディチ家はフィレンツェに様々な分野の人材を集め，そこからルネサンス

を起こしたとされている。 

国立大学法人名古屋大学と株式会社デンソーとの 

共創教育及び価値創造に関する連携協定を締結 

～ 産学が連携して教育を実施し 分野を超えた価値創造型人材を育成 ～ 

よりよい未来を次世代へ 

記者懇談会配布資料 
　　資料８
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2017.5.24 名古屋大学 

締結（協定書へのサイン） 
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2017.5.24 名古屋大学 

本協定による実行プログラム第一段 

 「ころたま塾（コロンブスの卵）」の実施（案） 

 

〇「価値創造型サマーキャンプ(ころたま塾)」 

同一キャンパスでの勉学を共にする文系と理系の学生を対象に，また，学部生と大学院生

を合同で，産業界を代表する企業と知の拠点たる大学が協力して，協調と競争による価値創

造への教育プログラムを実施する。 

 

〇成果 

 発想の転換から生み出される価値創造の喜びの体験を目指す。 

未来を切り開く価値創造に向けた研究テーマを創出する。 

  

〇対象 

名古屋大学の学部３年生以上及び大学院学生（２０名程度） 

※文系学生１０名，理系学生１０名 を予定 

 

〇実施内容 

 講義，工場等の見学を経て，文理融合・学年融合のチームで討論，発表を行う。 

修了者には修了証書を交付する。 

 

〇実施時期 

９月実施予定（合宿を含む数日間の集中プログラム） 

 

〇講師等 

デンソー：研究者（認定プロフェッショナル），人材育成部門スタッフ等  

名古屋大学：教員（全学部から） 

 

〇場所 

名古屋大学キャンパス及び株式会社デンソーの工場，施設等 

 

〇その他 

受講費用は無料 

 

〇プログラム・コーディネーター 

経済学研究科 樋野教授 

 

※実施結果を検証し，改善等を踏まえて，近い将来，全学科目として単位認定する。 
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季節の花をみながら自然を学びます 

ミクロの自然を見るイベントもあります 

月 日（水）・ 月 日（水） 

いずれも 13 時～14 時：観察園見学      

        14 時～15 時：電子顕微鏡観察  

事前の申込は必要ありません＊電子顕微鏡観察は抽選２０名まで＊ 

集合時間： 13 時       

集合場所： 名古屋大学博物館野外観察園（現地集合） 

参加費： 無料 

持ち物： 天候により日よけの帽子・雨具など 

服装など： 汚れてもいい服・歩きやすい靴 

その他： 雨天でも行います 

協力： 

日立ハイテクノロジーズ 

名 古 屋 大 学 博 物 館  

野外観察園見学会 

問合せ先：名古屋大学博物館事務室 Tel. 052-789-5767 

 

 

 

 

 

名古屋大学駅 
①出口 

中央図書館 

ファミリーマート 

南部生協 

野外観察園 

山
手
通 

 博物館 

至 八事 

名大前 

 体育館 

北 
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Global Political and Economic Scene: 
Current Situation and Future Perspectives

国 際 シ ン ポ ジ ウ ム

パネル･ディスカッション

（金）

名古屋大学経済学部
カンファレンスホール

（開場 12:30）

対象　名古屋大学 学部生･大学院生･教職員

参加費無料　同時通訳有

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

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
前欧州中央銀行総裁
G30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
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

内海　孚

モデレータ　清水 克俊 名古屋大学経済学部教授

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

パネリスト

「世界の政治･経済の現状と展望」

※　学生証・身分証を持参してください。



名古屋市教育委員会生涯学習推進課 大学連携キャンパス講座 

                          

主催：名古屋大学博物館 

5/27 (土) 10 時 30 分より 

大路 樹生 名古屋大学博物館教授・館長  

生物界の農耕革命 
―モンゴル調査から探る生命進化― 

 

6/ 3  (土)  10 時 30 分より 

渡邉 彰 名古屋大学生命農学研究科教授  

めぐる めぐる 
循環と土壌と人類 

 

6/17 (土) 10 時 30 分より 

佐々木 重洋 名古屋大学文学研究科教授  

鬼は神？！ 
―奥三河、花祭りの世界観を読み解くー 

     
                

会 場 ：名古屋大学博物館講義室 

申し込み：往復ハガキで「〒、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、達人と話そう 

友の会の方は会員番号」を明記の上、下記まで 

〆 切 ：5 月 18 日(木）必着（抽選） 募集人数：80 名  無 料 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館 052-789-5767 



河合塾 千種キャンパス 千種校
〒464-8610　名古屋市千種区今池2-1-10

河合塾 名駅キャンパス 名古屋校
〒453-0015　名古屋市中村区椿町2-1

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

※講演テーマは今後変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・お申し込み先

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

0120-745-191 0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

受付時間
10：00～18：00

受付開始：第19・20・21回は4/1（土）、第22・23・24回は6/1（木）

Web、電話、窓口でお申し込みいただけます。下記の「『個人情報の保護に関する事項』
について」にご同意いただいたうえでお申し込みください。

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●筆記用具をご持参ください。
●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

窓口 窓口申込
会場校舎の窓口にてお申し込みください。

「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

至多治見

至野並

JR中央本線

至金山

地下鉄千種駅地下鉄千種駅

JR千種駅JR千種駅
河合塾千種ビクトリーブリッジ
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河合塾
美術研究所

河合塾
体育館

地下鉄桜通線

千種ターミナルビル

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

地下鉄
車道駅

河合塾
美術研究所

河合塾
体育館

K-pro 千種教室
KAWAＩJUKU Engｌｉsh Schooｌ

地下鉄桜通線

千種ターミナルビル

地下鉄今池駅
地下鉄東山線

トライデント

N

①利用目的
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・円滑なイベントの受付および当日の運営
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、
および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
・教材・時間割の送付など授業運営
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほ
かクラス運営（ご入塾の場合）なお、ご記入いただいた「カ
ナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グルー
プが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の
履歴情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生

活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グルー
プからの各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけな
い個人情報がある場合、左記①利用目的に記載の諸手
続や処理、またサービス提供など支障が生じる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。
③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用

「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした
河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法
人と株式会社）が河合塾グループからのご案内のため共
同利用します。

⑤個人情報の取扱の委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グルー
プ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に
取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報
の取り扱いに関しての契約」を取り交わすとともに適正な
管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供

お客さまが、自分以外の方の個人情報を河合塾グループ
に提供される際には、必ずその方から、お客さまが河合塾
グループに対してその方の個人情報を提供すること、河
合塾グループでの利用目的についてご同意いただいたう
えで、ご提供ください。
⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生まで
のサービスで、個人情報を当グループにご提供される際
は、必ずその保護者（法定代理人を含む）の方の同意の
もとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者

学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
　　0120-735-041
E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp 
受付時間：12：00～18：00
（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへ
の対応のみに利用いたします。
※正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させて
いただいております。
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近鉄
名古屋駅

名古屋校

名駅校
（医進館/
東大・京大館）

別館
専用自習室

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

パソコン・スマートフォンから www.kawai-juku.ac.jp/event/
河合塾イベント

●お子様のお名前・ご連絡先で登録・お申し込みください。 ●定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

教  授

教  授

准教授

教  授

教  授

教  授

教  授

情報学研究科

工学研究科

工学研究科

法学研究科

理学研究科

医学系研究科・
保健学科

教育発達科学
研究科

河合塾　千 種 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

河合塾　名 駅 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

　5月 28日●日

　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

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

情報学部

工学部

法学部

医学部

教育学部

理学部

情報と他分野との境界領域において

3次元映像技術の最先端

先端医療機器研究開発の紹介

化学反応する分子は「見える」か？

「政治＝選挙」イメージの再検討
－政治はどこにあるのか？－

放射線で診て治す！
－放射線治療の現状－

やる気を科学する
－動機づけの心理学－

北 　 栄 輔

藤井　俊彰

吉橋　幸子

田村　哲樹

山本　誠一

中谷　素之

菱川　明栄

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

きた　　　  えいすけ

ふじ い　　 としあき

よしはし　　さち こ

  た  むら　　てつ  き

やまもと　　せいいち

なか や　 　もとゆき

ひしかわ　　あきよし

年間スケジュール

行きたい想いが加速する

名大研究室の 扉  in 河合塾
2017年度
第19回
情報学部

日　　時：5月28日●日
会　　場：河合塾 千種校

情報と他分野との
　　　境界領域において

講 演 者：北　栄輔 教授
きた　　えいすけ

大学院生：・情報学研究科（高性能計算、機械学習）
 ・情報学研究科（認知心理学）

講演内容
14：00～16：00

内　容
①名大教授による最先端研究についての講演（60分）
②大学院生による大学生活や研究についての講演（30分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会（30分）

（情報学研究科）

情報学分野の人材に求められている社会的役割に
ついて、政府の諸政策等にみられる価値創造や問題解
決といった社会的要請に、情報学分野がいかに深く関
わっているかを紹介します。続いて、和食がユネスコの世
界文化遺産に登録されたこと等から、注目を集める日本
の農業の現状を論じるとともに、それをいかにして農学と
情報学の研究者が協力して問題解決・価値創造に結び
つけようとしているか、ビッグデータ、AI、IoTがどのように
活用されているかを紹介します。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第19回 情報学部

参加無料 要申込
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

17-C52-317



2017年度　河合塾名大イベントの紹介（抜粋）

河合塾の広範なネットワークにより、全国の名大志望者が受験する「名大入試オープン」
は、実践力養成に最適な模試です。受験後には、講師による「スクーリング（解説講義）」
で、名大入試での頻出問題の解説、攻略法や答案の作成法をアドバイスします。

2014～2016年度に渡って実施された「名大研究室の扉」では、各回の講演者の専門分野かつ最先端の研究内容や、大学院生の研究を志すきっかけ、
研究以外の学生らしい私生活のお話などについて講演していただきました。ここでは当時の懇談会で参加者から出た質問や感想をご紹介します。

模擬試験

模擬試験

「名大入試オープン」（年2回実施）＋スクーリング（解説講義）

毎年秋期実施の「医学部医学科ガイダ
ンス」にて、名古屋大学の教授をお招きし
て、医学部特別講演を実施します。

医学部特別講義

参加無料
実施校舎：名駅校

名古屋大学現役合格のために必要なこと、知っておく
べきことを講演形式で河合塾の講師がお伝えします！
（2016年度実施校舎：千種校・豊橋校）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施／対象：高1・2

※その他多くの名大対策を行っています。各種イベント等の詳細は時期ごとの「体験授業・イベント 入塾説明会のご案内」冊子を
　ご確認ください。

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
名古屋大学の教育の特長、独自プログラムからインタビュー
などの名大の魅力が詰まった冊子です。

過去の「名大研究室の扉 in 河合塾」の詳細をご覧になりたい方はこちら

河合塾　名大魅力発見BOOK

河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

ご請求いただいた方には、2014・2015年の「名大研究室の扉 in 河合塾 
EVENT REPORT BOOK」も
セットでお送りします。

第1回 名大入試オープン：8/20（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/23（木・祝）実施

第19回 情報学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1991年 名古屋大学大学院工学研究科 博士課程後期課程 修了

工学博士、名古屋大学助手、講師、助教授、准教授などを経て、
2009年 大学院情報科学研究科教授
2017年 大学院情報学研究科教授に配置換

交通シミュレーション、進化的計算、ベイジアンネットワーク、農業
ICTなどの研究に従事。IEEE、シミュレーション学会、情報処理
学会、日本機械学会、人工知能学会等会員。

計算力学や最適設計の分野において長く活動してきました。その
一方で、最近の研究トピックは大きく3つからなります。第1は、進化的
計算に関する研究です。その中でも、特にプログラムがプログラムを
生成する研究を行っています。第2は、LEGOマインドストームを用いた
自動車の自動隊列走行シミュレーションです。第3は、農業ICTに関す
る研究です。

スーパーコンピュータと呼ばれる高性能な計算機を用いて大規模な計算
を行う場合、より早く計算を終えるために様々なチューニングを行います。そ
のチューニングを自動化することにより、計算を早く終えるためのコストを抑
えることができます。私はこの自動チューニングを、ディープラーニングを用い
て実現する研究を行っています。

研究への興味がわいた。

思わぬところで世界初の発見が

あることや、名古屋大学では

自由に研究ができることに

興味を持った。

専門的なことから学部のことまで、

さまざまな視点から

答えてくださって嬉しかったです。

大学の講義が河合塾で

聞けてとても貴重でした。

大学院のことを全然知らなかったので、

すごくためになり、

大学を卒業後どうするのか

良い判断材料になりました。

科学技術では解決できない

医療、人工知能、

自動運転など

とても興味を持てました。

実際に教授や院生の方と

お話しできて良かったです。

●英語の重要性について
●将来の進路や就職状況について
●学部・修士・博士課程の研究の違い
●名大合格のために
　センター試験対策で
　力を入れたこと
●普段どのように
　研究をしていますか
●高校生のときにやっておけば
　良かったことは何ですか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

北 栄輔教授 研究トピックス

大学院生 情報学研究科（高性能計算、機械学習）研究内容 大学院生 情報学研究科（認知心理学）研究内容

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高2生）（高3生）

（中学生）

認知心理学は、人間の知覚や記憶・理解・学習・推論などの認知
機能を研究対象としています。私は、この認知心理学の視点で、購
買行動の研究を行っています。例えば、私たちはただ商品を触ったり、
触る想像をしたりするだけで、その商品を買いたくなってしまいます。こ
のようなことが生じるメカニズムを、実験を通じて解明しています。



河合塾 千種キャンパス 千種校
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・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、
および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
・教材・時間割の送付など授業運営
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほ
かクラス運営（ご入塾の場合）なお、ご記入いただいた「カ
ナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グルー
プが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の
履歴情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生

活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グルー
プからの各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけな
い個人情報がある場合、左記①利用目的に記載の諸手
続や処理、またサービス提供など支障が生じる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。
③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用

「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした
河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法
人と株式会社）が河合塾グループからのご案内のため共
同利用します。

⑤個人情報の取扱の委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グルー
プ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に
取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報
の取り扱いに関しての契約」を取り交わすとともに適正な
管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供

お客さまが、自分以外の方の個人情報を河合塾グループ
に提供される際には、必ずその方から、お客さまが河合塾
グループに対してその方の個人情報を提供すること、河
合塾グループでの利用目的についてご同意いただいたう
えで、ご提供ください。
⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生まで
のサービスで、個人情報を当グループにご提供される際
は、必ずその保護者（法定代理人を含む）の方の同意の
もとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者

学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
　　0120-735-041
E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp 
受付時間：12：00～18：00
（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへ
の対応のみに利用いたします。
※正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させて
いただいております。
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名古屋校

名駅校
（医進館/
東大・京大館）

別館
専用自習室

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

教  授

教  授

教  授

教  授

法学研究科

理学研究科

医学系研究科・
保健学科

教育発達科学
研究科

　7月 2日●日

 8月 27日●日

　9月 10日●日

 10月 15日●日

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

法学部

医学部

教育学部

理学部

田村　哲樹

山本　誠一

中谷　素之

菱川　明栄

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

河合塾　名古屋校

河合塾　名 駅 校

河合塾　千 種 校

河合塾　名古屋校

  た  むら　　てつ  き

やまもと　　せいいち

なか や　 　もとゆき

ひしかわ　　あきよし

先端医療機器研究開発の紹介

化学反応する分子は「見える」か？

「政治＝選挙」イメージの再検討
－政治はどこにあるのか？－

やる気を科学する
－動機づけの心理学－

当日のご案内
●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●筆記用具をご持参ください。
●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

申込方法

Web インターネット申込

受付開始：第19・20・21回は4/1（土）、第22・23・24回は6/1（木）

Web、電話、窓口でお申し込みいただけます。下記の「『個人情報の保護に関する事項』
について」にご同意いただいたうえでお申し込みください。

電話 電話申込
会場校舎へお電話ください。

窓口 窓口申込
会場校舎の窓口にてお申し込みください。

パソコン・スマートフォンから www.kawai-juku.ac.jp/event/
河合塾イベント

●お子様のお名前・ご連絡先で登録・お申し込みください。 ●定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

皆さんは「3次元映像」をご存知
でしょうか。3Dで観る映画は一般

に馴染み深いものになりましたが、それはほんの一部
の技術に過ぎません。メガネをかけずに立体像が観
察できるものや、ユーザが視点を自由に変えながら視
聴できるテレビなど、多くの種類の3次元映像が研究
され、実用化に近づいています。本講演では、3次元
映像の最先端技術を紹介し、家庭のテレビやスマー
トフォンが3次元映像となる将来像について考えます。

放射線は、原子核が壊れるとき
などに放出される高速の粒子や高

いエネルギーを持った電磁波の事を指します。「放射
線」は体に対して悪い影響を与えると言われている一
方で、放射線を使って体の異常を知ることが出来たり、
ガンを治療出来たりします。本講演では放射線とは何
かを中心に、放射線が体に及ぼす作用から最先端の
放射線治療について紹介します。生活に役立つ原
子核の使い方について考えてもらえたら幸いです。

第21回以降の年間スケジュール

行きたい想いが加速する

名大研究室の 扉  in 河合塾
2017年度
第20回
工学部

日　時：

6月11日●日
会　場：河合塾 千種校

3次元映像技術の
最先端

放射線で診て治す！
放射線治療の現状

講演者：藤井 俊彰 教授
ふじ い   としあき

大学院生：・マテリアル理工学専攻
（材料工学分野）
・電子情報システム専攻
（プラズマ）

講演内容

14：00～16：00 内　容

①名大教授・准教授による
　最先端研究についての講演（60分）
②大学院生による大学生活や
　研究についての講演（30分）
③講演者や大学院生と参加者による
　懇談会（30分）

（工学研究科）

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第20回 工学部

参加無料 要申込
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

17-C52-319

講演者：吉橋 幸子 准教授
よしはし  さち こ

講演内容

（工学研究科）



2017年度　河合塾名大イベントの紹介（抜粋）

河合塾の広範なネットワークにより、全国の名大志望者が受験する「名大入試オープン」
は、実践力養成に最適な模試です。受験後には、講師による「スクーリング（解説講義）」
で、名大入試での頻出問題の解説、攻略法や答案の作成法をアドバイスします。

2014～2016年度に渡って実施された「名大研究室の扉」では、各回の講演者の専門分野かつ最先端の研究内容や、大学院生の研究を志すきっかけ、
研究以外の学生らしい私生活のお話などについて講演していただきました。ここでは当時の懇談会で参加者から出た質問や感想をご紹介します。

模擬試験

模擬試験

「名大入試オープン」（年2回実施）＋スクーリング（解説講義）

毎年秋期実施の「医学部医学科ガイダ
ンス」にて、名古屋大学の教授をお招きし
て、医学部特別講演を実施します。

医学部特別講義

参加無料
実施校舎：名駅校

名古屋大学現役合格のために必要なこと、知っておく
べきことを講演形式で河合塾の講師がお伝えします！
（2016年度実施校舎：千種校・豊橋校）

河合塾 名大合格プロジェクト

参加無料
10月～12月実施／対象：高1・2

※その他多くの名大対策を行っています。各種イベント等の詳細は時期ごとの「体験授業・イベント 入塾説明会のご案内」冊子を
　ご確認ください。

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
名古屋大学の教育の特長、独自プログラムからインタビュー
などの名大の魅力が詰まった冊子です。

過去の「名大研究室の扉 in 河合塾」の詳細をご覧になりたい方はこちら

河合塾　名大魅力発見BOOK

河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

ご請求いただいた方には、2014・2015年の「名大研究室の扉 in 河合塾 
EVENT REPORT BOOK」も
セットでお送りします。

第1回 名大入試オープン：8/20（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/23（木・祝）実施

大学の講義が

河合塾で聞けて

とても貴重でした。

放射線のなかでも「中性子」を
使った体に優しいがんの治療装
置の開発を行っています。これまで
中性子は、原子炉から取り出した
ものを利用していましたが、現在は、
病院に併設可能な中性子発生装
置の開発が国内外で盛んに行わ
れています。中性子発生装置の原
理は、皆さんが良く知っている物理
や化学が基本となっていますが、
より安全な治療装置を完成させる
ため、日々努力しています。

第20回 工学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

2001年
大阪大学博士後期課程修了
（工学博士）
2005年
大阪大学助教
2015年
福井工業大学准教授
2016年
名古屋大学大学院工学研究
科准教授

世界的な人口増加に伴いエネルギー需要が急増する中、無尽蔵とも
いえる太陽光を利用し、大気汚染物質を放出しない太陽電池への期待
が高まっています。しかし、他の再生可能エネルギーに比べて発電コスト
が高く、導入が進みにくいのが現状です。私たちは太陽電池の更なる普
及のために、発電効率を上げるための研究を行っています。

研究への興味がわいた。

思わぬところで世界初の発見が

あることや、名古屋大学では

自由に研究ができることに

興味を持った。

大学生活の現実味がわかなかったの

ですが、講演を聞いてとても身近に

感じられて良かったです。

工学部は機械系のことばかりかと

思っていましたが、研究内容によっては

医療にも生かされることがよくわかりました。

●英語の重要性について
●将来の進路や就職状況について
●学部・修士・博士課程の研究の違い
●名大合格のために
　センター試験対策で
　力を入れたこと
●工学部の女子の割合について
●他大学との交流はあるのか
●高校生のときにやっておけば
　良かったことは何ですか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

吉橋 幸子准教授 研究トピックス
空間中を飛来する光線の情
報として3次元映像情報を記
述する手法を開拓し、その原理
に基づいた3次元映像の取得
から表示までの技術開発を
行っています。3次元映像、さら
には3次元空間そのものが持っ
ている情報とは何か？という究
極の問いを解明すべく、奮闘中。
現在、光線表現に基づくリアル
タイム3次元映像取得・伝送・
再生システムの構築、実験を推
進中。

1968年　山口県生まれ
1990年　東京大学工学部電子

工学科卒
1995年　東京大学大学院博士

後期課程修了
（博士（工学））

1995年　名古屋大学大学院
工学研究科 助手

2003年　名古屋大学大学院
工学研究科 助教授

2008年　東京工業大学大学院
理工学研究科 准教授

2012年　名古屋大学大学院
工学研究科 教授

藤井 俊彰教授 研究トピックス

大学院生 マテリアル理工学専攻（材料工学分野）研究内容

プラズマは物質の4番目の状態と呼ばれ、自然界には太陽や雷・オーロ
ラなど様々なプラズマが存在します。また、人間の手によって生み出された
プラズマは、蛍光灯やスマートフォンなど身近な生活用品に使われていま
す。そんなプラズマを半導体製造や新規ナノ材料の創出、近年ではバイ
オ・医療分野へ応用するための研究を行っています。

大学院生 電子情報システム専攻（プラズマ）研究内容

プロフィールプロフィール

学部生活について、

学生に近い目線で

話していただけて

よかったです。

自分の頭の中にあった工学部の

イメージとは違う研究内容を聞けて、

自分の中の工学部のイメージを

変えることができたので良かったです。

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高1生）

（高3生）

（中学生）
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HeForShe Talk	Series

Do	you	know	ICELAND	is	the	most	
gender	equal	country	in	the	world?	

“How	does	a	country	get	to	the	top	of	
world	rankings	in	gender	equality?	
An	assessment	of	the	Icelandic	Case”

Abstract:
The latest report by the World Economic Forum The Global Gender Gap Index stated that Iceland
was the world leader in gender equality. This was the result for the eight years running in a survey
of 140 countries. It is clear that Women in Iceland enjoy a high degree of equality under the law
compared with the situation in many other parts of the world, both as regards historical stages
passed in the campaign for equality and in terms of the World Economic Forum’s criteria for
assessment. Nevertheless, the image of gender equality that emerges from the WEF’s survey does
not tell the whole story.

Date:	June	9,	Friday	16:30-18:00
Place:	No1.	Meeting	Room	(8F),	Graduate	School	

of	International	Development	(GSID)
To	register,	please	send	an	email	to
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp
Include	your	name,	school/department,	and	
school	year.	Please	type	“HeForShe Talk:	Iceland”	
in	the	subject	line.					

Everyone	is	welcome!

Dr.	Irma	Erlingsdóttir
Head	of	the	Center	for	Gender	Research
Director	of	EDDA-Center	of	Excellence
Associate	Professor	of	French	Literature
University	of	Iceland





名古屋大学 大学文書資料室（Nagoya University Archives） 
 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教育科目） 

 
 

◇日 時 : 平成２９年 ６月２０日（火） 第１限 

午前８時 45 分～10 時 15 分 

 

◇場 所 : ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

◇題 目 : これからの名古屋大学（仮題） 

 
全学教育科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（吉川卓治部門長）が、例年

前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は総説編と各説編に分
かれますが、松尾清一総長には総説編の最終回として、これからの名古屋大学について
お話しいただきます。 

 
 

     
この講義は、総長による特別講義であるため、

教室収容定員を超えない範囲で、正規の受講生
以外の特別聴講も認めています（名大の学生、教
職員等に限ります。聴講者が多数の場合は、入室
をお断りすることがあります。）また、報道関係者に
も聴講していただけます。 
ただし、正規の受講生以外の方は、講義時間内

におけるご発言等はお控えください。 
 
【お問合せ先】名古屋大学 大学文書資料室 

052－789－2046 

nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp 



 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 85 回客員教授セミナー  

学⽣エンゲージメントと 
⼤学教育の質的転換 
－教学 IR をどう活⽤するか－ 
 

⼭⽥ 剛史 ⽒ （京都⼤学⾼等教育研究開発推進センター・准教授） 

講演概要 現在、カリキュラムの体系化やアクティブラーニングの推進など⼤学教育の質的転換

が求められている。加えて、それらを通じた学習成果の測定や評価に基づく改善など教

育の質保証に関する組織的なマネジメントも喫緊の課題となっている。 

こうした教育改⾰の中⼼にあって最も重要な視点は、学⽣の学習改⾰を促すことであ

る。換⾔すれば、いかに学⽣のエンゲージメントを⾼めるかが教育改⾰の成功を決定づ

ける。本セミナーでは、学⽣エンゲージメントを⾼める教育の組織的展開について、特

に教学 IR との関係から検討する。 

 

2017 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽊） 16:00－18:00  
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 5F アクティブラーニングスタジオ 

参加申込：下記ウェブサイトよりセミナー参加申込をお願いいたします。 
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  

 
○いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。 
 
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利⽤くださいますようお願いいたします。 

構内駐⾞された場合の⽤務証明書発⾏はいたしかねますので、ご了承ください。 
 
お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-5696 



三越

松坂屋
北館

松坂屋
本館

中日ビル

電通名古屋ビル

日本経済新聞社
名古屋支社

会場：日本経済新聞社
名古屋支社３F

 日経栄カンファレンスルーム

から徒歩5分

栄駅:出口13
から徒歩5分

地下鉄
東山線

から徒歩5分
地下鉄 矢場町駅：出口1

から徒歩5分
主催：名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター，一般社団法人キタン会

後援：日本経済新聞社名古屋支社

 お問合せ先  

　名古屋大学国際経済政策研究センター（名大ERC）
　〒464-8601 名古屋市種千種区不老町
　TEL：052-789-4926・4945 （FAX：4942）　 葉書・FAXからお申込の方は
 　住所、氏名（フリガナ）、電話番号、勤務先（又は職業）をご記載ください

名大ＥＲＣ・キタン会＊ 名古屋ビジネスセミナー
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2017年6月23日（金） 18:30-20:00   [18:00 開場]
名大ＥＲＣ・キタン会＊ 名古屋ビジネスセミナー

お申込は名大ERCのサイトから
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/erc/
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＊キタン会：名大経済学部同窓会
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Ɖ¨ºƭÄ¾ƬƮčĶƒƫ�{¾Ɠ�ƓƼǳĚ`ƫōƭW�ĻÚƓ-íǀ�ƤƧƎ
ƴƜǴƩƗƿƓǳV+ƭéÅÆŅƭ^7ƫƪƬƺƼ¸»�Áƭ�Ńƹ¾Åǯ¾éÅǯ¸
Ņ�ąƭ�Ǝ�Ɠ�ľƜƽƫƪǳÄ¾Ʈ8.ƫ�'ƾƓƙƾƫƎƴƴĝ�ƓŇğƚǳ
ƗƾƬ�Əè�Ćƭy\ƓÕ17ƚƧƎƴƜǴ�¦ǳŉ|ňƨƮǳ�@ØpǯŤŦ7ǳ
ŉ|ÉĘƭ��ǳàÉļƫŉ|ÿőƫƪǳŉ|q�ĔƭèÒƭļƬ�Ɛƽĸƭ�Ŝ

SbƓ[`ƚƧƎƴƜǴƇ
ƉÄ¾Ʃŉ|Ɠ�ƐƽƗƭƺƏƫQşǀĩÏƬnƕơƷƭ�ƥƭ¦ăƩƚƧǳÄ¾ƭ�
�ǀ�?ƚǳ�Ɠ_ƕ�ƶŉ|ƭ)*ǯq�ǐǢǰǐƬ¸»ǀÒêƜƽƗƩƨǳWYƭ
¤7ǀėƵǳ²ĨƬŊ�ƚơÜƎƭƍƽǳ��Ǝ�Ŧuƭ�ƊƓŘƏe�ƨe(ƫƴ
ƣƦƕƼƬĹäƜƽƗƩƓƨƔƽƩēƐƻƾƴƜǴƗƭĴ�ƨƮƋ¨ºƭÄ¾Ʃŉ|ƭ 
ČîĲMƌƩşƚǳÄ¾ǯ»¥ǯ�ą.ŌƬƑƎƧ¸»0êƭ�đǀçĩƚ0êƭ Ň

ǀUƽ�»ƭė�ƬJƖƧǳƗƾƒƻƭƍƼ¦ƬƥƎƧēƐƽƳƔħßǀĳƛƴƜǴ�

ǡǭǊǩǥǽ   
Ă1RǱ5´13¨ǲǽÄƭƎƴƉ�Forest Now��
Ă2RǱ6´24¨ǲǽ¸ƭǅǮǏǚǁǪǮǊƉǾTimber EngineerigǾ�
Ă3RǱ9´9¨ǲǽ¸ƭǍǃǅǮǐƉ�Wood Science��
Ă4ǯ5RǱ10´28ǯ29¨ǲǽŉ|ƭ¸ļ7ƬJƖƧƉ�Going to Woodism� 

 *#ǽ2017 International Woodism-city Conference (IWCC) 
�ZǽǤǰǗǦǓǑƫƘƹƆ 

Ă6RǱ10´30¨ǲǽǕǉǚǇǫǔǁǰƉ�Woodism technical tour� 
*#ǽ2017 International Woodism-city Conference (IWCC) 
ğ&ǽaĜǯ`œ¦Ś 

ĂǻRǱ12´2¨ǲǽÄ¾ǯ¸»ǯ¸Ņƭm¼Ɖ�Woodism-city in Future�ŧ 

 
Ĵ~ǽe�¬ǱÂĮĪŘT�ć�ą]6�ǳªýë`dǲǳProf.S.G.KangǱśV
CNUǲǳProf.M.S.KimǱśVKAISTǲǳŎ¸MŗǱ½Ô¸»ð�|Zǲǳ�º}cǱš
ë{Åǲǳ�w`WǱ�w{6�ǲǳĥzª�Ǳ«¸ƭŢǡǭǏǄǉǗǲǳvë¡MǱĶ
ëÄ¾ĊGǲǳŐë�Oǯvº2
Ǳ�õñǲǳzG±EǯĽzģ�ǱĶë|ǲǳX@
`CǱ¨ºúù`dǲǳłĞüǯ�Ɗ¸�lǯvxòçbǯvº�ÖǱIAr`dǲ 
!
94�ÅǽÀ��ø½Ô¸»ð�|ZǯÀ��ø,®ǯŏ�{ÅÀ��øǯ�ěø
TÐ�Ɖ ¨º¸{ÉÃ{Å�ǯ��řĮÀ��øǯšë{ÅÀ��øǯĖÅĬď
Ð��õñ�ĮǑǮǒǰǯÀ��øI:Ĥ��ǯÀ��ø�w{6�ǯåƊ7d{
ÅÀ��øǯ½ÝưƭƔĤNÓń9HĊGǯ�õÀ��øǯÀ��øā�{6�ǯ

ǑǠǮ{ÅÀ��øǯ�Ğ¸»À��øǯǙǃǐÀ��øǯÀ��ø+ëÑğǯô
ÈǣǰǫǖǂǮǊǐÀ��øǯÀ��ø`¾Ċǯ»�¸»À��øǯ`¨ºǌǮǍ
ǫǒǮǗÀ��øǯ`¨º¸»ŔęÀ��øǯo;¸»À��øǯǟǫǜǎEPOÀ�
�øǯťĞ¸»{ÅÀ��øŧ 

 
ƑQGƞƉƈ  IAr`d`dŕèLŀdöþûƉŉ|ƭ¸ļ7ǡǭǏǄǉǗ 

  Email: woodismnagoya@gmail.com�

¨°ǽŭūŬů�Ů�Ŭŭ´ǱůRņČǲ�
�ZǽIAr`dǯĶëÄ¾ĊGǯǤǰǗǦǓǑƫƘƹ 

 
ıĈǯƑìƚŁƵƮĢŚƲ�

ŶƁƁžŰŪŪƃƃƃũűŵſũżűŵŽƄűŨƂũűųũŸžŪƅŲŷŽŻŴżŵŪƁŽƀŶŷŻŽŹƂŪŻŴŴƁŷżŵŪŻŴŴƁŷżŵũŶƁŻź�
Email: woodismnagoya@gmail.com 
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ŉ|ƭ¸ļ7Ĵ�2017 

¨ºƭÄ¾Ʃŉ|ƭ ČîĲM 

 
°Ɖ·ǽ2017�5-6´ƑƺƱ9-12´ǱĪ7RǲƇ

kƉķǽ¾ǯ¾éǯ�ąÅŒ�Ĕǳğ¡Œ�Ĕǳ�ě|ÍǱ`dè��ǲƇ

fƉPǽ30Ǿ40IǱ&óŞǲƇ

�ƉZǽIAr`dǳĶëÄ¾ĊGǳǤǰǗǦǓǑƫƘƹ 

	Ɖ#ǽIAr`d`dŕƉèLŀdöþûƉŉ|ƭ¸ļ7ǡǭǏǄǉǗƇ

*Ɖ#ǽInternational Woodism-City Association (IWCA)ǯ¨º¸{ÉÃ{Å�ǯ�õñ¸»ĊGņG� 

 ĶëÄ¾ĊGǯ�õñǯĶë|Ƈ

 

<5ĺǽǿ1,000 Ǳ(7R.ƭǕǈǐǗ�ƨƜǴ?Ĵ¥Ʈà¥ƨƜǴǲ 

 

ǆǡǎǨǮǽǕǉǚǇǫǔǁǰǿ7,500 Ǳ10/30Ă6Rǳǝǐǯ¯ŠĺǀKƶǲǳ 

 �Ó�ǿ4,000 Ǳ10/28Ă4Rĉ��ǲǳǝǮǋǓǗǿ6,000 Ǳ10/29Ă5Rĉ��ǲ   

 

QGƞƩìŁƵ&ǽIAr`d`dŕƉèLŀdöþûƉèâ»¥{döþhƇ

 TEL: 052-789-4146Ǳvxǲǳ052-712-4148Ǳ�Ɗ¸ǲ, FAX:052-789-4147 

 e-mail: woodismnagoya@gmail.com 

 

ìŁƵ¦Ðǽe-mailƬƧǳ�IǀƋŉ|¸Ĵ�<5}¶ƌƩƚǳËƭŝïǀĭƭ�ǳ�ĭìŁ&ƴƨƑì

ƚŁƵƕƢƙƎǴ 

ǵǴÌI 

ǶǴ�tǱňĐƫƪǳdèƭ¦Ʈd�ƫƪǲ�

ǷǴ�ŦǱ$i!ŖìŁƭ�Ħƫ¦ƭƵǲ�

ǸǴřİíDǱņċƓƩƾƽƸƭǲ�

ǹǴe-mailǁǘǬǐ 

ǺǴ!Ŗ5'�Ħƭµà 

 ºĴ�ƨƮǳÄ¾gĒƹ¸»ƭ4dįţǀğƎƴƜǴƥƔƚƧƮǳºĴ�ƭ��ƭ¢Ƭk

�BĘƫ!ŖƬ�ƝƘ5'ƕƢƙƎǴ`dƍƽƎƮĖZƫƪƨ¹5'ƭ¦ƮǳƗƣƻƨ�Č

ƔǀƎơƚƴƜƭƨǳƠƭ©ǳƘņċƕƢƙƎǴǱ!Ŗ¥ƮǳĴ��¨Ƭ�>ƎơƚƴƜǴǲ 

ǻǴìŁĎ/ǽ 4´28¨Ǳ¸ǲǴơƢƚǳǵRƭƵƭ?ĴƸk�ƎơƚƴƜǴFRƭìŁĎ/Ʈ�

ƭǡǭǊǩǥƭÊƬĭĿƚƧƎƴƜǱfPƍƼǳ&óŞǲŧǴ�

ǼǴ"ēǽºĴ�Ʈ(ǻRņČĴ�ƨƜǴņČĴ�ƩƚƧƜƳƧƬ<5ƨƔƽ¦ǀ%&ƚƧƑƼƴ

ƜǴƹƶǀ�Ɲ<5ƨƔƫƎ¨ƓƍƾƯƑõƻƞƕƢƙƎǴ=kƬǳǵǾ£RƭƵƭ?Ĵƭ

¦ƮƠƭ©ǀƑõƻƞƕƢƙƎǴ 

 
ǡǭǊǩǥ 

ǯĂ1RǱ5´13¨ǲǽÄƭƎƴƉ�Forest Now�ƉƉǱfPǽ30IǳìŁĎ/ǽ4´28¨ǲ 

 Ä¾ƭĄçƩ§ÅǯÄ¾ǯ¾Åǯ¾dƭŋĦ�ǯæãƩm¼ǯÇ¸Ĳ¿Ƈ

ǯĂ2RǱ6´24¨ǲǽ¸ƭ{dƉǾTimber EngineerigǾƉƉǱfPǽ30IǳìŁĎ/ǽ6´16¨ǲƇ

 ¸»ƭÉÃî�ļǯǧǮǊ�£ƮƫƟŋĦƒǯĤ»ƭ�ĘÙfǯǊǬǰǖǂǮǊǯ 

ǯĂ3RǱ9´9¨ǲǽ¸ƭûdƉ�Wood Science�ƉƉǱfPǽ30IǳìŁĎ/ǽ9´1¨ǲ 

 ¸»ƭâçî�ļǯÎ.ǯ�áǯ^�ǳ¸»ƭġŚ3ƾǯ=ƼƇ

ǯĂ4ǯ5RǱ10´28ǯ29¨ǲǽŉ|ƭ¸ļ7ƬJƖƧƉ�Going to Woodism�ƉǱfPǽ40IǳìŁĎ/ǽ10´13¨ǲ 

 2017 International Woodism-city Conference (IWCC) 

 ŉ|ƭ¸ļ7ǞǛǫǖǂǐǇǓǎǨǮǱǞǛǩǰ�×�ǲ 

 ŉ|ƭ¸ļ7ƩŔĕÞĮĪǱĴÛǲǯ³&Āƭ¸»5{ǯǡǬǇǓǗǱ¨º¸{ÉÃsƭħjǲƇ

ǯĂ6RǱ10´30¨ǲǽǕǉǚǇǫǔǁǰƉ�Woodism-city technical tour�ƉƉǱfPǽ40IǳìŁĎ/ǽ9´30¨ǲ 

 2017 International Woodism-city Conference (IWCC) 

 ĕÞŘ�»�ąǱ`œǲǯCLT�ąǱaĜǲƭǕǉǚǇǫǔǁǰ 

ǯĂ7RǱ12´2¨ǲǽÄ¾ǯ¸»ǯ¸Ņƭm¼Ɖ�Woodism-city in Future�ƉƉǱfPǽ40IǳìŁĎ/ǽ11´17¨ǲ 

 ŉ|ƭ¸ļ7ƬJƖơǡǩǮ��ǳǊǫǰǡīĵǱWYé»ƭ0ê ŇƬJƖơm¼s¶ǲǳ 

 ĴÛǯǤǐǒǰs÷ǱƗƾƒƻƭÄǯ�ǯĠƦƕƼǲ 
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ƨĒ 
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�'�6ǖèê�éǓÞ'x��ǅ�Íø"Í�%-� �5&ƢŎ�6�#�"6#ž	47-�Ǘ
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ęġǠ2017é5-6Ğ
3+9-12ĞǔƔ7¹Ǖ 
ÔƠǠĨfĨŔfïűİƾ�ſǖƊĊƾ�ſǖhƆåĸǔÈÌœ{iǕ 
Î·Ǡ30ǡ40¯ǔ�ŞǋǕ 
}ÂǠ¯§ÛÈÌǖƟŖįĨŵǖ\gO^KI%�2ǖy 
n�Ǡ¯§ÛÈÌ� Ƶå'ĢƦ�YdG=AOfÈÌǁœ³ƫÌšŪŧ 
��ǠĀŠŜĢĥŵƲ}fƟŖįĨŵfđĤĢäĴĮäİ}fĀŠŜfƟŖåf 
� � � International Woodism-city Association (IWCA) 
�ƥǠĪð}ŤħĿĢĥśsåÂfĪð}Ť�ėfƻïäİĪð}ŤfhƆŤ»Ļx� đĤĢäĴĮä

İ}ftiǆƘĪð}ŤfǎŖäİĪð}ŤfƁİƖźĻxĀŠŜïƘIeJgfĪð}Ť¯ 

Ǝ�ĄfĪð}Ťmàä�ëfŏ��ÌäİĪð}ŤfħŇ*'Ǝµľư�®ŵfĀŠĪð

}ŤfĪð}Ťŭmä�ëfIXeäİĪð}ŤfõƉĢĥĪð}ŤfQ<HĪð}ŤfĪð}

Ť�ŖļƊfşĳ[gbN;eBHĪð}ŤfĪð}ŤÈĨŵfĥþĢĥĪð}ŤfÈđĤDe

EbJeOĪð}ŤfÈđĤĢĥǀƄĪð}ŤfØ¡ĢĥĪð}ŤfWbTFEPOĪð}Ťfǒ
ƉĢĥäİĪð}Ť  

¢�ƣǠǢ1,000ǔ�7¹�'M@HOz"�Ǘ¥ƝĎ(ŊĎ"�ǗǕ 
>YF`eǠMAR?bL:gǢ7,500ǔ10/30Ů6¹ǖUHfĘǍƣ9±/Ǖǖ 
� � � � � � uľ}Ǣ4,000ǔ10/28ŮǛ¹ŴqõǕǖUeCKOǢ6,000ǔ10/29Ů5¹ŴqõǕ 
ƝçǠÍtĕǔĭƘƔǅ»hųïűÅr�ĄǖēũŖÈÌǕǖProf. S.G. Kangǔǈ½CNUǕǖProf. M.S.Kim

ǔǈ½ KAISTǕǖƺĢ´ǄǔĀŠŜĢĥŵƲ}ǕǖtĤæËǔđĤĢäĴĮäİ}ǕǖmàÈ
¿ǔmàä�ëǕǖƏãēxǔĔĢ'ǏYdG=AOǕǖßŖĊ´ǔƟŖįĨŵǕǖƼŖĈ¶fß

Ĥ�oǔĀŠŜǕǖãĚ«fƧãƍwǔƟŖåǕǖÀ¦È©ǔđĤŦťÈÌǕƮƉŨf��Ģí

ÕfßáŝŒÊfßĤhŁǔ¯§ÛÈÌǕ 
 

¸�#ŗƭ.�Ǡ¯§ÛÈÌÈÌǁœ³ƫÌšŪŧǔœŌĥĎäÌšŪÐǕ 
� � � TEL: 052-789-4146ǔßáǕǖ052-712-4148ǔ��ĢǕ, FAX:052-789-4147 
� � � e-mail: woodismnagoya@gmail.com 
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ŗ�ƭ.����Ǘ 

ǘǗķ  ̄
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ǚǗéǓǔ�Ñ�ǂŗƭ'ùƐ%ď'.Ǖ 
ǛǗǆƚŘªǔƲŶ�#761'Ǖ 
ǜǗe-mail:PcH 
ǝǗ�ǂ��ùƐ'ğŊ 
 ĤƝì"(ǖįĨÏŽ2Ģĥ'�Ìƙǐ9Ɗ�-�Ǘ��!(ǖĤƝì'kĂ'rċ&Ôú¨

ƃ%�ǂ&ù��������ǗÈÌ�6�(ƁÂ%$"ģ��'ď(ǖ��4"ąŷ9��

�-�'"ǖ�'Ēǖ�ƲŶ����Ǘǔ�ǂĎ(ǖƝìñđ&÷¤���-�ǗǕ 
ǞǗŗƭŹ�Ǡ 4Ğ 28đǔĢǕǗ���ǖǘ¹'.'¥Ɲ1Ôú���-�Ǘ¬¹'ŗƭŹ�(j'

YdBa]'ĵ&Ɨƪ�!�-�ǔÎ·�5ǖ�ŞǋǕ Ǘ 
ǟǗ�žǠĤƝì(�Ǟ¹ƲŷƝì"�ǗƲŷƝì#�!�,!&¢�"6ď9���!
5-�Ǘ

2/9ö�¢�"%�đ��7)
Š4�����Ǘ£Ô&ǖǘǡČ¹'.'¥Ɲ'ď(�'

Ē9
Š4�����Ǘ 
 

YdBa] 
��	Ǡį'�-� �Forest Now�� ǔÎ·Ǡ30¯ǖŗƭŹ�Ǡ4Ğ 28đǕ 

f� đęǠ5Ğ 13đǔ¾Ǖǖ10ę�16ę 
f� }ÂǠƟŖįĨŵ
3+²Ƭ'įĨ 
f� ìÌǠįĨ'ŰŒ#ĐİǖįĨfĨİfĨÌ'ƷƐûfŐō#ÖĦ 
f� ÏŽǠĲĢƛĩ 
f� ƝçǠßŖĊ´ǔƟŖįĨŵǕǖƏãēxǔĔĢ'ǏPJǕǖãĚ«ǖƧãƍwǔƟŖåǕǖƮƉŨǖßĤh

Łǔ¯ÈǕǖy 
��	ǠĢ'äÌ� ǡTimber Engineerigǡ� ǔÎ·Ǡ30¯ǖŗƭŹ�Ǡ6Ğ 16đǕ 

f� đęǠ6Ğ 24đǔ¾Ǖǖ13ę�17ę 
f� }ÂǠ¯§ÛÈÌƫÌƴ� ŮǙƝżÐǖy 
f� ìÌǠĢĥ'ĴĮřûƦf_eB�Č(%�ƷƐ�fƎĥ'ûƃŃÎfBcgN;eB 
f� ÏǐǠƎĥ'Ĝ�_eB�Č'ŃÎ#ŢÄÏǐ 
f� ƝçǠßáŝŒÊǖ��ĢíÕǔ¯ÈǕ 

��	ǠĢ'ŧÌ� �Wood Science�� ǔÎ·Ǡ30¯ǖŗƭŹ�Ǡ9Ğ 1đǕ 
f� đęǠ9Ğ 9đǔ¾Ǖǖ13ę�17ę 
f� }ÂǠ¯§ÛÈÌƫÌƴ� ŮǙƝżÐǖy 
f� ìÌǠĢĥ'ŌŒřûƦfĹ�fpŋfÆò 
f� ÏǐǠĢĥ'ƌǇ�7f£5 
f� ƝçǠßáŝŒÊǖ��ĢíÕǔ¯ÈǕ 

����	ǠƵå'ĢƦ�&°�!� �Going to Woodism�� ǔÎ·Ǡ40¯ǖŗƭŹ�Ǡ10Ğ 13đǕ 
f� đęǠ10Ğ 28f29ǔ¾fđǕǖ10ę�17ę 
f� }ÂǠ\gO^KI%�2 
f� �ÒǠƵå'ĢƦ�VSbN;H?KF`eǖǀƀňƘƔǔƝŅǕǖĝ�Ŭ'Ģĥ�äfYc?KOǔđĤĢ

äĴĮÜ'ƑÓǕ 
f� ƝçǠÍtĕǔĭƘƔǅ»hőïűr�ĄǕǖProf. Kang (CNU), Prof. Kim (KAIST)ǖy 

��	ǠMAR?bL:g� �Woodism-city technical tour�� ǔÎ·Ǡ40¯ǖŗƭŹ�Ǡ9Ğ 30đǕ 
f� đęǠ10Ğ 30đǔĞǕǖ9ę�20ę 
f� Ɗ�ǠƾƏďǇ 
f� �ÒǠƀňǅăĥïűǔÈƿǕǖCLTïűǔÉƇǕ'ƑÓ 
f� ƝçǠÍtĕǔĭƘƔǅ»hőïűr�ĄǕǖy 

������	( 2017 International Woodism-city Conference & FestivalǔIWCC&FƵå'ĢƦ�½ǃ}ƞǕ

3+đĤĢäĴĮÜ#'��#%5-�Ǘ 

��	ǠįĨfĢĥfĢƱ'ÖĦ� �Woodism-city in Future�� ǔÎ·Ǡ40¯ǖŗƭŹ�Ǡ11Ğ 17đǕ 
f� đęǠ12Ğ 2đǔ¾Ǖǖ10ę�16ę 
f� }ÂǠ¯§ÛÈÌƫÌƴ� Ů 2ƝżÐ 
f� �ÒǠƵå'ĢƦ�&°��Yae�ă 
f� BbgYƕƞǠ¿ÁŔĥ'�ŕ�Ƴ&°��ÖĦÜĠ 
f� ƝŅf\HJgÜţǠ�7�4'įfxfƋ �5 
f� ƝçǠƼŖĈ¶ǖßĤ�oǔĀŠŜǕǖy 



≪受付： ５月下旬（予定）～７月３０日締切（先着２０名）≫
ひらめき☆ときめきサイエンスHP（日本学術振興会）から応募
応募先・URL: http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html

名古屋大学臨海実験所・URL: http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~SugashimaMBL/

連絡先：052-789-2514（東山キャンパス）

ウニの受精・発生観察とその分子機構

内容：（1）ウニの受精発生観察と講義（対象：中学・高校生）
（2）磯採集と基礎分類学実習（対象：中学・高校生）

日時：2017年8月19日（土） 11:00～16:20（実習時間）
場所：名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所
住所：〒517-0004 三重県鳥羽市菅島町429-63

集合時間と場所：7:30（名古屋大学）、10:00（鳥羽駅）

磯場の生物
を採集しよう

名大の臨海施設
で実習できるよ

受精発生の
様子を顕微鏡
で観察しよう

ポイント
（１）教科書で学んだ色々な生物を
見て触ることで理解が深まります。

（２）ウニの受精・発生の観察ができ、
最新の知見も学べます。

（３）大学の教員や大学生・大学院生
とお話しできます。

http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html
http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~SugashimaMBL/



