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heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp
まで、氏名、所属、役職/
学年を明記の上、件名を
「HeForSheサポーター」
としてご連絡ください。

締切はありますか
常時募集しています。

HeForShe
サポーター募集

FAQ

主催 HeForShe推進専門委員会
問合せ先 heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp

HeForShe活動の実施や
イベントの開催等におい
て、アイデアの提供・参
加・情報周知などの協力
をお願いします。

誰がサポーターに
なれますか

サポーターは何を
するのですか

本学の教職員・学生で、
HeForShe活動に賛同さ
れる方。特に男性の参加
を歓迎します。

登録の方法は

名古屋大学でジェンダー平等を一緒に
推進しませんか

本学は、2015年5月、国連機関 UN Womenにより、世
界のジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進
するための「HeForShe」事業「IMPACT 10x10x10」
において、オックスフォード大学、ジョージタウン大
学、香港大学等とともに、HeForSheを主導する世界
の10大学（University IMPACT Champions）の一つ
として、日本の大学で唯一選出されました。
あなたも、ジェンダー平等推進のために一緒に活動し
ませんか。

 6/28（水）13:00-14:30 理学南館セミナー室
参加型ワークショップ「デートレイプを考える
～尊重しあえる関係とコミュニケーション～」

 10/6（金）16:00-18:00 アジア法交流館
資生堂、UN Women東京事務所、お茶の水女子大学、
中央大学とのコラボによる大学生向けジェンダー啓
発ワークショップ

 10/19（木）15:30-17:00 減災館
性暴力撲滅のためのアイデアソン

 10/21（土）10:00-11:30 野依記念学術交流館
ホームカミングデー HeForSheセミナー

 NU Run For HeForShe（ランニングクラブ）

今後のイベント予定

NAGOYA UNIVERSITY
is proud to be a 

HeForShe
IMPACT Champion

　資料1
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Please send an email 

with a subject line 

“HeForShe Supporters” 

to heforshe@adm.nagoya-
u.ac.jp. Include your 
name, affiliation, and 

position/school year.

FAQ

For more information, 
contact heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp

You can spread the 

word about HeFoShe in 
the university 

community, share 

event ideas with us, or 

simply participate in 

the events.

WHO CAN BE 
SUPPORTERS?

WHAT DO 
SUPPORTERS DO?

Students, faculty and 

staff are all welcome to 
become supporters. 

Male members are 

especially welcome.

HOW DO I SIGN UP?

Promoting Gender Equality 
at Nagoya University Together

Sign Up Today!

Supporters
Nagoya University has been selected as the only 
University IMPACT Champion in Japan by UN Women 
for the promotion of HeForShe. Please join us 
promoting and celebrating gender equality at Nagoya 
University as HeForShe Supporters.

Workshop “Date Rape and Healthy

Relationships”
Wed Jun 28 13:00-14:30
Science South Bldg, Seminar Room

NU・Shiseido・UN Women Joint Workshop
on Gender Equality
Fri Oct 6 16:00-18:00
Asian Community Forum

Global Ideathon “Eliminate Sexual Violence
on Campus”
Thu Oct 19 15:30-17:00
Disaster Mitigation Research Bldg

Homecoming Day HeForShe Seminar
Sat Oct 21 10:00-11:30
Noyori Conference Hall

NU Run For HeForShe

Upcoming Events

NAGOYA UNIVERSITY
is proud to be a 

HeForShe
IMPACT Champion

HeForShe
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平成28年度
学生の進路状況について

平成29年6月29日

教育記者会懇談会

資料２
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進路状況
＜学部・大学院（前期）＞

進学者 就職者 就職率

学部卒業
1,186名
（52.3％）

966名
（42.6％）

97.5％

大学院（前期）修了
248名
（14.9%）

1,304名
（78.2%）

98.3%

就職率は、学部・大学院ともに引き続き高い水準にある。
学部は、国公立大学の平均を0.2P上回る。
（平成29年4月1日現在 文部科学省・厚生労働省調査）
進学者率は、学部・大学院ともに上昇し、数年前の水準に戻りつつある。
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就職先ランキング〔民間企業〕
＜学部・大学院（前期）合計＞

順位 就職先 人数 順位 就職先 人数

1 デンソー 70 1 デンソー 62

2 トヨタ自動車 32 2 トヨタ自動車 47

3 三菱電機 28 3 中部電力 28

4 中部電力 24 4 三菱電機 25

5 豊田自動織機 20 5 日本ガイシ 23

6 アイシン精機 18 6 日立製作所 22

6 ブラザー工業 18 6 三菱東京ＵＦＪ銀行 22

8 三菱重工業 17 8 豊田自動織機 21

9 富士通 16 9 東芝 20

9 三菱東京ＵＦＪ銀行 16 10 川崎重工業 18

ＴＯＰ１０〔Ｈ２８〕 ＴＯＰ１０〔Ｈ２７〕

民間企業は、デンソー等の地元製造業が引き続き多くを占める。
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就職先ランキング〔公務員・教員等〕
＜学部・大学院（前期）合計＞

順位 就職先 人数 順位 就職先 人数

１ 愛知県職員 46 １ 国家公務員 56

2 国家公務員 44 2 愛知県職員 39

3 名古屋大学
医学部附属病院

36 3 名古屋大学
医学部附属病院

38

4 名古屋市職員 28 4 名古屋市職員 32

5 愛知県教員 26 5 愛知県教員 18

ＴＯＰ５〔Ｈ２８〕 ＴＯＰ５〔Ｈ２７〕

公務員は、愛知県職員が増加。
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産業別分類状況
＜学部・大学院（前期）＞

学部は、文系を中心に幅広い分野に渡る。
大学院（前期）は、理系を中心に製造業が約半数を占める。
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留学生進路状況
＜学部・大学院（前期）＞

進学者

就職者

就職率うち日本
国内就職者

学部卒業
37名

（51.4％）
20名

（27.8％）
18名

100％

大学院（前期）修了
68名
（25.7%）

120名
（45.3%）

64名
92.3%

就職者の割合が、昨年度を上回る。就職率は、引き続き好調である。
今後、日本語教育、キャリア教育等により日本国内における就職促進を図る。
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資料３ 
チュラロンコン大学－名古屋大学 

学術交流協定２５周年記念シンポジウムの開催について 

名 称：Chulalongkorn University-Nagoya University 

Leading the Future through Innovation: Asia-Link Symposium in Bangkok 2017 

- New Horizons for Human Resources Development for International  

Collaboration between Academia and Industry - 

日 時：2017 年（平成 29 年）8 月 3 日（木）9:30～17:45（タイ標準時） 

場 所：チュラロンコン大学（タイ王国・バンコク市） 

主 催：チュラロンコン大学・名古屋大学 

内 容：別添ちらし参照 

出席者（予定）： 

名古屋大学（50 名程度） 

＊松尾 清一 総長 

＊財満 鎭明 理事、副総長、学術研究・産学官連携推進本部長、未来社会創造機構長 

＊市野 良一 未来社会創造機構モビリティ領域長 

＊原口 哲之理 未来社会創造機構モビリティ領域 副領域長 

＊石川 隆司 ナショナルコンポジットセンター 特任教授（前センター長） 

＊RWDC サマースクール参加学生・教員 

（情報学研究科、工学研究科、経済学研究科、医学系研究科） 

＊RWDC から起業した学生ベンチャー4 社（情報学研究科、工学研究科） 

＊JSPS 研究拠点形成事業セミナー参加教員・学生 

（未来社会創造機構モビリティ領域、工学研究科） 

チュラロンコン大学 

＊Bundhit Eua-arporn（バンディット・ウア・アポーン）学長 ＜調整中＞ 

＊Pomthong Malakul（ポムトン・マラクン）副学長（学術担当） 

＊Sunait Chutintaranond（スネート・チューティンタラノン）大学院長 

＊Somchai Pengprecha（ソムチャイ・ペンプリチャー）CU TIP 長 

＊Supot Teachavorasinskun（スポット・テーチャウォーラシンサクン）工学部長 

＊Suwabun Chirachanchai（スワブン・チラチャーンチャイ）石油・石油化学研究科長 

＊Angkee Sripakagorn（アンキー・スリパカゴーン）工学部スマートモビリティリサーチセンター長 

＊JSPS 研究拠点形成事業セミナー参加教員・学生（工学部、石油・石油化学研究科） 

＊CU TIP 教員（理学部、工学部、経営会計学部、芸術学部、建築学部、医学部）・学生 

ハノイ工科大学（交通工学部、先端科学技術研究所）、ラオス国立大学（理学部、工学部） 

他タイの大学・研究機関、産業界、行政・産業支援機関 等 

お問い合わせ先： 

名古屋大学 未来社会創造機構事務室 

電話：052-747-6390 E-mail：sympo_20170803@aip.nagoya-u.ac.jp 
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名古屋大学とチュラロンコン大学の交流経緯 

1992 年   大学間学術交流協定を締結 

（名古屋大学－チュラロンコン大学） 

2013 年８月 3 大学間学術交流協定を締結 

       （名古屋大学－チュラロンコン大学－ハノイ工科大学） 

2014 年 4 月 名古屋大学バンコク事務所をチュラロンコン大学内に設置 

2015 年 3 月 部局間学術交流覚書を締結 

（名古屋大学大学院医学系研究科－チュラロンコン大学医学部） 

（名古屋大学未来社会創造機構－チュラロンコン大学医学部） 

2016 年 8 月 4 大学学術交流協定を締結 

       （名古屋大学－チュラロンコン大学－ハノイ工科大学－ラオス国立大学） 

2017 年 8 月 部局間学術交流覚書を締結 ＜予定＞ 

（名古屋大学未来社会創造機構－チュラロンコン大学テクノプレナーシッ

プ・イノベーション マネジメント プログラム） 

 

 

関連行事 

・2017 年 7 月 21 日（金） 

3rd Automotive Engineers Forum in Thailand 

  主催：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 

     名古屋大学未来社会創造機構モビリティ領域 

会場：Centara Grand & Bangkok Convention Center（タイ王国・バンコク市） 

 

・2017 年７月 31 日（月）～8 月 11 日（金） 

名古屋大学 博士課程教育リーディングプログラム 

「実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム（RWDC）」サマースクール 

プログラムコーディネーター：武田 一哉 教授（大学院情報学研究科・未来社会創造機構） 

場所：チュラロンコン大学（タイ王国・バンコク市） 

 

・2017 年 8 月 2 日（水）～8 月 3 日（木） 

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） 

「ASEAN におけるコンパクトモビリティモデル研究拠点」 

（名古屋大学－チュラロンコン大学－ハノイ工科大学－ラオス国立大学）第 2 回セミナー 

コーディネーター：市野 良一 教授（未来社会創造機構モビリティ領域） 

 場所：チュラロンコン大学（タイ王国・バンコク市） 

 

・2017 年 8 月 3 日（木） 

名古屋大学未来社会創造機構とチュラロンコン大学テクノプレナーシップ・イノベーション 

マネジメント プログラム（CU TIP）との産学連携研究や人材育成に関する 

学術交流覚書調印式 

 場所：チュラロンコン大学（タイ王国・バンコク市） 
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注 記 

 Automotive Engineers Forum in Thailand 

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と名古屋大学未来社会創造

機構モビリティ領域は、タイと日本の自動車技術に関わるエンジニア相互の人的交流、技

術交流や提携、さらにはプロジェクトのインキュベートの場として、フォーラムを 2015

年度より毎年バンコクで開催。参加者は、在タイ OEM や Tier1、Tier2 のエンジニア、大

学研究者、行政関係者等 約 200 名。 

第 1 回 2016 年 2 月 26 日（金） 

第 2 回 2016 年 9 月 30 日（金） 

第 3 回 2017 年 7 月 21 日（金）＜予定＞ 

 

 

 チュラロンコン大学テクノプレナーシップ・イノベーション マネジメント プログラム 

（CU TIP） 

http://www.grad.chula.ac.th/program_inter/graduate/innovation.html 

2007 年に設立された、学際的な大学院プログラム。修士課程（60 名）と博士課程（100

名弱）があり、社会課題を解決する研究デザインや研究成果の事業化などの実践的・体験

型教育を通じて、起業に挑戦する人材や産業界でイノベーションを起こす人材の育成を目

指している。 

プログラムは、理学部、工学部、経営会計学部、建築学部、創薬学部の教員によって運

営されており、学生は、企業（CEO、マネージャークラス等）・行政からの社会人学生が 7

割を占める。そのため、授業は、週末（土曜日・日曜日）の 9 時から 20 時まで、科目に

よっては金曜日の 18 時から 21 時まで開講されている。 

現在は、タイ語によるプログラムだが、今後インターナショナルプログラム（英語プロ

グラム）の展開、及びプログラムからカレッジへのアップグレードを計画しており、海外

大学との連携を推進している。 

今回、名古屋大学の産学連携基幹部局である「未来社会創造機構」と、産学連携研究や

人材育成に関する学術交流覚書を締結することにより、社会と強く連携した新たな研究領

域の創出や、学識を実践で活用する力を備えるグローバル人材の育成を促進し、国をまた

いだ研究・人的ネットワークの構築と分野横断型国際産学連携研究の推進を図る。 
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By Train
By Car

Leading the Future through Innovation

E-MAIL: sympo_20170803@aip.nagoya-u.ac.jp

New Horizons for Human Resources Development for 
International Collaboration between Academia and Industry

会場案内

( カセム・スワナクン・ホール )

( チュラロンコン大学  政治学部 カセム・ウタヤニン・ビル 13 階 )

会場

アクセス

入場無料・事前登録不要
( 一部同時通訳あり　日本語 ⇔ 英語 )

2017

   8　3　 月

年

日 (木)
9:30~17:45 （タイ標準時）

チュラロンコン大学 - 名古屋大学
学術交流協定締結 25 周年

公共交通機関ご利用の場合

　MRT ｢ Samyan Station ｣ から徒歩 5 分

お車でお越しの場合

　会場の隣に駐車場あり ( 料金：15 バーツ / 時間 )

TEL: +81-(0)52-747-6390
お問い合わせ

主催： チュラロンコン大学・名古屋大学

名古屋大学 未来社会創造機構事務室 
E-MAIL: nubkkoffice@gmail.comTEL: +66-(0)2-218-7199名古屋大学 バンコク事務所

チュラロンコン大学

後援： 

( 予定 )
協力：

在タイ日本国大使館 , ジェトロ・バンコク事務所 , 愛知県 , グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 (GNIC),
一般財団法人海外産業人材育成協会バンコク事務所 , 盤谷日本人商工会議所

名古屋大学全学同窓会タイ国支部 , 独立行政法人国際協力機構 (JICA) アセアン工学系高等教育ネットワーク (AUN/SEED-Net) プロジェクト ,
独立行政法人日本学術振興会 (JSPS) バンコク研究連絡センター , 独立行政法人日本学生支援機構 (JASSO)

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
　Henri Dunant Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

E-MAIL: tipchula@yahoo.com
Nagul.C@chula.ac.th 

TEL: +66-(0)2-657-6334-36　
+66-(0)2-218-5156　 12



開会  
   歓迎挨拶  

  開会挨拶  

  来賓挨拶  

 
 Pomthong Malakul (ポムトン・マラクン)  チュラロンコン大学 副学長     

松尾 清一      名古屋大学 総長 

       在タイ日本国大使館 (予定) 

Leading the Future
　through Innovation

 
 

 

 

Coffee Break

   
 

 

受付開始

プログラム

New Horizons for Human Resources Development for 
International Collaboration between Academia and Industry

　名古屋大学とチュラロンコン大学（タイ王国・バンコク）は、2017年、学術交流協定締結25周年を迎えました。

また本年は、チュラロンコン大学創立100周年、日本・タイ修好130周年の節目の年でもあります。この

記念すべき年に、両大学は「アジアの未来を担う産業人材の育成」をテーマに、合同シンポジウムを開催すること

としました。 　

　本シンポジウムは、日本・タイをはじめとしたアジア諸国の大学・研究機関、産業界、及び行政・産業支援機関

を対象とし、グローバルな視野と広範な学識に基づき実践的に活躍できる産業人材を育成するために、

産・官・学がそれぞれどのような役割を担うべきか議論を深め、有機的連携を図る交流の契機とし、アジアの

産業競争力強化につなげることを目指します。 

基調講演 1 
   「タイの科学技術政策と国際連携 (仮)」  

基調講演 2
  　「産業競争力強化に向けた産学官連携プラットフォーム・エコシステムの構築」 

基調講演 3
 　「持続的社会に向けたトヨタの環境戦略」

同時通訳付：日本語 → 英語

同時通訳付：英語 → 日本語

同時通訳付：日本語 → 英語

 

講演 1
 　「バンコクにおける渋滞緩和プロジェクト『サトーン・モデル』」 

講演 2  
 　「CFRPの航空機・自動車への応用の現状と展望」 

ポスターセッション・展示 
 　～アジアの未来を担う産業人材の育成～ 　　学術界と産業界の新たな連携に向けた交流会   

閉会  
  

Lunch

大学紹介： 名古屋大学

産学連携研究や人材育成に関する学術交流覚書(MOU)調印式

大学紹介： チュラロンコン大学

※プログラムは予告なく変わる場合がございます。

    チュラロンコン大学テクノプレナーシップ・イノベーション マネジメント プログラム (CU TIP)
 Sunait Chutintaranond (スネート・チューティンタラノン)

　名古屋大学 未来社会創造機構
 財満 鎭明 名古屋大学 未来社会創造機構 機構長 

Dean of Graduate School, Chulalongkorn University 

       タイ国政府機関 (予定) 

Jukka Viitanen (ユッカ・ビータネン)  CEO, Resolute HQ Inc.    

Sorawit Narupiti (ソーラウィット・ナルピティ) Department of Civil Engineering,
       Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

古賀 信彦      トヨタ自動車 未来開拓室 室長

石川 隆司      名古屋大学
       ナショナルコンポジットセンター 特任教授 
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By Train
By Car

Leading the Future through Innovation

E-MAIL: sympo_20170803@aip.nagoya-u.ac.jpPHONE: +81-(0)52-747-6390　
Contact us

New Horizons for Human Resources Development for 
International Collaboration between Academia and Industry

25th Anniversary of Academic Relations
Chulalongkorn University - Nagoya University

Organized by : Chulalongkorn University and Nagoya University

Free Admission
No registration required

Nagoya University 
E-MAIL: nubkkoffice@gmail.comPHONE: +66-(0)2-218-7199Nagoya University Bangkok Office
E-MAIL: tipchula@yahoo.comPHONE: +66-(0)2-657-6334-36Chulalongkorn University 

Venue Guide
Location

Access
By Train
　5 min walk from MRT Samyan Station
By Car
　Parking spaces available, next to the venue
　　( parking fee 15 Bahts per hour )

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
　Henri Dunant Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Supported by

In collaboration with

・Embassy of Japan in Thailand・JETRO Bangkok・ Aichi Prefectural Government・ Greater Nagoya Initiative Center (GNIC)
・The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA), Bangkok・ Japanese Chamber of Commerce, Bangkok

・Nagoya University Alumni Association Thailand Branch・JICA Project for AUN/SEED-Net
・Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office・Japan Student Services Organization (JASSO)<tentative>

Nagul.C@chula.ac.th +66-(0)2-218-5156　 14



Opening 
   Welcome Remarks   Pomthong Malakul  Vice President of Chulalongkorn University  

  Opening Remarks   Seiichi Matsuo  President of Nagoya University   

  Congratulatory Remarks      Embassy of Japan in Thailand 

Leading the Future
　through Innovation

 
 

 

 

Coffee Break

 
  

 
 

Registration

Program

New Horizons for Human Resources Development for 
International Collaboration between Academia and Industry

　In 2017, Chulalongkorn University and Nagoya University celebrate their 25th anniversary of academic exchange 
agreements. Moreover, the year 2017 marks the 100th anniversary of the foundation of Chulalongkorn University and 
the 130th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan. On this special occasion, Chulalongkorn 
University and Nagoya University will co-host a joint symposium on August 3rd, 2017, at Chulalongkorn University with 
the key phrase “Fostering the next generation for Asia’s Future”. 　 　 　
　This joint symposium will be open for all: universities, government organizations, industries, and others from 
Thailand, Japan, and other Asian countries. It will provide a unique platform for exchanging ideas about the role of 
universities and industries in fostering skilled human resources, and how to collaborate to develop technologies for 
future growth.  

Keynote Speech 1 
   "Science and Technology Policy in Thailand and International Cooperation" 

         To be invited from Government Organization in Thailand  

Keynote Speech 2 
   "Developing Collaborative Platforms and Ecosystems for Improved Industrial Competitiveness" 

       Jukka Viitanen  CEO, Resolute HQ Inc. 

Keynote Speech 3 
   "Toyota’s Environmental Action for Sustainable Society"

■Simultaneous Interpretation from Japanese to English■
 

       Nobuhiko Koga  General Manager, Frontier Research Planning Department,
         Toyota Motor Corporation

Plenary Presentation 1 
   "Sustainable Mobility Project: Sathorn Model"

■Simultaneous Interpretation from English to Japanese■
 

       Sorawit Narupiti  Associate Professor, Department of Civil Engineering,
         Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

Plenary Presentation 2 
   "Current Status and Prospects of CFRP Applications to Aircraft and Automobiles"

■Simultaneous Interpretation from Japanese to English■
 

       Takashi Ishikawa  Professor, National Composite Center,
         Nagoya University

Poster Presentation & Exhibition  
   Networking get-together between universities and industries 

Closing  
  

Lunch

Overview of Nagoya University
Signing Ceremony for the Memorandum of Understanding (MOU)

Overview of Chulalongkorn University

The program is subject to change without notice.

   “Technopreneurship and Innovation Management Program, Graduate School, Chulalongkorn University (CU TIP)”
    Sunait Chutintaranond  Dean of Graduate School, Chulalongkorn University
   “Institutes of Innovation for Future Society, Nagoya University”
 Shigeaki Zaima   Director General of the Institutes of Innovation for Future Society, Nagoya University

  "Fostering the Next Generation for Asia’s Future" 
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資料４ 

2017.06.29 名古屋大学 

 

JR ゲートタワーに「名古屋大学オープンイノベーション拠点」を設置 

産学官連携の出会いの場を提供 

学生ベンチャー支援により新たな産学共創教育を推進 

 

■ 設置のねらい 

この度、世界屈指の産業集積地である東海地区の表玄関：名古屋駅地区に「名古屋大

学オープンイノベーション拠点」を設置します。この拠点では、イノベーション創出を

目的とした本学の産学官連携活動を強化するとともに、新たな産学共創教育（Sharing 

Education）の中核となる学生マイクロベンチャーを支援します。優秀な学生の研究力

を産業界と共有することで、産学連携人材の育成と研究成果の迅速な社会還元を実現し、

ひいては東海地域の産業を活性化させ、日本経済の牽引につなげることを目指します。 

 

■ 設置の経緯 

岡谷鋼機株式会社様より、本拠点設置に賛同したご寄附をいただいたことにより実現

しました。 

 

■ 活動内容 

イノベーション創出を目的とした各種活動 

・大学院学生を中心とした起業・就業・協業・交流活動 

・産学連携活動を通じた大学院教育研究活動 

・セミナー等イベント，学術研究会，交流会の開催 

・アウトリーチ活動（事業等広報，研究成果発信，マスコミ取材） 等 

 

■ 名古屋大学オープンイノベーション拠点の概要 

・所 在 地： 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 3 号（名古屋駅直結） 

・拠点設置施場所・面積： JR ゲートタワー 27 階 約 216 ㎡（65 坪） 

・拠点開設予定： 2017 年 7 月（仮オープン） 

 

■ お問い合わせ先 

・ 担当窓口：名古屋大学研究協力部 

社会連携課 堂前 

・ TEL：052-788-6143 

 

※ニュースリリースの内容は発表時の

ものです。時間の経過または様々な後発

事象によって最新の情報と異なる場合

がありますので、あらかじめご了承ください。 拠点イメージ図 
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資料５ 

 

名古屋大学学術奨励賞について 

 

名古屋大学学術奨励賞は、大学院博士課程後期課程に在学する

学生で、人物・研究水準ともに特に優秀、かつ、研究科長及び指導

教員から推薦のあった者を対象に選考して受賞者を決定し、表彰し

ます。 

毎年度、受賞者数は 10名以内とし、受賞者には、賞状及び副賞

として学業奨励金 50万円を贈呈します。 
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卵巣がん細胞由来エクソソームによる
腹膜播種性転移機構の解明

名古屋大学大学院 医学系研究科総合医学専攻

発育・加齢医学講座産婦人科学

横井 暁

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会

資料5-1
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卵巣がん患者の多くは腹膜播種性転移を伴う

• 卵巣がんは罹患数死亡数共に上昇し続けており、国内では年間約10,000人弱、
世界では約240,000人の女性が卵巣がんに罹患しており、国内ではその約半
数、5,000人が毎年卵巣がんによって命を落としている.

Jpn J Clin Oncol.2015;45(9):884-91. & Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2016 Oct 3

Naora et al., Nat. Rev. Cancer., 2005

• 卵巣がんは初期症状に乏しく、診断時すでに、
卵巣からがん細胞が、お腹の中を覆う腹膜
に、ばらまかれたように広がる腹膜播種性転
移を起こしているような、進行した状態で発
見されるケースが半数以上を占める.

• 卵巣がんが進行する分子メカニズムなどは
不明な点が多く残されており、有効な早期発
見方法や治療法の確立に至ってはいないの
が現状である.

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会
19



がん悪性化に関わるエクソソーム

• 細胞外膜小胞の一つであるエクソソームは、直径100 nm前後の微細な小胞で、
がん細胞のみならず、あらゆる細胞から分泌されている.

• エクソソームに内包される核酸やタンパク質といった小分子が、受け手となる
細胞で機能することで、細胞間相互作用に関与することが報告されており、近
年多くの研究分野で注目を集めている.

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会
20



卵巣がん細胞由来エクソソームの解析

• 卵巣がん診療における大きな問題である、腹膜播種性転移のメカニズム解明
を目指し、卵巣がん細胞が分泌するエクソソームに着目した.

卵巣がん細胞

エクソソーム

腹膜中皮細胞

腹膜

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会Yokoi et al., Nature Communications 2017
21



2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会Yokoi et al., Nature Communications 2017
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MMP1遺伝子

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会Yokoi et al., Nature Communications 2017
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卵巣がんにおけるMMP1遺伝子

• MMP1遺伝子は、卵巣がん患者の予後に関わる重要な遺伝子であることが大
規模データベースの解析により明らかになり、特に、ステージが早期の患者に
おいては、同遺伝子の高低が極めて精度高く、その後の生存を予測しうること
が示唆された.

卵巣がん患者腹水中のエクソソーム

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会Yokoi et al., Nature Communications 2017
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今後の展望

• 新たなバイオマーカーとしての期待

早期卵巣がん患者において、同エクソソームが同定されれば、予後が不良であることが示
唆された. 同エクソソームの解析により、早期卵巣がん患者の予後を予測できれば、その後
の経過観察・追加治療における重要な情報となり得ると考えられる.

• 新たな治療標的としての期待

近年、エクソソームを標的とした治療の研究が進められ、特定のエクソソームの除去を行う
ことが将来的に可能となることが期待される. 当研究分野では、特定のエクソソームを標的
とし、取り除くことによる治療効果を検討する研究も進めており、今後、本研究で同定した
MMP1遺伝子を含んだエクソソームを阻害することにより、卵巣がんの転移を予防するよう
な新規治療開発を目指している.

2017.6.29 平成29年度名古屋教育記者会懇談会Yokoi et al., Nature Communications 2017
25



寄生植物ストライガの
発芽制御分子の開発

理学研究科物質理学専攻化学系
有機化学研究室 (伊丹研)

博士後期課程3年
吉村柾彦

2017年月6月29日　名古屋大学学術奨励賞、記者懇談会

資料5-2

26



イネ、トウモロコシ、ソルガム

寄生植物

ストライガ

宿主植物

“魔女の雑草”

養分、水

ストライガ問題

ストライガに汚染された農地　アフリカのソルガム畑

from Prof. Babiker at Sudan U.

農業被害の現状
•40万km2の耕作地を汚染
•年間約1兆円の収量損失
•アフリカの1億人に被害

ストライガの寄生メカニズムの解明が
ストライガ問題解決の糸口に

問題点

• ストライガ駆除の有効な手法が
確立していない。

• ストライガの寄生メカニズムが 
ほとんど分かってない。

27



O O

O O
OR2

R1

R3

ストリゴラクトン

ストライガ 宿主植物

ストライガ発芽刺激分子：ストリゴラクトン

ストライガのストライゴラクトン受容体は半世紀にわたり未解明

ストリゴラクトン受容体

O O

OH
O

O
R2

R1

R3

HO
受容とともに分解
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切れて光るストリゴラクトン：ヨシムラクトン

ストリゴラクトン受容体

ストライガ

O O

OH
R2

R1

R3

HO O
O

ストリゴラクトン

O O

O O
OR2

R1

R3

HO O
O

ヨシムラクトン

COOEt

OO OH

蛍光ON蛍光OFF
Yuichiro Tsuchiya, Masahiko Yoshimura, Yoshikatsu Sato, Keiko Kuwata, Shigeo Toh, Duncan Holbrook-Smith, 
Hua Zhang, Peter McCourt, Toshinori Kinoshita, Kenichiro Itami, Shinya Hagihara, Science 2015, 349, 864. 

COOEt

OO O O
O
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ストライガの発芽を可視化
COOEt

OO O O
O

ヨシムラクトン
蛍光OFF

ストリゴラクトン受容体
HO O

O

COOEt

OO OH

蛍光ON

ストライガのストリゴラクトン受容体の働きを可視化することに成功
Yuichiro Tsuchiya, Masahiko Yoshimura, Yoshikatsu Sato, Keiko Kuwata, Shigeo Toh, Duncan Holbrook-Smith, 
Hua Zhang, Peter McCourt, Toshinori Kinoshita, Kenichiro Itami, Shinya Hagihara, Science 2015, 349, 864. 30



ストライガのストリゴラクトン受容体の同定

ストライガがもつ10個のストリゴラクトン受容体を世界に先駆けて同定

相
対
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強
度
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COOEt

OO O O
O

ヨシムラクトン
蛍光OFF

ストリゴラクトン受容体
HO O

O

COOEt

OO OH

蛍光ON

Yuichiro Tsuchiya, Masahiko Yoshimura, Yoshikatsu Sato, Keiko Kuwata, Shigeo Toh, Duncan Holbrook-Smith, 
Hua Zhang, Peter McCourt, Toshinori Kinoshita, Kenichiro Itami, Shinya Hagihara, Science 2015, 349, 864. 31



ストライガ発芽制御分子の迅速探索
COOEt

OO O O
O

ヨシムラクトン
蛍光OFF

ストリゴラクトン受容体
HO O

O

COOEt

OO OH

蛍光ON

ヨシムラクトンの蛍光をたよりに 
受容体の働きを阻害する分子を探索 

ストライガの発芽制御分子を
効率的に発見できる

32



発芽阻害分子の発見

発芽阻害分子  
ストライガ防除剤としての利用

ストライガ 宿主植物

N

F
F

N
F

SN

O O

ヨシムラクトン処理 ヨシムラクトン + 発芽阻害分子

ストリゴラクトン受容体の働きを阻害し、ストライガの発芽を抑制33



発芽促進分子の発見

発芽後2週間
で枯死

発芽促進分子 
ストライガ駆除剤としての利用

ストライガ

O

S
N

HN S
O O

Cl Cl 強制発芽

ストライガ問題を解決する 
抗ストライガ農薬の最有力候補分子

新規発芽制御分子

N

F
F

N
F

SN

O O O

S
N

HN S
O O

Cl Cl
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まとめ

ストライガのストリゴラクトン受容体を同定

これまでの問題点

• ストライガ駆除の有効な手法が
確立していない。

• ストライガの寄生メカニズムが 
ほとんど分かってない。

抗ストライガ農薬の最有力候補分子を発見

本研究成果

from Prof. Babiker at Sudan U.

分子の力でアフリカに緑を取り戻す! 35
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・Technology Entertainment Designの略称

・「ideas worth spreading」を理念としたNPO法人

年に一度講演会を開催

→世界をリードする思想家や実行家が

自身の経験やアイデアを広めるイベント

TEDとは

37



・世界各地で発足しているコミュニティー

・世界133カ国まで拡大

・ TED本部からライセンスを取得

TEDxとは

38



・TEDxイベントを名古屋大学での開催を目的とした
学生団体

・2013年から毎年TEDxイベントを開催し、
今年で第5回目

・オーディエンス・スピーカー・スタッフ・企業
によるコミュニティーの形成を重視したイベント

TEDxNagoyaUとは

39



なぜTEDｘNagoyaUが素晴らしいのか？

1. 学生だけで運営するTEDx！

2.大学で開催するTEDxでは国内最長となる5年連続開催！

3. 「名古屋」にフォーカスを当てた唯一のTEDxイベント！

40



名古屋 ×若者 ×アイデア＝

41
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開催日 ：2017年7月9日（日）

場所 ：名古屋大学野依記念学術交流館

参加人数：100名（一般80名 / 協賛企業10名 / 来賓10名を予定）

TEDxNagoyaU2017 について

44



TEDxNagoyaU2017 について

テーマ「Seed」

•一粒のアイデアの種から花が咲き、その花から多くの種が生まれる。

•TEDxNagoyaU2017はスピーカーとオーディエンスが共創し、いろ
いろなアイデアの種を蒔く場として機能。

•あなたも自分の種を蒔こう！新しい種を見つけよう！を中心的なコ
ンセプトとして活動。

45



• 8名のスピーカーによるカンファレンス

• 1人18分以内で「価値あるアイデア」をプレゼンテーション

•スピーカーは様々な分野で活躍される方を招待

多様な分野のプレゼンテーションを提供

•合間の休憩時間や終わった後のアフターパーティーで、
スピーカーの方々、学生そしてパートナー企業様との
アイデア交流の場を提供

TEDxNagoyaU2017 について
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ご清聴ありがとうございました
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名古屋大学体育会常任委員会委員長
藤村 知也

第５６回全国七大学総合体育大会実行委員長
桑山 晃久
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アーチェリー・アイスホッケー・空手道

弓道・競泳・剣道・航空・硬式テニス・硬式野球

ゴルフ・自動車・柔道・準硬式野球・少林寺拳法

水球・スキー・相撲・ソフトテニス・ソフトボール

体操・卓球・馬術・バスケットボール・バドミントン

バレーボール・ハンドボール・フェンシング

ヨット・ラクロス・陸上競技

・・・全４２種目
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総合優勝 名古屋大学順位

５５回大会（２０１６年） 東京大学 ５位

５４回大会（２０１５年） 東北大学 ６位

５３回大会（２０１４年） 東北大学 ５位

５２回大会（２０１３年） 東北大学 ６位

５１回大会（２０１２年） 東京大学 ６位

５０回大会（２０１１年） 大阪大学 ４位

４９回大会（２０１０年） 大阪大学 ２位

４２回大会（２００３年） 名古屋大学 優勝

名古屋大学が最後に総合優勝したのは１４年前・・・
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大会運営
・各競技日程及び競技会場の設定

・広報

・会計

各種式典運営
・開会式

・レセプション

・閉会式
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競技名 日程 競技会場

バスケットボール ６/２６～７/１ 千種スポーツセンター等

女子ラクロス ７/１５～７/１７ 名古屋大学陸上競技場

競泳 ７/１５～７/１６ アクアリーナ豊橋

硬式野球 ８/１０～８/１３ 刈谷球場・瑞穂野球場

競技日程・会場の例

・・・etc.

多くの競技が大学内、名古屋市近郊で開催
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歴代マスコットキャラクター

第５３回（京大）大会

第５４回（東北大）大会

第５５回（東大）大会
56



今大会マスコットキャラクター

ナゴすけ
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ナゴすけの活動

２０１７年度
運動部壮行会にて
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グッズ

・Tシャツ

・タオル

・トートバック

・タンブラー

・キーホルダー
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開会式・・・・・・・７月 ８日（１５：００～１６：３０）

 レセプション・・・７月 ８日（１７：００～１８：３０）

閉会式・・・・・・・９月２３日

60



61



アイスホッケー３位

 スキー３位

航空１位

名古屋大学単独首位！

総合順位

1位
名古屋大学

22pt

2位
東 京 大 学

17pt

3位
北海道大学

16pt

4位
東北大学

15pt

5位
京都大学

14pt

6位
大阪大学

11pt

7位
九州大学

6pt
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CHUBU が育てた
⾶⾏機とロケット、
空を翔ける！

スペースバルーンから眺めた中部地方 提供:NAFT

7月9日(日)

2017年

名古屋大学 豊田講堂
地下鉄名城線 「名古屋大学駅」２番出口すぐ

13:00～16:00

おもに⼩学校⾼学年以上の⽅向け
どなたでも参加できます

⼊場無料 事前のお申込みは不要です。

Part 1 CHUBUが作るロケットの話 三菱重⼯業㈱ 安井 正明

Part 2 国産旅客機MRJ(Mitsubishi Regional Jet)を世界の空へ 三菱航空機㈱ 佐倉 潔

Part 3 航空宇宙系学生団体活動紹介 The Student Spirit of Aerospace
2016年よみうりテレビ⿃⼈間コンテスト優勝機体、名大航空部競技⽤グライダー、スペースバルーン、ChubuSat 展示

主催 一般社団法人 ⽇本流体⼒学会 第31回国際衝撃波シンポジウムISSW31実⾏委員会
企画 名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻
後援 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市

お問い合わせ先: 名古屋大学 原 進 haras@nuae.nagoya-u.ac.jp

敬称略

か

この講演会は科学科学科学科学研究費補助金（研究成果公開促進費）研究費補助金（研究成果公開促進費）研究費補助金（研究成果公開促進費）研究費補助金（研究成果公開促進費） 16HP0707 16HP0707 16HP0707 16HP0707 の補助を受けて開催されます。

第31回 国際衝撃波シンポジウム 市⺠講演会

MRJ (Mitsubishi Regional Jet) 提供:三菱航空機㈱
H-IIA ロケット
提供:三菱重工業㈱

　資料８
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科学研究費補助⾦（研究成果公開促進費）一般向け公開講演会 
一般社団法人 ⽇本流体⼒学会 第 31 回国際衝撃波シンポジウム ISSW31 実⾏委員会 主催 

名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 企画 
 

CHUBU が育てた⾶⾏機とロケット、空を翔
か

ける！    

 
⽇時：平成 29 年 7 月 9 ⽇（⽇）開場 12:30 講演会 13:00-15:00 展示会 15:00-16:00 
会場：名古屋大学豊田講堂（名古屋市千種区不⽼町） 地下鉄名城線「名古屋大学駅」２番出口下⾞ 
対象：どなたでもご参加いただけます（おもに小学校⾼学年以上むき） 入場無料・事前参加申込不要 
 
 ＣＨＵＢＵ－中部地方は⽇本の航空宇宙産業の一大拠点となっています。知っているようで知らない
中部のとってもスゴイ技術―中部が育てた⾶⾏機とロケットについて、開発の最前線に⽴たれているお
２人の講演者に、わかりやすくお話いただきます。また、名古屋大学内には航空宇宙分野で活躍する学
生がたくさんいます。鳥人間コンテストやスペースバルーンなど、空に翔ける名大生スピリットを感じ
られる展示もご用意しました。 

航空宇宙に関する魅⼒がギュッと詰まった⽇曜午後の名古屋大学豊田講堂へぜひお出かけください。 
 
プログラム（敬称略）： 
 
１２：３０ 開場 
１３：００－１３：０５ 
   オープニング 「ようこそ、７５年間 空を翔けてきた名古屋大学へ」  

名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻⻑ 原   進 
 
１３：０５－１３：５５   
ロケットの講演 「CHUBU が作るロケットの話」 

三菱重工業㈱ 防衛・宇宙ドメイン 宇宙事業部 宇宙機器技術部 
主席技師（H-IIA/B エンジン プロジェクト・マネージャー）安井 正明 

 
（１０分間休憩） 
 
１４：０５－１４：５５   
⾶⾏機の講演 「国産旅客機 MRJ (Mitsubishi Regional Jet) を世界の空へ」 
    三菱航空機㈱ 技術本部 副本部⻑ 佐倉  潔 
 
１４：５５－１５：００ 講演会クロージング・豊田講堂内ホワイエへ移動 
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１５：００－１６：００ 
航空宇宙関係学生団体活動展示  “The Student Spirit of Aerospace” 
 一般向け公開講演会の後、この講演会にご参加のみなさまには、航空宇宙分野に関係する名古屋大学
生の最近の活躍をご覧いただけます。（展示予定団体 各団体の都合により予告なしに変更する場合があります。） 
 
・ 名古屋大学 AirCraft 

よみうりテレビ「鳥人間コンテスト 2016 タイムトライアル部門優勝」の実機を展示予定 
 
・ 名古屋大学航空部 

創部６２年の伝統ある名大航空部が大会で実際に使っている競技用グライダーを展示予定 
 

・ 名古屋大学宇宙開発チーム NAFT 
上空 30 キロから⻘い地球のリアルな様子を撮影するスペースバルーンに関する展示を予定 

 
・ 名古屋大学博⼠課程教育リーディングプログラム「フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム」 
  名古屋大学発の超小型科学衛星”ChubuSat”（チューブサット）プロジェクトでの学生の活躍を紹介 
 
・ 名古屋大学⾶⾏ロボットサークル NAVIX 

全⽇本学生⾶⾏ロボットコンテストの常連―NAVIX の⾶⾏ロボットを展示予定 
 

会場（名古屋大学豊田講堂）地下鉄名城線 名古屋大学駅 ２番出入口 
※ 地下鉄やバスをご利⽤ください。⾃家⽤⾞でのご来場はご遠慮ください。 
   豊田講堂内での飲食はできません。大学敷地内のほとんどの場所は禁煙です。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先   名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 
原  進 haras@nuae.nagoya-u.ac.jp 電話 052-789-4416 

地下鉄 

名古屋大学駅 

２番出入口 

会場  豊田講堂 
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資料９ 

名古屋大学全学同窓会マレーシア支部・マラヤ大学講演会 

＜概要＞ 

１．日程：2017年 7月 31日（月）9:00～13:00 

２．場所：マラヤ大学 University of Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia 

The Dewan Tunku Canselor (Tunku Chancellor Hall) 

３．主催：名古屋大学全学同窓会マレーシア支部、マラヤ大学 

４．後援：名古屋大学全学同窓会、名古屋大学 

５．講師：益川敏英 名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構 機構長、特別教授 

６．講演：対談形式 

対談者：Dr Harith Ahmad氏 

Distinguished Professor, 

Department of Physics, Faculty of Science, University of 

Malaya 

モデレーター：杉山直教授（理学研究科長） 

時間：講演 10:00 ～11:30 質疑応答 11:30～12:00 

７．マレーシアでの主な出席者 

マラヤ大学及び他大学の教員・大学生・大学院生、科学関係研究所の研究員、高

校生、一般(日本大使館関係者、国際交流基金クアラルンプール日本文化センター

関係者、マレーシア日本大使館特命全権大使も招待予定) 

８．開催の主旨・目的 

名古屋大学全学同窓会マレーシア支部の活動の一環として、ノーベル賞学者を多

く輩出している名古屋大学から、益川先生をお招きし、ご講演いただくことで、

マレーシアの研究者、次代の研究者を目指す学生たちにマレーシア初のノーベル

賞を生み出すためのモチベーションを持ってもらうこと。また、それにつながる

研究のためのネットワーク作りをすること。 

９．参加者数（定員） 

1,000人 
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資料１０

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

5日(月)、
14日(金)

役員会

18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)

3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)

12日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、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)

19日(水)
教授会(情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、医学系研究科、工学部・工学
研究科、国際開発研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

20日(木) 教授会(創薬科学研究科)

21日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

26日(水)
教授会(文学部・人文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、
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、宇
宙地球環境研究所、総合保健体育科学センター)

28日(金) 教授会(環境医学研究所)

名古屋大学　平成29年7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

3月14日(火)～
7月8日(土)
(日・月曜日休
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

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)

7月18日(火)～
11月10日(金)
(土・日・祝日お
よび8月12日～
15日休館(10月
21日臨時開館))

6月29日(木)
第6回減災連携研究センターシン
ポジウム「地震予測の現状と課
題」

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～17：30
講演題目：「活断層地震の予測の現状と課題」
講演者：鈴木康弘(減災連携研究センター教授)
講演題目：「全国地震動予測地図の現状と課題」
講演者：藤原広行氏(国立研究開発法人防災科学技術研究所主任
研究員)
講演題目：「地震予知と大震法の現状と将来」
講演者：鷺谷　威(減災連携研究センター教授)
内容：講演、パネルディスカッション
対象：センター関係者、一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

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：「わが国におけるがん治療の現状と動向」
講演者：堀田知光氏(国立研究開発法人国立がん研究センター名誉
総長)
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1日(土)
人文学研究科2017年度大学院説
明会(オープンキャンパス)

場所：経済学部2階カンファレンスホール、文学部本館
時間：14：00～17：00
内容：研究科長の挨拶、研究科の紹介、入学試験の説明、個別相
談会(教員および在学生との質疑応答、 留学生相談コーナー)、在
学生によるポスター発表

文系事務部教務課
(文学部・人文学研究科)
hum@adm.nagoya-u.ac.jp

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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7月2日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第21回法学部

場所：河合塾名古屋キャンパス名古屋校(名古屋市中村区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「『政治＝選挙』イメージの再検討－政治はどこにあるの
か？－」
講演者：田村哲樹(法学研究科教授)
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
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］
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

7月3日(月)
第74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：「明応地震津波の謎を考える」
講演者：浦谷裕明(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

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1階玄関、減災ホール
時間：10：00～10：30
内容：看板上掲式、来賓あいさつ(大村秀章愛知県知事、河村たか
し名古屋市長、松尾本学総長が参加予定)

減災連携研究センター
052-789-3468

7月8日(土) 第2回Tongaliシンポジウム

場所：ミッドランドスクエア8階東海東京証券ホール(名古屋市中村
区)
時間：13：00～18：00
講演題目：「近大マグロで天下取り－トンガリ方教えます！－」
講演者：大久保良雄氏(株式会社Oak-Jソリューションズ代表取締
役)
講演題目：「旧帝大からスタートアップ！？」
講演者：武永修一氏(株式会社オークファン代表取締役社長)
内容：講演、イノベーターズトーク、他
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料(情報交換会は学生500円、学生以外1,000円)

学術研究・産学官連携推進本
052-747-6490

7月8日(土)
国際開発研究科
オープンキャンパス2017

場所：国際開発研究科棟
時間：11：00～16：00
内容：留学生相談、施設見学、展示、導入・在校生による研究科紹
介、全体説明会、専攻別説明会と個別相談、他
対象：受験希望者

文系事務部教務課(国際開発)
opencampus@gsid.nagoya-u.ac.jp

7月8日(土)、
7月22日(土)、
8月5日(土)、
8月26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

7月9日(日)

第31回国際衝撃波シンポジウム
一般向けイベント「CHUBUが育て
た飛行機とロケット、空を翔け
る！」

場所：豊田講堂
時間：13：00～16：00
講演題目：「ようこそ、75年間 空を翔けてきた名古屋大学へ」
講演者：原　進(工学研究科教授)
講演題目：「CHUBUが作るロケットの話」
講演者：安井正明氏(三菱重工業株式会社主席技師)
講演題目：「国産旅客機MRJ(Mitsubishi Regional Jet)を世界の空
へ」
講演者：佐倉　潔氏(三菱航空機株式会社技術本部副本部⻑)
内容：講演、航空宇宙関係学生団体活動展示
対象：主に小学校高学年以上、一般
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
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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
講演題目：「電力系統における蓄電池利用・制御技術：概要と国内
動向」
講演者：石亀篤司氏(大阪府立大学教授)
講演題目：「電力系統における蓄電池利用・制御技術：海外動向」
講演者：佐々木　豊氏(広島大学助教)
講演題目：「地域エネルギー事業におけるVPPの活用」
講演者：平形直人氏(株式会社NTTファシリティーズ中央)
講演題目：「VPPによる蓄電池制御の配電系統への影響評価手法」
講演者：八太啓行氏(一般財団法人電力中央研究所)
内容：講演、総合討論
定員：100名
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15日(土)、
8月19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19日(水) 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：「地下空洞と地盤災害」
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

7月21日(金)

高等教育研究センター
第141回招へいセミナー／第2回ア
ドミッション担当教職員支援セミ
ナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「高大接続改革に何が欠けているのか」
講演者：荒井克弘氏(東北大学名誉教授)
内容：70年目を迎えた戦後学制のスタートに立ち戻り、その出発点
に仕掛けられた高大接続の不連続に焦点をあてる
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21日(金)～
8月31日(木)

夏休みあいちサイエンスフェスティ
バル2017

場所：愛知県全域および周辺地域の大学・科学館・まちなか、他
内容：サイエンスやものづくりを楽しむ地域科学祭
対象：小学生、中学生、高校生中心

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

7月22日(土)
遺伝子実験施設
第16回Jr.サイエンス教室
「遺伝子を見てみよう」

場所：遺伝子実験施設、理学部G館1階生物実習室(G113)
時間：13：00～16：00
講演題目：「DNAって何だろう？」、「ブロッコリーからDNAを取り出し
てみよう」
講演者：井原邦夫(遺伝子実験施設准教授)、松尾拓哉(同講師)
内容：遺伝学の基礎に触れる
定員：20名
対象：小学校5、6年生と中学生(保護者の付き添いも可)
参加費：無料

遺伝子実験施設
052-789-3086

7月24日(月) 入試説明会(高校教員対象)

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：9：30～11：30
趣旨：高校教員等に対して本学に関する各種情報提供を行うことに
より、適切な進路指導の一助となるよう入試説明会を実施する
説明者：木俣元一(人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究
センター教授・副総長)、各学部入試委員等(未定)、永野拓矢(教育
基盤連携本部アドミッション部門准教授)
内容：各学部の概要と入試案内を各学部の入試委員等から説明す
る
定員：500名
対象：高校教員(受験産業の担当者の来場も可)
参加費：無料

教育推進部入試課
052-789-5765
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7月24日(月)
平成29年度第3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
講演者：相原玲二氏(広島大学教授)
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

7月25日(火)～
10月21日(土)
(日・月曜日およ
び8月12日～15
日休館)

第35回博物館企画展
「ムシの世界」

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28日(金)
第3回教育基盤連携本部セミナー
「総合的評価のためのテストスコ
ア合成の考え方」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「総合的評価のためのテストスコア合成の考え方」
講演者：加藤健太郎氏(ベネッセ教育総合研究所主任研究員)
定員：160名
対象：大学関係者
参加費：無料

教育基盤連携本部
052-747-6942

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

7月31日(月) Campus Concert

場所：豊田講堂
時間：18：00～
演奏曲目：「愛の挨拶」(エドワード・エルガー)、「アヴェマリア」(ジュリ
オ・カッチーニ)、「ピアノ三重奏第1番ロ長調1楽章」(ヨハネス・ブラー
ムス)
出演：安田有沙氏(ピアノ)、清水　綾氏(ヴァイオリン)、石本卓斗氏
(チェロ)
対象：幼児以上、一般
参加費：無料

総務部広報渉外課
052-747-6558

8月1日(火)、
2日(水)

教育発達科学研究科・心の発達
支援研究実践センター公開講座
「認知行動療法セミナー」

場所：教育学部E演習室
時間：13：00～16：15
講演者：David J.Kutz氏(ニューメキシコ大学准教授)
ニューメキシコ大学医学部臨床准教授
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2日(水)～
4日(金)、
21日(月)

多元数理科学研究科2017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：「科学的宇宙観の歴史」
講演者：泉　圭介(基礎理論研究センター助教)
講演題目：「ピックの公式」
講演者：伊藤　敦(多元数理科学研究科助教)
講演題目：「Banach–Tarskiのパラドックス」
講演者：鈴木悠平(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
052-789-5563
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8月3日(木)

チュラロンコン大学－名古屋大学
学術交流協定25周年記念シンポ
ジウム「国際産学連携を牽引する
人材の育成を目指して(Leading
the Future tbrough Innovation：
Asia-Link Symposium in Bangkok
2017)」

場所：タイ王国チュラロンコン大学政治学部カセム・ウタヤニン・ビル
13階カセム・スワナクン・ホール
時間：9：30～17：45(タイ標準時)
講演題目：「タイの科学技術政策と国際連携(仮題)」
講演者：タイ国政府機関(予定)
講演題目：「産業競争力強化に向けた産学官連携プラットフォーム・
エコシステムの構築」
講演者：ユッカ・ビータネン氏(Resolute HQ Inc., CEO)
講演題目：「持続的社会に向けたトヨタの環境戦略」
講演者：古賀伸彦氏(トヨタ自動車株式会社未来開拓室室長)
講演題目：「バンコクにおける渋滞緩和プロジェクト『サトーン・モデ
ル』」
講演者：ソーラウィット・ナルピティ氏(チュラロンコン大学准教授)
講演題目：「CFRPの航空機・自動車への応用の現状と展望」
講演者：石川隆司(ナショナルコンポジットセンター特任教授)
内容：グローバルな視野と広範な学識に基づき実践的に活躍できる
産業人材を育成するために、産・官・学がそれぞれどのような役割を
担うべきか議論を深め、有機的連携を図る交流の契機とし、アジア
の産業競争力強化につなげることを目指す
定員：300名
対象：タイと日本、アジア諸国(ベトナム、ラオス、他)の大学(教職員・
学生)、研究機関、産業界(日系企業・タイ企業)、行政、産業支援機
関、産学官連携関係者、他
参加費：無料

未来社会創造機構
052-747-6390

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)

場所：理学南館1階セミナー室
時間：10：00～16：00
テーマ：「素粒子を見る！－暗黒物質・ピラミッドの中も見えるか
も！？－」
内容：霧箱を使って素粒子の濃さや形を観察、最先端の測定装置が
ならぶ研究現場の見学
定員：各20名
対象：中学生(8/5)、高校生(8/6)
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

8月10日(木)

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：プラズマについての講義、質疑応答、デモンストレーション、他
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19日(土)

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：「ウニの受精・発生観察とその分子機構」
内容：海岸動物を観察することで生物多様性や生態分類について学
習する。またウニ等の海岸動物を採集し受精発生のようすを観察し
て、生命誕生のしくみについて習得する
定員：20名
対象：中学生、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22日(火)、
23日(水)

場所：IB電子情報館南棟4階462号室
時間：10：00～17：00(8/22)、10：00～17：30(8/23)
テーマ：「3DプリンタとVR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
タとVRの医療応用について学ぶ
定員：16名
対象：中学生、高校生(両日参加可能な方)
参加費：無料

情報学研究科
助教　小田昌宏
052-789-5688

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
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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
定員：15名
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、実体顕微鏡、走査型電子顕微
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

8月8日(火)、
8月9日(水)
8月10日(木)

2017年度オープンキャンパス

場所：東山キャンパス、大幸キャンパス(医学部保健学科)
時間：9：30～17：00
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(学部企画
に参加する場合は、事前の申し込みが必要(全学部定員制)。一人１
学部のみ申し込み可能。)
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
052-789-5765

8月26日(土)、
27日(日)

第54回地球教室－フィールドセミ
ナー－「愛知県の石 ピッチストー
ンってどんな石？」

場所：博物館、鳳来寺山(愛知県新城市)
時間：13：30～16：30(8/26)、9：00～16：30(8/27)
内容：松脂岩(英語でピッチストーン)と呼ばれる岩石について学習し
その主要産地の鳳来寺山に出かける
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：2,000円(バス代・保険代)

博物館事務室
052-789-5767

8月26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7回「企業と博
士人材の交流会」

場所：豊田講堂
時間：9：30～17：40
内容：ポスターセッション、交流セッション
対象：博士課程後期課程学生、ポストドクター、特任助教

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

8月26日(土)
教育学部附属高等学校
第1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　原　順子
052-789-2680

8月28日(月)～
30日(水)

理学研究科第26回公開セミナー
「天文学の最前線－宇宙における
爆発・衝突現象－」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール(8/28)、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(8/29)、野依学術記念交流
館(8/30)
時間：10：00～18：30(8/28)、10：00～19：00(8/29)、
10：00～15：30(8/30)
内容：講演、座談会、プラネタリウム、体験型研究室紹介、他
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：500円(生徒・学生)、2,000円(一般・教員)(資料代含む)

理学研究科
特任准教授　山岡和貴
052-789-4333

8月31日(木)
理学部装置開発室公開講座
「3D工房」

場所：工学部7号館B棟2階716講義室、ES総合館1階ES会議室、理
学部E館E-B115室
時間：9：00～17：00
内容：3D-CADと3Dプリンタの体験実習
定員：35名
対象：高校生以上でパソコンの使える方
参加費：500円(傷害保険料含む)

全学技術センター理学部装置開発室
052-789-2439
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9月5日(火)～
10月31日(火)
(期間内の火・
木曜日)

平成29年度名古屋大学公開講座

場所：ES総合館1階ESホール
時間：18：00～19：30
テーマ：「格差の様相－多様性と成長」
定員：200名
対象：一般(満18歳以上)
参加費：8,430円(全10回)

研究協力部社会連携課
052-747-6584

9月9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3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：「木の科学-Timber Science-」
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：木材の物理的性質・水分・乾燥・変形、木材の表面割れ・反り
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］
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

9月20日(水)、
10月14日(土)

博物館コンサート NUMCo

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「アイルランド音楽」(9/20)
出演：小松　大氏、他
テーマ：「テノ－ル・ソプラノコンサ－ト」
出演：井原義則氏
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月14日(火)、
12月1日(土)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
門」第14回、第15回グローバル人
材のための国際情勢講座

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
対象：学生、一般
参加費：無料

[第14回](11/14)
時間：14：30～15：30
講演者：リチャード・コート氏(駐日オーストラリア大使)

[第15回](12/1)
時間：12：10～13：40
講演題目：「Brexit後の不確定な時代における日英協力」
講演者：ポール・マデン氏(駐日英国大使)
内容：EU離脱後の不確定な時代における日英協力ついて講演する
(使用言語は英語)

PhD登龍門推進室
052-789-5717

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
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名古屋大学部局長会・
教育研究評議会・
事務企画連絡協議会
合同暑気払い「夕涼み会」
平成29年7月18日（火）17:30～

資料11
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これまでの様子
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【お申し込み・お問い合わせ】
参加ご希望の方は、所属・氏名・意見交換会の出欠を記入して、e-mailでご提出ください。
また、ホームページからのお申し込みも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

名古屋大学協力会事務局　【電話／FAX】 052-782-1811
【e-mail】 kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp　【HP】 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/29-1.html
【主催】 名古屋大学協力会
 中部経済産業局、愛知県、公益財団法人 科学技術交流財団、一般社団法人中部経済連合会、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、
 一般社団法人中部産業連盟、独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部、公益財団法人 名古屋産業科学研究所、
 特定非営利活動法人バイオものづくり中部

事前申込制（定員200名　先着順）

7/1

名古屋大学副総長 学術研究・産学官連携推進本部長　財満 鎭明
開会挨拶　［14：00～14：05］

基調講演

国立がん研究センター 名誉総長
国立病院機構名古屋医療センター　堀田 知光

［14：05～15：05］

わが国におけるがん治療の
現状と動向

名古屋大学 未来社会創造機構、
名古屋大学プラズマ医療科学国際イノベーションセンター
名古屋大学工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター

教授　堀　勝

［16：00～16：30］2講演
大気圧プラズマによる
がん治療への挑戦

名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター
副センター長　水野 正明

［15：15～16：00］1講演
名古屋大学における
先端医療開発と産官学連携

名古屋大学附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 
特任講師　奥野 友介

［16：30～17：00］3講演
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

【講演会】 無料
【交流会】 会員：無料
 非会員：3,000円
 学生：1,000円

参加費

13：00～18：10
【総　会】 13：00～13：50
【講演会】 14：00～17：00
【交流会】 17：10～18：10

時　間

【総　会】
　　　名古屋大学 ES総合館 ES会議室
【講演会】
　　　名古屋大学 ES総合館 ESホール
【交流会】
　　　名古屋大学 ES総合館 エントランスホール

〒464-8602  名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線「名古屋大学」駅出口下車徒歩3分
http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/access/campusmap.html

会　場

講演会

がん治療開発の最前線がん治療開発の最前線
平成29年度名古屋大学協力会総会・講演会

後援【予定】



経済学部
カンファレンスホール（2階）

文学部本館
文系共同館

世界を読み解き、世界を創造する人文学の英知を探求します平成30年4月入学
生を募集!!

71土

勇気ある知識人を
育てる

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 B4-4（700） 名古屋大学文系総合館
文系教務課 文学部・人文学研究科担当名古屋大学

NAGOYA UNIVERSITY

名古屋大学大学院人文学研究科
The Graduate School of Humanities

hum@adm.nagoya-u.ac.jp http://www.hum.nagoya-u.ac.jp/
MAIL HOMEPAGE

連絡先

地下鉄名城線・名古屋大学駅
「1番出口」から徒歩2分

Access

経済学部
カンファレンスホール

午後２時～5時

名古屋大学

プログラム

●挨拶
●研究科の紹介
●入学試験の説明
●個別相談会

教員および在学生との質疑応答
留学生相談コーナー

●在学生に
よるポスター発表

（ ）

1
午後２時

時 間

午後２時

名古屋大学
場 所

文学部棟

全体会

個別
相談会

月入学生を募集!!

説明会2017オープンキャンパス説明会 オープンキャンパス



建築耐震学者 浦谷 裕明さん

名古屋大学減災連携研究センター

エネルギー防災寄附研究部門助教

明応地震津波の謎を考える

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

名古屋大学減災館減災ギャラリー

★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。

2017. 7. 3（月 )   18:00 ～ 19:30

Guest 

げんさいカフェは、「南海トラフ広域地震防災げんさいカフェは、「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。研究プロジェクト」との共催で実施しています。

GEN SCIENCE CAFE 

げんさいカフェ
【第 74回】

減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月に１回のサイエンス・カフェ。

今回のテーマは 1498 年にこの地方を襲った「明応地震」です。戦国時代の混乱の中で起きた

この地震、記録が少ないこともあってその実像は必ずしもはっきりしていません。最新の研究

で見えてきたその謎に迫ります。

Facilitator　　隈本 邦彦
江戸川大学教授／
名古屋大学減災連携研究センター客員教授



会場
2017.7.8

S
A
T

ミッドランドスクエア８F 東海東京証券ホール

13:00～18:00
参加者
募集

FREE
EVENT

主催：名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部　共催：岐阜大学 研究推進・社会連携機構、豊橋技術科学大学 研究推進アドミニストレーションセンター、
名古屋工業大学 産学官連携センター、三重大学 社会連携研究センター　協力：東海東京証券㈱

情報交換会 18:00 ～19:00

社会で成
功する

ための
秘訣は？

ベンチャーって
儲かるの
？

新しい
ことに

挑戦したい
！

Tongal i  シンポジウム

 第2回
Tongali

シンポ
ジウム

開催！

トン
ガる
こと
を

企業のトップと話したい！

セミ
ナー

参加
無料

夢の

ため
に

起業
しよ
うと

考え
てい
る

トップ
レベ
ルの
起業
家たち

が集
結。

完全
オフレ

コのワ
ークシ

ョップ
を開
催しま

す！恐れ
るな！

基調講演
1 基調講演

2

近大マグロで天下取り 
～ トンガリ方教えます！ ～

近大マグロで天下取り 
～ トンガリ方教えます！ ～

大久保 良雄氏
株式会社Oak-Jソリューションズ  代表取締役

旧帝大から
スタートアップ!?

旧帝大から
スタートアップ!?

旧帝大から
スタートアップ!?

旧帝大から
スタートアップ!?

武永 修一氏
株式会社オークファン 代表取締役



Tongaliプロジェクトとは？

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

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

　名古屋大学では、この地から積極的に事業化にチャレンジするリーダーを輩出するために、学生、大学院生、卒業生
を対象とするアントレプレナーシップ教育「Tongali（とんがり）プロジェクト」を実施します。Tongaliプロジェクトは、アイ
ディア創発から起業までを、初歩から段階的に学べるシステムとなっており、また、起業経験を持つ方々に直接メンタリン
グを受けられる体制を取っています。
　名古屋大学は、このプロジェクトを通して、東海地域の産業の活性化、雇用の創出に貢献するとともに、グローバルな
イノベーションエコシステムの構築に取り組んでいきます。

タイムスケジュール
挨拶 （名古屋大学 理事（学術研究・産学官担当）・副総長 財満 鎭明）■13:00～

Tongaliスクールについて■17:35～

挨拶■17:55～

イノベーターズトーク 「 カリスマに聴け！ 」■14:45～
テーマ① 「学生時代に起業はありか？」
テーマ② 「START UPに一番大切なことは？」
テーマ③ 「START UP は本当に儲かるか！」

基調講演Ⅰ
「近大マグロで天下取り ～トンガリ方教えます！～」
（株式会社Oak-Jソリューションズ　代表取締役 大久保 良雄 氏）

■13:10～

基調講演Ⅱ
「旧帝大からスタートアップ!?」
（株式会社オークファン　代表取締役 武永 修一 氏）

■13:50～

※参加者は変更になる場合がございます。

総合在宅医療クリニック 院長 ／
一般社団法人Peace Co 理事

市橋 亮一

日本ベンチャーキャピタル㈱
執行役員

北岡 侑子

㈱ミライプロジェクト 代表取締役
㈱エイチーム 取締役

牧野 隆広
㈱スタッフブリッジ 
代表取締役

川島 勝士

セレンディップ・コンサルティング㈱
代表取締役会長

高村 徳康

㈱グローバルママ・ゲートウェイ
代表取締役

矢上 清乃

㈱オークファン
代表取締役

武永 修一
スローガン㈱
共同創業者＆Executive Fellow

織田 一彰

㈱ヘルスケアシステムズ
代表取締役

瀧本 陽介
㈱Oak-Jソリューションズ
代表取締役

大久保 良雄

イノベーターズ（予定）

申し込み方法 申し込み締切 ： 2017年7月6日（木）

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 052-747-6490 E-mail tongali@aip.nagoya-u.ac.jp

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

お問い
合わせ

詳しくはTongali プロジェクトホームページで

 第2回　To n g a l i  シンポジウム開催！

情報交換会 ■18:00～
参加費：学生￥500、学生以外￥1,000

Tongali プロジェクトホームページよりお申込みください。

JR「名古屋駅」桜通口（徒歩約5分）、名鉄「名古屋駅」中央改札口（徒歩約3分）、近鉄「名古屋駅」正面改札口（徒歩約3分）
地下鉄「名古屋駅」東山線南改札口（徒歩約1分）※名駅地下街サンロードから「ミッドランド スクエア」の連絡口5カ所に直結

東海地域の大学に在籍する学生、大学院生、卒業生

参加費：学生￥500、学生以外￥1,000

名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部　
岐阜大学研究推進・社会連携機構、豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター、
名古屋工業大学産学官連携センター、三重大学社会連携研究センター　
東海東京証券㈱

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７－１

 （18:00～19:00　情報交換会　　                            　　　　東海東京証券ホール内 ）

ミッドランドスクエア８F 東海東京証券ホール

2017年7月8日（土） 13：00～18：00
会場参加者
募集

FREE
EVENT



OPEN
CAMPUS

2017

名古屋大学大学院国際開発研究科
国際開発専攻　国際協力専攻

2018年
4月入学

国際開発研究科棟
地下鉄名城線「名古屋大学」下車

（052）789-4957
（052）789-4921

〒464-8601  名古屋市千種区不老町　名古屋大学 文系教務課（文系総合館１F） 国際開発研究科担当窓口
オープン・キャンパス：

opencampus@gsid.nagoya-u.ac.jp

在校生による紹介

全体説明会

専攻別説明会・個別相談

13:00  13:50

14:00  14:45

15:00  16:00

11:00  14:00

11:00  16:00

留学生相談会

施設見学･展示

7月8日（土）

電話

FAX
E-mail

お問い合わせ資料の請求は

会場

8月 3 日（木）

9月13日（水）
9 日（水）

14日（木）
願書受付

試　　験

願書受付

試　　験

12月25日（月）
2月 1 日（木）

1月5日（金）
2 日（金）

2017年 2018年

12月25日（月）
2 月8日（木）

1月5日（金）
2017年 2018年

途中参加も可能です

博士課程前期課程入試

日時

2017年
10月入学

6月12日（月）
7月25日（火）

16日（金）願書受付

試　　験

博士課程後期課程入試

2018年
4月入学

願書受付

試　　験

2018年4月入学二期募集

（予約不要）

入　試：

jimu-q@gsid.nagoya-u.ac.jp



   

 場 所： 名古屋大学 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 
  日 時： 平成29（2017）年7月13日（木） 
       13：30～17：00 
  定 員： 100名     参加費： 無料    

     主 催： 名古屋大学 未来材料・システム研究所 
    協 賛： 電気学会東海支部，IEEE Nagoya Section 
     事前申込先： 名古屋大学 未来材料・システム研究所 寄附研究部門  
                 （URL:  http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/）  
      TEL： 052-789-2098   FAX： 052-789-2108 E-mail:： mmatsuda@nuee.nagoya-u.ac.jp   
                ※当日受付もいたしますが、可能なかぎり事前のお申込みをお願いいたします。 

                      申込み締切り：7月5日(水） 

 

 

 
 

 

 

■ 講演内容 ■ 
 

  「電力系統における蓄電池利用・制御技術：概要と国内動向」 

                    石亀  篤司（大阪府立大学 教授） 

  「電力系統における蓄電池利用・制御技術：海外動向」 

                       佐々木  豊（広島大学 助教） 

  「地域エネルギー事業におけるVPPの活用」 

          平形  直人（株式会社NTTファシリティーズ中央） 

  「VPPによる蓄電池制御の配電系統への影響評価手法」 

            八太  啓行（一般財団法人 電力中央研究所 ）    

 

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）」 

http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/
http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/
http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/


 
 
 
 
 

Ⅰ夏と秋の植物 
  2017 7/18(火)～11/10(金)  

Ⅱ冬と春の植物   
  2017 11/20(月)～2018 3/24(土) 

会場  

 名古屋大学博物館 
 野外観察園 
 セミナーハウス2F 
 

入場無料 お問い合わせ   名古屋大学博物館 
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 
TEL: 052-789-5767   FAX: 052-789-5896 

 
開館 : 平日10時～16時 
        10/21 
休館 : 土・日・祝日 
        8/12 ～ 8/15 
        12/29 ～ 2018 1/3 

地下鉄名城線名古屋大学駅 
１番出口徒歩８分 

野
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ト 
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館
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⾼⼤接続改⾰に何が⽋けているのか 

荒井 克弘 ⽒ （東北⼤学名誉教授・⼤学⼊試センター名誉教授） 

講演概要 ⼤学⼊試と云わず、敢えて⾼⼤接続と表現して関係者が訴えたかったものは何である

のか。「受験競争の緩和による⾼校教育の空洞化」なのか、「グローバル化する世界で必

要とされる資質・能⼒の育成」なのか。だが、依然として改⾰の進捗は滞り、迷⾛を続

けている。 

本報告では、70 年⽬を迎えた戦後学制のスタートに⽴ち戻り、その出発点に仕掛けら

れた⾼⼤接続の不連続に焦点をあててみたい。ヒントがそこにあると思われるからであ

る。 

 

2017 年 7 ⽉ 21 ⽇（⾦） 15:00－17:00  
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 7F カンファレンスホール 

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 

名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 141 回招聘セミナー 
第 2 回「アドミッション担当教職員⽀援セミナー」 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キュウリのつるにスイカが実ることはありません。犬から猫が生まれることもありません。生き物が自分と 

よく似た子孫を生み出せるのは、それぞれが独自の設計図である「遺伝子」をもっているからで、その遺伝子は

「DNA(ディーエヌエー)」とよばれる物質からできています。生き物は無数の「細胞」から出来ていますが、   

「遺伝子」は個々の細胞のなかにある「核」とよばれる場所に納められています。 

 名古屋大学遺伝子実験施設では、科学に興味のある小中学生を対象に、自分の目で「核」や「DNA」を観察し、

遺伝学の基礎に触れていただくための教室を開催致します。 

応募方法  
参加希望者は、①氏名(ふり仮名)、②性別

③学校名、④学年、⑤連絡先（郵便番号、

住所、電話番号、E-mail アドレス）、⑥参加

を希望する理由（数行で簡単に書いてくだ

さい）、⑦保護者の氏名、⑧保護者の参加

希望の有無、⑨この募集を何で知ったか、

を A4 版の用紙（特に指定はありません）に

記載し、右記の宛先まで郵送またはメール

でお送りください。応募者多数の場合は 

ご希望に添えない場合もあります。 

ご応募お待ちしています！！ 

第 16回 Jr.サイエンス教室 

 

日 時： 平成 29年 7月 22日（土曜日）午後１時～午後４時  
 

場 所： 名古屋大学 遺伝子実験施設 
 

参加資格： 小学校５・６年生と中学生 

募集人数： 受講者20名程度（保護者の付き添いも可） 

内 容：   １．「遺伝子」と「DNA」についての簡単な説明。 

２．細胞の「核」を見てみよう。 

３．細胞から「DNA」をとりだしてみよう。 

 
 

応募締め切り 

平成 29 年 6 月 21 日（水曜日） 

募集締切り 

〒464-8602 名古屋市千種区不老町 

 名古屋大学遺伝子実験施設  

 Jr.サイエンス教室 担当係  
E-mail  jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp   

http://www.gene.nagoya-u.ac.jp 
 

宛 先 

遺遺遺伝伝伝子子子ををを見見見てててみみみよよよううう   

名古屋大学遺伝子実験施設 
 









本山

八事
名大南

名古屋大学前

ES総合館

名古屋大学駅
地下鉄

郵便局

豊田講堂

【 氏 名 】 【講 演 会】【 総 会 】【 会 員 】 【 e - m a i l 】

参加申込書

会社名

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

会　員・非会員

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

TEL.

　現在、日本では「2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死
亡する」と言われ、死亡率は増加の一途をたどっています。医学
薬学の飛躍的進歩の中でも、依然、がんの脅威は治まらず、この
ことは医療費の高騰を招き社会的な大きな問題となっています。
国はこの解決策として、2012－2016年度の5年間、「がん対策推進
基本計画」を策定し、重点的に取り組むべき課題の一つとして「放
射線療法・化学療法・手術療法の更なる充実」を挙げています。
　本講演会では、国立研究開発法人国立がん研究センター名誉総
長の堀田知光様をお招きして、我が国におけるがん治療法の現状
と課題についてご講演いただき、つづいて名古屋大学におけるが
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）を紹介いたします。

アクセスマップ

お申し込み・お問い合わせ
　参加ご希望の方は、所属・氏名・意見交換会の出欠を記入して、e-mail でご提出く
ださい。また、ホームページからのお申し込みも可能ですのでご利用ください。ご不明
な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

【総会・講演会・交流会】
　　　名古屋大学  ES 総合館

〒464-8602  名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線「名古屋大学」駅出口下車徒歩3分

会場

名古屋大学協力会事務局
【電話／ FAX】 052-782-1811
【e-mail】 kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp
【HP】 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/post-19.html

キリトリ線

【交 流 会】

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

参　加・不参加

がん治療開発の最前線
平成29年度名古屋大学協力会総会・講演会 プログラム

基調講演［14:05～15:05］

　わが国におけるがんの生存率は早期発見技術と治療の進歩により着実に向上し
ている。しかし、がんの進行度やがん種によって生存率は大きく異なり、早期が
んでは 80％に達するが、進行期では 20% に満たないのが現状である。とくに希
少がんや難治性がんは有効な治療法が確立していない。がん治療は主に手術療
法、放射線療法、薬物療法もしくはこれらの組み合わせで行われる。最近では
ロボット手術、粒子線治療、免疫チェックポイント阻害薬などの新たな治療技術
ががん診療を変えつつあり、さらにゲノム情報を基盤として個人に適した診断と治
療選択を可能とするゲノム医療の実装化の時代を迎えている。

わが国におけるがん治療の現状と動向
国立がん研究センター 名誉総長

国立病院機構名古屋医療センター  堀田 知光

　常温常圧のプラズマ装置が開発され、プラズマ医療という未来医療への挑戦が
世界中で始まっている。名古屋大学は、プラズマ医療科学およびその応用研究に
おいて、世界トップを先導している。名古屋大学プラズマ医療科学国際イノベーショ
ンセンターにおいて、プラズマ研究者、医科学者、分子生物学者から成るプラズ
マ医療チームが、未来のがん治療に向けて取り組んでいる、最先端科学技術を
紹介する。

大気圧プラズマによるがん治療への挑戦
名古屋大学 未来社会創造機構、

名古屋大学プラズマ医療科学国際イノベーションセンター
名古屋大学工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター

教授  堀　勝

2講演 ［16:00～16:30］

　我が国は超高齢社会を迎え、医療もCURE から CARE へ大きく変わった。こ
れにより新規医療への期待は大いに膨らみ、それに応えるべく先端医療開発の
重要性が高まった。名古屋大学では総長の下、橋渡し研究推進のために名古屋
大学革新的医療技術創出拠点を整備し日本発の革新的医薬品・医療機器等をよ
り多く創出すべく努力してきた。本講演では拠点の現状と将来について紹介する。

名古屋大学における先端医療開発と
産官学連携

名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター
副センター長  水野 正明

1講演 ［15:15～16:00］

　遺伝子解析の技術は、次世代シーケンサーの出現により、ここ数年のうちに飛
躍的に進歩した。多くのがんについて原因となる遺伝子変異が発見され、治療法
の開発が進んでいる。研究成果が実際の治療に還元されるまでの時間も短縮して
おり、遺伝子解析を行った目の前の患者に、結果に基づく新たな治療法を届ける
ことも可能になった。次世代の遺伝子解析技術の概要と、私たちが進める小児が
ん・稀少がんの遺伝子解析と治療法の開発について概説する。

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

名古屋大学附属病院 先端医療・臨床研究支援センター
特任講師  奥野　友介

3講演 ［16:30～17:00］
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