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Development Office（ＤＯ室）の設置

Development Office

（DO室）

財務戦略室

事業推進G個人渉外G
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財務部
財務課

法人渉外G
（兼務） 周年PT

収益事業 募金活動
※ＤＯ室の機能と活動
・データマネジメント
・卒業生関係構築
・マルチチャネルコミュニケーション
・特別なイベント
・リサーチ
・潜在寄附者のマネジメント
・勧誘－ＤＭ，提案や個別対応
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名古屋大学 オープンキャンパス

OPEN CAMPUS 2017

●交通アクセス（東山キャンパス）地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車すぐ
　　　　　　　（大幸キャンパス）地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅下車徒歩5分

名古屋大学紹介
名古屋大学の入試、就職状況等の説明
「女性研究者からみた名古屋大学」講演
現役名大生による対談コーナー・キャンパスツアー
大学施設見学

・
・
・
・
・

参加申込は、携帯電話またはスマートフォンによって行ってください。
収容人数に限りがありますので、それぞれ定員になり次第、申込受付を終了します。
・
・

全体企画（会場：名古屋大学東山キャンパス）　９：３０～１７：００

個人情報の取り扱い
参加申込に係るメールアドレス、氏名、学年、高校名等の個人情報は、適切に管理し、オープン
キャンパスに関する連絡、参加者数の把握、統計、メールマガジンの発信等に利用し、利用目的
以外には使用しません。

申込期間 ： 平成２9年７月３日（月）16：00～１４日（金）17：00

学部企画に参加するには、事前申込が必要です。
お一人1学部のみ申し込むことができます。

全体企画は、事前申込不要です。どなたでも参加できます。
詳細は、名古屋大学ホームページで案内します。

【障害等に対する配慮】
　障害等のある方で、配慮が必要な方は、下記の「障がい者支援室」に7月14日（金）まで
にご相談ください。
　名古屋大学障がい者支援室
電話：052-747-6963（平日9：00～17：00）
e-mail：nudso@adm.nagoya-u.ac.jp

プログラム 参加申込について

8 火

9 水

10 木

3,412 豊田講堂、IB電子情報館、ES総合館

情報学部

豊田講堂、農学部各研究室、講義室

学部企画（会場：名古屋大学東山キャンパス、大幸キャンパス）

８月８日・９日・１０日
［TUE］ ［WED］ ［THU］

開催

※バーコード読み取り機能付き携帯電話で右の携帯電話用
　コードを読み取り、アクセスしてください。
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【日程】 8 月 8 日（火）～ 8 月 10 日（木） 

【場所】 名古屋大学東山キャンパス（医学部保健学科は、大幸キャンパス） 

【内容】 

＜学部企画＞ 

○ 8 月 8 日（火）

・教育学部：  学部紹介、模擬講義※、懇談会 

・経済学部：  学部紹介、模擬講義※、懇談会 

・工学部：   学部紹介・学科紹介◆、模擬講義◆、研究室見学◆、パネル展示等 

○ 8 月 9 日（水）

・法学部：    学部紹介、模擬講義、懇談会、施設見学■ 

・医学部医学科： 学科紹介、研究・教育・学生研究会・派遣留学制度の紹介 

・農学部：    学部紹介、オープンラボ◇、質問コーナー、施設見学  

○ 8 月 10 日（木）

・文学部：   学部紹介、学生生活の紹介、研究室公開 

・情報学部：  学部紹介※、学科紹介※、ミニ講義※、懇談会※、施設見学 

・理学部：   学部紹介※、学科紹介※、ﾌﾟﾘﾝｷﾋﾟｱ特別講演会※、保護者・教員説明会、施設見学 

・医学部保健学科：専攻紹介、実習室・研究室等の見学、懇談会 

  学部企画：学部紹介の様子（情報学部） 研究室見学（工学部） 
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【内容】 

＜全体企画＞ 

○ 各種講演※

・[名古屋大学紹介]

 名古屋大学の概要や、入試、就職、学生支援、課外活動等の状況を紹介します。 

・[女性研究者から見た名古屋大学] 

 名古屋大学の女性教員（研究者）からの情報発信を行います。 

・[名大生だからできる留学と国際交流] 

名古屋大学の各種留学制度の紹介、及び、国際交流の状況等について説明します。 

○ 学生企画※

・[対談コーナー]

名古屋大学の学生が、相談ブースにおいて、大学生活や受験勉強のこと等あらゆる 

相談に対応します。また、学生の実態調査等の展示も行います。 

 ・[キャンパスツアー] 

名古屋大学の学生が引率者となり、東山キャンパス内を大学生活の話を交えて、各 

建物や施設を紹介します。 

○ 大学施設見学

以下の施設を自由に見学できます。 

・附属図書館   ・博物館 ・野依記念物質科学研究館 

・2008 ノーベル賞展示室  ・赤﨑記念研究館 ・減災館 ・名古屋大学広報プラザ 

学生企画：対談コーナー付近の様子 キャンパスツアーの様子 

【備考】 

○昨年度のオープンキャンパスでは、三日間を通じて総勢約 1３，０００人の方に参加いただき

ました。

○取材可能な企画について

・※印の企画については、取材可能です。

・◆印の工学部の学部紹介・学科紹介については、豊田講堂（機械・航空宇宙工学科）において実施する

ものが、取材可能です。 

・◆印の工学部の模擬講義については、電気電子情報工学科の講義が取材可能です。 

・◆印の工学部の研究室見学については、環境土木系研究室において、11:10 頃から始まるものが取材 

可能です。 

・■印の法学部施設見学については、法学部ギャラリー及び法廷教室が取材可能です。 

・◇印の農学部のオープンラボについては、植物病理学研究分野、生物システム工学研究分野、 

栄養生化学研究分野及び土壌生物科学研究分野の 4 研究室が取材可能です。 

☆取材される場合は、8/4（金）17 時までに下記担当あてご連絡願います。 

（ 担当：名古屋大学入試課 

tel（052）789-2182 fax（052）789-2188 e-mail nyuusi@adm.nagoya-u.ac.jp ) 
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平成29年度

オープンキャンパス

8月 8 日（火）	 教育学部、経済学部、工学部

8月 9 日（水）	 法学部、医学部医学科、農学部

8月 10日（木）	 文学部、情報学部、理学部、医学部保健学科

◉	名古屋大学には、東山キャンパス・鶴舞キャンパス・大幸キャンパスと3つのキャンパス
がありますが、オープンキャンパスの主会場は東山キャンパスです。

◉	医学部保健学科は、大幸キャンパスで開催します。

目　　　次　

全体企画  ················································································· 01

８月 8日（火）	 教　育　学　部  ·········································· 03

経　済　学　部  ·········································· 04

工　　学　　部  ··········································· 05

８月 9日（水）	 法　　学　　部  ·········································· 6

医　学　部　医　学　科  ·········································· 7

農　　学　　部  ··········································  8

８月10日（木）	 文　　学　　部  ··········································   9

情　報　学　部  ··········································   10

理　　学　　部  ·········································· 11

医学部保健学科  ·········································· 12

名古屋大学
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全　体　企　画

開催時間　9：30〜17：00

◎	豊田講堂アトリウム・シンポジオンホールで、全体企画を実施します。

◎	全体企画はどなたでも参加できます。

◎	シンポジオンホールで行う講演企画は定員300名ですので、学部企画に申込みできなかった

方を優先させていただきます。

１．	大学紹介・学生生活の紹介（講演）
　名古屋大学の紹介をします。（入試、就職、課外活動など）

２．	女性研究者から見た名古屋大学（講演）
　名古屋大学の女性教員（研究者）からの情報発信を行います。

３. 名大生との対談コーナー（9 : 30〜17 : 00）
現役名大生が、日常生活を紹介しますので、聞いてみたいことなどを相談してください。

4. 施設見学（9 : 30〜17 : 00）
○	附属図書館：蔵書およそ120万冊を誇る巨大図書館。入館可能です。

○	博物館：第35回企画展「ムシの世界」を開催しています。

また、オープンキャンパス期間中、「ミクロの探検隊」（13 : 30〜14 : 30）も開催します。

○	野依記念物質科学研究館：野依良治博士のノーベル化学賞受賞記念として建てられた建物。２階

にあるケミストリーギャラリーのノーベル賞展示室で研究業績などが見られます。

○	2008ノーベル賞展示室（ＥＳ総合館２階）：益川敏英・小林　誠・下村　脩博士のノーベル賞受賞

を記念して設置された展示室。ノーベル賞メダルの複製など百点あまりが展示されています。

○	赤﨑記念研究館：赤﨑　勇博士の青色発光ダイオード発明による特許収入の一部を充てて建てら

れた建物です。赤﨑　勇・天野　浩博士のノーベル賞の基となった青色発光ダイオードの研究や

ＬＥＤを利用した信号機・携帯電話などのモデルを見ることができます。

○	減災館：最新の防災研究の取り組み、東海地方で過去に起きた災害、家庭でできる防災対策など、

防災・減災について様々な切り口から紹介する展示施設です。

13 : 30からは、センター教員のギャラリートークがあります。

開館時間は、8/8（火）10 : 30〜16 : 00、8/9（水）・8/10（木）13 : 00〜16 : 00（入館は、15 : 30まで）。

○	名古屋大学広報プラザ：社会との連携拠点・大学の情報公開など本学の様々な情報を提供してい

る施設です。大学刊行物等を見ることもできます。
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５．そ　の　他
○	キャンパス・ツアー

名大生のボランティアによるキャンパス・ツアーを行います。１回30分〜40分です。希望者は、

豊田講堂アトリウムに集合してください。ただし、天候により中止することがあります。

○	昼食について

学内の食堂を利用できます。名古屋大学生協は、11時から営業しています。学内には他にもカ

フェやコンビニエンス･ストアもあります。（昼食時は混雑が予想されますので、時間に余裕を

持って行動してください。）

○	名大グッズの販売

豊田講堂アトリウムでは、生協が名大グッズや｢赤本」、名大関連の書籍を販売します。

○	体育施設

山の上（豊田講堂の南東）や全学教育棟の西側には、グランドや体育館等体育施設があります。

緑豊かなキャンパス内を散策しながら見学してください。

◎学部企画
期　　日 時　間 対　象　学　部 参加定員 会　 　場

８月８日	
（火）

13 :00〜 教 育 学 部 650名 豊田講堂

13 :00〜
15 :00〜

経 済 学 部
Ａ－450名
Ｂ－450名

経済学部カンファレンスホール、第３講義室

09 :30〜 工 学 部 ※3,412名
豊田講堂、IB電子情報館、ES総合館、	
その他公開施設

８月９日	
（水）

13 :05〜 法 学 部 1,000名
豊田講堂、民事法廷教室、刑事法廷教室、	
その他公開施設

13 :00〜 医学部医学科 700名 経済学部カンファレンスホール、第２講義室

11 :00〜 農 学 部 800名 豊田講堂、農学部第５講義室、各研究室

８月10日	
（木）

13 :00〜 文 学 部 800名 経済学部カンファレンスホール、文学部研究室等

13 :00〜 情 報 学 部 300名 IB電子情報館大講義室、情報学部施設

09 :45〜
11 :15〜

理 学 部
Ａ－800名
Ｂ－800名

豊田講堂、理学部講義室、その他公開施設

10 :00〜
13 :30〜

医学部保健学科 ※1,020名 医学部保健学科（大幸キャンパス）

※申込みは、工学部は学科別、保健学科は専攻科別（午前・午後）になります。

Open Campus 2017
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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教　育　学　部

受付開始時間	 12 : 15〜
会　場　豊田講堂
司　会　高井　次郎　教育学部広報委員長

13 : 00〜13 : 10

● 学部長挨拶

植田　健男　教育学部長

13 : 10〜14 : 00

● 学部特色の紹介

高井　次郎　心理学系教授

● 各学系紹介

江頭　智宏　教育学系准教授

石井　秀宗　心理学系教授

─　休　　憩　─　

（質問カード回収）　

14 : 15〜14 : 45

● 模擬講義①

講師	 内田　　良

（教育学系准教授）

題目	 非常識の教育学

概要

私たちは長年にわたって学校教育に慣れ

親しんできました。学校で学ぶという営み

は、もはや疑う余地のない「常識」です。

この講義では、その常識をぶち壊すところ

から、今日の教育の姿を照らし出していき

ます。

14 : 45〜15 : 15

● 模擬講義②

講師	 清河　幸子

（心理学系准教授）

題目	 記憶を促進するには？

概要

　私たちは日々、様々な情報を記憶すること

を求められています。しかし、常によく憶え

られるわけではなく、「一生懸命憶えたのに

忘れてしまった」と残念な思いをしたり、

「憶えようとしてもなかなか憶えられない」

と悔しい思いをしたことが、誰しも一度はあ

るのではないでしょうか。本講義では、認知

心理学の研究成果を踏まえて、よりよく憶え

るための工夫について一緒に考えたいと思い

ます。

15 : 15〜16 : 15

● 懇談会（全体質問）
　みなさんに記入していただいた質問カード

をもとに、学生生活、学習内容、卒業後の進

路、教員の研究など幅広い内容について、学

部生、大学院生、教員が回答します。

◎出席教員

植田　健男（教育学部長）

高井　次郎（広報委員長・心理学系教授）

石井　秀宗（広報委員・心理学系教授）

江頭　智宏（広報委員・教育学系准教授）

清河　幸子（広報委員・心理学系准教授）

内田　　良（教育学系准教授）
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経　済　学　部

■A時間帯（13 : 00～）

受付開始時間　12 : 15～
　　場　　所　経済学部カンファレンスホール

○経済学部紹介（13 : 00〜13 : 15）
野口　晃弘　経済学部長

○デモンストレーション講義（13 : 15〜14 : 00）
講　　師：	木越　義則　准教授

講義テーマ：	「豊かな国のルーツをたどる」

　経済学は「なぜ豊かな国と貧しい国が生ま

れるのか」という素朴な疑問を解明するため

に誕生しました。この疑問を歴史的に探求す

る手法として経済史という科目があります。

世界史でかつて輝かしい文明を築いたエジプ

ト、インドよりも、古代世界では辺境であっ

たヨーロッパのほうがなぜ豊かなのでしょう

か。あるいは、かつての日本や現在の中国の

ように短期間に豊かになる国がなぜ登場する

のでしょうか。このような歴史のダイナミズ

ムを見ることで、豊かさと貧しさの要因につ

いて考えてみましょう。

○経済学部懇談会（14 : 00～）
場　　所：	経済学部第３講義室

出席教員：	柳瀬　明彦　教授	 （経済学科）

木越　義則　准教授	（経済学科）

内　　容：	経済学部の特色や研究、大学生活

や勉強、卒業後の進路などについ

て懇談します。

■Ｂ時間帯（15 : 00〜）

受付開始時間　14 : 30～
　場　　所　経済学部カンファレンスホール

○経済学部紹介（15 : 00〜15 : 15）
野口　晃弘　経済学部長

○デモンストレーション講義（15 : 15〜16 : 00）
講　　師：	園田　　正　教授

講義テーマ：	「データを使って経済を考える：

「計量経済学入門」

　現実に観察される経済データ（景気の指標、

為替レート、アルバイトの時間や時給など）は

それぞれに固有の特徴をもっている。計量経済

学は、そのような特徴に基づいてデータ分析を

行う方法を提供する学問であり、ミクロ経済学

やマクロ経済学とともに、経済学を学ぶ上で重

要な役割をもっている。本講義では、経済デー

タにはどのような特徴があるのか、計量経済学

ではどのような方法を使って何を明らかにしよ

うとするのか、なぜそのような方法を使う必要

があるのかについて説明する。

○経済学部懇談会（16 : 00～）
場　　所：	経済学部第３講義室

出席教員：	柳瀬　明彦　教授（経済学科）

園田　　正　教授（経済学科）

内　　容：	経済学部の特色や研究、大学生活

や勉強、卒業後の進路などについ

て懇談します。
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◆学部紹介・学科紹介、模擬講義
学部紹介・学科紹介：教員が各学科の紹介を行います。

　模擬講義：大学の講義とはどのようなものかを直接体験することができます。

学　 　科 受　 　付
8:50〜 9:20

学部紹介・学科紹介
9:30〜 10:10

模　　擬　　講　　義
10:25〜 11:05

化 学 生 命 工 学 科 工学部１号館玄関ホール 工学部１号館２階　121講義室
工学部１号館３階　131講義室

工学部１号館２階　121講義室
工学部１号館３階　131講義室

物 理 工 学 科 工学部３号館玄関ホール 工学部３号館２階　321講義室
工学部３号館３階　332講義室

工学部３号館２階　321講義室
工学部３号館３階　332講義室

マ テリアル工学科 工学部５号館玄関ホール
工学部５号館２階　521講義室
工学部５号館２階　522講義室
工学部５号館２階　523講義室

工学部５号館２階　521講義室
工学部５号館２階　522講義室
工学部５号館２階　523講義室

電気電子情報工学科 IB電子情報館
プレゼンスペース

IB電子情報館２階　大講義室
IB電子情報館１階　013講義室
IB電子情報館１階　014講義室
IB電子情報館１階　015講義室

IB電子情報館２階　大講義室
IB電子情報館１階　013講義室
IB電子情報館１階　014講義室
IB電子情報館１階　015講義室

機械・航空宇宙工学科 豊田講堂ロビー 豊田講堂ホール 豊田講堂ホール

エネルギー理工学科 ES総合館玄関ホール
（北側） ES総合館１階　ESホール ES総合館１階　ESホール

環境土木・建築学科 ES総合館玄関ホール
（南側）

ES総合館２階　021講義室
ES総合館２階　022講義室
ES総合館２階　024講義室
ES総合館２階　025講義室

ES総合館２階　021講義室
ES総合館２階　022講義室
ES総合館２階　024講義室
ES総合館２階　025講義室

◆研究室見学
各研究室が行っている研究を学生・教員等が分かりやすく解説します。詳細は、当日上記の受付場所で配付している別
冊子を参考にしてください。工学部の研究室見学をご希望で「学部企画」への申込みをされていない（整理番号をお持ち
でない）方は、工学部インフォメーションデスク（IB電子情報館１階）にお越しください（研究施設により、人数制限や
整理券配布を行う場合がありますのでご注意ください）。

◆ライブによる学部紹介
工学部長　新美智秀教授がライブによる学部紹介を行います。「学部企画」への申込みをされていない方でも、自由にご
覧いただくことができます。

時　間：11:30〜11:50 　場　所：IB電子情報館２階　大講義室　

◆常設展示
常設展示（パネル展示等）を行います。「学部企画」への申込みをされていない方でも、自由にご覧いただくことがで

きます。当日、上記の受付場所や工学部インフォメーションデスク（IB電子情報館１階）で配布している別冊子を参考に
してください。

学　 　科 場　 　所

化 学 生 命 工 学 科 ─

物 理 工 学 科 工学部３号館２階　321講義室

マ テリアル工学科 ─

電気電子情報工学科 ─

機械・航空宇宙工学科 工学部２号館北館４階　製図室

エネルギー理工学科 ES総合館エントランスホール（北側）

環境土木・建築学科 ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）１階　エントランスロビー・IdeaStoa

◆学部紹介・学科紹介ビデオ放映
学部紹介・学科紹介ビデオを放映します。「学部企画」への申込みをされていない方でも、自由にご覧いただくことが

できます。
時　間：9:30〜16:00　 　場　所：IB電子情報館１階　011講義室　

　

工　　学　　部
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受付開始時間　12 : 15～
会　　場　豊田講堂

○挨拶・法学部紹介（13 : 05─13 : 30）

石井　三記　法学研究科長・法学部長

○模擬講義（13 : 45─15 : 00）

　題　　目：	ポピュリズム化する世界と憲法

―ヨーロッパから考える

　講　　師：	佐藤　史人　准教授

　講義概要：	昨年、イギリスの国民投票でEU

離脱が支持され、アメリカでは移民を阻む壁を

作ると主張する大統領が誕生しました。現代社

会は、国境を越えたモノ・ヒト・カネの移動が

活発化する一方で、工場移転などによってグ

ローバル化から取り残され、現状に強い不満を

抱く人々が存在します。そして、既成政治を打

ち倒し、政治を「普通の国民」の手に取り戻そ

うと呼びかける政治家の声が、より多くの人々

の心を引きつけています。

　ポピュリズムと言われるこのような動きは、

2010年代にヨーロッパでも強まっており、ハン

ガリーやポーランドのように、そうした潮流が

政権に就いた国もあります。それらの国々では、

「普通の国民のため」という名目で、憲法の人

権規定に反する法律が制定され、そうした法律

を憲法違反と宣言する裁判所と、議会・政府と

の間で激しい対立が生じています。そのような

場合に、憲法の守り手たる裁判所は、政治家や

法　　学　　部

メディアからしばしば「国民の敵」などと批判

されます。しかし、普通の国民の幸せと憲法の

定める価値は、本当に対立するものなのでしょ

うか。

　現在、世界を見回すと、各地で立憲主義から

のある種の後退現象が生じていることに気付き

ます。なぜ今、このような現象が生じているの

でしょうか、また、私たちはこの問題をどのよ

うに考えたら良いのでしょうか。今回の講義で

は、ヨーロッパを素材として、現代の憲法に突

き付けられたこうした課題を、皆さんと一緒に

考えてみたいと思います。

○法学部生による法学部紹介・懇談

（15 : 15─16 : 30）

　法学部における学習のほか、学生生活や進路

など、様々なことについて、法学部の学生との

ディスカッションを通じて紹介します。参加者

のみなさんからの質問にも時間の許す限りお答

えをしていきます。

◎出席者：法学部学生

○施設見学（13 : 05─17 : 00）

この時間帯には、文系総合館内にあって法学

部が主として使用している法廷教室をご案内し

ます。なお当日は、法学部本館内の講義室や教

室、法学部ギャラリーなども自由にご見学いた

だけます。
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医学部医学科

１　受付開始時間・場所
　時間　12 : 15～
　場所　経済学部１階第２講義室前ホール

２　会　　場
◆	参加申込時に申込順に整理番号を割り振りま

す。

※	整理番号　１番〜500番

経済学部カンファレンスホール（本会場）

※	整理番号　501番〜

経済学部第２講義室

（	カンファレンスホールでの企画内容をスク）	リーンに同時中継します。
３　企画内容　13 : 00〜 16 : 00頃
１）	挨　　拶（15分）

副研究科長　藤本　豊士　教授

２）	学科紹介（20分）

学部教育委員長　木村　宏　教授

３）	基礎系及び臨床系教授各１名による研究や

講義内容の紹介（各20分）

基礎系：	岡島　徹也　教授

（分子細胞化学）

　基礎医学は、人体の構造と機能を理解し、

その知識をもとにして病気の仕組みや薬物

の作用を理解することを目指しており、現

代医学の根幹を成しています。基礎医学の

急速な発展に伴い、社会医学と同様に、臨

床研究や新しい医療と密接な繋がりができ

つつあります。医学科においては、先端医

学研究を通じて、先進医療を支える人材育

成に貢献します。

臨床系：	有馬　寛　教授

（糖尿病・内分泌内科学）

　医師を志す高校生の皆さんはどんな理由

で志望校を決めますか。もしどこの医学部

にでも入ることができる学力が身についた

なら、どの大学を受験しますか。本講演で

は名古屋大学医学部に入学した学生にどの

ような将来が待っているかを紹介して、名

古屋大学医学部の特徴、魅力を皆さんに伝

えたいと思います。

４）	学生研究会の紹介（15分）

黒田　啓介　特任助教（学生研究会）

　国際的に活躍できる世界レベルの研究医

の育成は、医学部の重要な使命です。名古

屋大学では、東京大学、京都大学、大阪大

学と連携しながら研究者を目指す学生の指

導やサポートを行っています。「名古屋大

学医学部学生研究会（通称ラブラボ）」で

の活動を中心に、医学部における研究医育

成の取り組みについて紹介します。

５）	派遣留学制度（20分）

粕谷　英樹　教授（国際連携室室長）

　名古屋大学医学部には卓越した留学生交

換制度があります。それは６年生の時に行

われる臨床実習を海外の提携校において行

うものです。現在、提携校は15校ありアメ

リカやヨーロッパ、アジアの一流大学が名

を連ねています。この交換留学制度に参加

するには１年生の時からTOEFL等の英語

の準備が必要であり、さらに医学英語の勉

強も必要です。当日はそうした準備に関わ

る情報とともに体験者の談話もお聞きいた

だける機会を提供したいと思います。
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農　　学　　部

1 ）農学部紹介（11 : 00─11 : 30）

場所：	豊田講堂　

内容：	学部長挨拶、主任学科長による農学

部の概要説明。

2 ）オープンラボ（研究室見学）
（13 : 00─15 : 00）　

　下記の研究室を自由に見学できます。各研究

室の教員や大学院生が説明をします。都合によ

り見学できない研究室があるので、別にお配り

する資料で確認してください。研究室の配置と

見学時間を参考にして、自由にお回りください。

　見学希望者の多いところでは、お待ちいただ

くことがあるかもしれませんが、ご了承くださ

い。

♦生物環境科学科

土壌圏物質循環学、循環資源利用学、森林

環境資源学、森林生態生理学、森林資源利

用学、森林気象水文学、生物材料工学、生

物材料物理学、生物システム工学、森林化

学、森林保護学

♦資源生物科学科

循環資源学、作物科学、資源植物環境学、

生物相関防御学、害虫制御学、資源昆虫学、

水圏動物学、動物形態情報学、園芸科学、

植物病理学、植物遺伝育種学、ゲノム･エ

ピゲノムダイナミクス、動物機能制御学、

動物栄養情報学、動物遺伝制御学、生殖科

学、食糧生産管理学、植物生産科学第１、

植物生産科学第２、動物生産科学第１、植

物分子育種、有用農業形質保存

♦応用生命科学科

細胞ダイナミクス、応用微生物学、ゲノム

情報機能学、生物化学、植物分子生理学、

植物環境応答、土壌生物化学、天然物ケミ

カルバイオロジー、生物有機化学、生理活

性物質化学、食品機能化学、高分子生物材

料化学、栄養生化学、生体高分子学、分子

細胞制御学、分子生体制御学、産業生命工

学、分化情報制御、分子生物工学、動物細

胞機能、高次生体分子機能、植物細胞機能

3 ）	質問コーナー（14 : 00─16 : 00）

場所：	農学部第５講義室

内容：	担当教員および学生が農学部の教育

内容の特色、学生生活、卒業後の進

路などの質問に応じます。

◎その他施設見学

次の施設を自由に見学できます。

♦生命農学研究科図書室（13:00〜16:00）
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文　　学　　部

《研究室公開》

　場　所：文学部各研究室

時　間：15 : 10～17 : 00

　各研究室で大学院生及び学部学生が、専門の

研究について説明し、体験談などを話したり質

問にも応じます。

受付開始時間　12 : 15～

《文学部及び学生生活の紹介》

　場　所：経済学部カンファレンスホール

時　間：13 : 00～14 : 45

　各研究室の大学院生及び学部学生代表が、研

究室、講義の様子、学生生活や卒業後の進路な

どを紹介します。

　挨　拶：	佐久間淳一　文学部長

　司　会：	斎藤　夏来　教授（日本史学）

　出席者：	各研究室の学生代表
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情 報 学 部

学部紹介、学科紹介、ミニ講義、懇談会、

施設見学

　受付開始時間　12 : 15〜

●場　　所
IB電子情報館大講義室

●内　　容
名古屋大学に新設された情報学部では、複雑

化・多様化する現代社会が直面しうる問題を発見
し、それを解決する知識・思考・技術を身につけ、
新しい価値を創造する人材を育成します。
　情報学は科学技術を進化させ、人類が対峙する
あらゆる課題を予測・判断し、解き明かす力をも
たらします。

　「情報は、世界を動かす。」

　情報学部とはどんなところか？　学部・学科の
特色、教育内容、卒業後の進路などの説明を行い
ます。

◎学部紹介（13 : 00～13 : 20）

情報学部長　村瀬　　洋　教授

◎学科紹介（13 : 20～13 : 50）

情報学部は自然情報学科、人間・社会情報学科、
コンピュータ科学科の３学科から構成されていま
す。学科毎に学科の構成・内容などについて紹介
します。（各学科10分）
◆自然情報学科 （13 : 20〜13 : 30）
　自然情報学科長：畔上　秀幸
◆人間・社会情報学科	（13 : 30〜13 : 40）
人間･社会情報学科長：中村登志哉
◆コンピュータ科学科	（13 : 40〜13 : 50）
コンピュータ科学科長：間瀬　健二

◎ミニ講義１（13 : 50～14 : 15）

　《自然情報学科》
講師：	柳浦　睦憲　教授
題目：	意外と身近な組合せ最適化
概要：	車や電車で移動するとき、「今いる所から
目的地に最も早く着くにはどうしたらよいだろう」
ということを考える機会がときどきあると思いま
す。このように最も良い方策を見つける問題を一

般に最適化問題と呼びます。その中でもとくに割
当や順列のような組合せ的な性質を持つ組合せ最
適化問題は、宅配やコンビニエンスストアの作業
の効率化、スポーツの公平な対戦表の作成、看護
師の勤務表の作成など、意外と身近なところに現
れます。本講義では、組合せ最適化問題に関する
話題を、身近な例を題材に挙げつつ紹介します。

◎ミニ講義２（14 : 15～14 : 40）

　《人間・社会情報学科》
講師：	唐沢　　穣　教授
題目：	心と社会─それは情報でできている
概要：	人間の心はどこにあると思いますか？
頭でしょうか、胸のあたりでしょうか、それとも
身体全体でしょうか？　いえいえ、「心はからだの
外にある」といった題の書籍さえ出ています。さ
て現代の心理学には、「心とは人間の情報処理過
程のことである」という考え方があります。そこ
には、社会や文化といったものの姿までもが映し
出されているといいます。「情報」の観点から心
と社会の実像にどこまで迫れるのか、一緒に考え
てみましょう。

◎ミニ講義３（14 : 40～15 : 05）

　《コンピュータ科学科》
講師：	関　　浩之　教授
題目：	やさしいコンピュータ科学入門
概要：	コンピュータ科学は工学や理学に深く根
差した比較的新しい研究分野ですが現在はそれら
とは独立した学問とみなされています。ビッグ
データ、IoT、AIなどはコンピュータ科学に関連
する重要な応用技術ですがそれらは別個の技術で
はなく体系化された方法論から生まれてきたと言
えます。本講義ではコンピュータ科学の成り立ち、
特徴、社会での役割、今後の展望などについて、
分かりやすく説明したいと思います。

◎懇　談　会（15 : 15～15 : 35）

全体説明会について、参加者のみなさんからの
質問に時間の許す限りお答えしていきます。

◎施設見学（15 : 35～16 : 35）

参加者のうち、希望する皆さんには、希望する
学科の施設をご紹介します。
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◆理学部学科紹介

Ａ時間帯	 11 : 15〜 12 : 15、13 : 30〜 14 : 30（各学科とも２回実施します）
Ｂ時間帯	 13 : 30〜 14 : 30、15 : 00〜 16 : 00（各学科とも２回実施します）

　※Ａ時間帯の２回目とＢ時間帯の１回目は各学科とも合同で実施します。

学　　科 担　当　者 内　 　容 実施会場

数 理 学 科 中西　知樹　教　授
大学で学ぶ数学についての紹介と質
疑応答

多元数理科学棟５階509室

物 理 学 科 清水　裕彦　教　授
物理学科における教育と研究の特色、
現役学生による学生生活の紹介

理学南館１階大講堂
（坂田・平田ホール）
但し、Ｂ時間帯２回目（15:00〜16:00）
は多元数理科学棟１階109室

化　 学　 科 阿部　　洋　教　授 リバケの化学について
野依記念学術交流館２階	
カンファレンスホール

生 命 理 学 科 杉山　　伸　講　師
展示による全研究室の紹介、実習体
験授業、先輩学生による相談コーナー

野依記念学術交流館１階
会議室

地球惑星科学科 竹内　　誠　教　授
教員と大学院生を交えた研究室体験
ツアー

環境総合館１階
レクチャーホール

◆保護者・教員説明会（15 : 00〜16 : 00）

実施会場	 理学南館１階大講堂
（坂田・平田ホール）

挨　　拶	 杉山　　直　理学部長
内　　容	 理学部紹介・入試情報・進路等

＊事前申込は不要ですが、定員に達した場合入場をお断
りすることがあります。（当日整理券を配付します。）

＊詳細は理学部ホームページをご覧ください。

◆理学部施設見学（10 : 00～17 : 00）

見学の詳細については、別に配付する当日資料

でご確認ください。

　電波望遠鏡運用室・データ処理室

　高エネルギー素粒子物理学実験解析施設

　素粒子飛跡読み取り室／原子核乾板開発室

　物理学科研究室

　化学科研究室（※１）

　野依記念物質科学研究館（※２）

　2008ノーベル賞展示室（※２）

　生命理学科研究室

　宇宙地球環境研究所年代測定研究部（※１）

　地震火山研究センター

　博物館（※２）

※１	研究室見学会は、ツアー形式で行われます。見学会の集合
場所・時間等、詳しくは、当日配付する資料でご確認くだ
さい。

※２	大学全体企画の公開施設にもなっています。

◆受付開始時間

Ａ時間帯	 09 : 00〜
（受付場所：豊田講堂ロビー）

　Ｂ時間帯	 10 : 45〜
（受付場所：豊田講堂ロビー）

◆理学部紹介

Ａ時間帯	 09 : 45〜 10 : 45
（入場開始時間　09 : 00〜）

Ｂ時間帯	 11 : 15〜 12 : 15
（入場開始時間　11 : 00〜）

実施会場	 豊田講堂
挨　　拶	 杉山 　直　理学部長（10分）

内　　容	 理学部研究者による研究紹介
（30分）

　（Ａ時間帯）	大町　　遼　助教
「カーボンナノチューブの化学：	

「基礎研究と応用研究」

吉岡　頌太　博士課程前期課程２年

「科学者を魅了し続ける水素：エ

「ネルギーや資源としての利用」
　（Ｂ時間帯）	熊谷　博之　教授

「うごめくマグマを捉える！」

石野　沙季　博士課程前期課程２年

「壮大な舞台を生きる！　地惑の

「学生生活」

理　　学　　部

15



場　所：	大幸キャンパス

（保健学科各講義室）　

時　間：	午前と午後の２回実施します。

１回目：10 : 00〜 12 : 00

２回目：13 : 30〜 15 : 30

◎看護学専攻

①	専攻紹介（約20分）

基礎・臨床・発達・地域在宅の各看護学講

座における教育内容や看護師・保健師・助

産師への道について紹介します。

②	実習室および研究室の見学（約30分）

基礎看護学や発達看護学の実習室を見学し

ます。

③	教員や在校生との懇談（約60分）

質問や相談を受けます。

◎放射線技術科学専攻

①専攻紹介（約30分）

専攻での教育や研究内容、就職先や大学院

進学状況、放射線技師の仕事内容について

紹介します。

②	放射線技術科学専攻関連の施設見学

（約80分）

２グループに分かれて施設見学します。

施設見学中、質問や相談もお受けいたしま

す。

医学部保健学科

保健学科説明会及び施設見学　

◎検査技術科学専攻

①	専攻紹介（約15分）

②	卒業生によるキャンパスライフと職場の紹

介（約50分）

③	実習室および研究室の見学（約50分）

小人数グループに分かれて施設見学しま

す。

④	教員や在校生との懇談

◎理学療法学専攻

①	専攻紹介（約20分）

②	実習室および研究室の見学（約40分）

小人数グループに分かれて施設見学しま

す。

③	教員や在校生との懇談（約60分）

◎作業療法学専攻

①	専攻紹介（約20分）

専攻での教育や研究の内容、大学での学生

生活について紹介します。

②	実習室および研究室の見学と体験（約60

分）

小人数グループに分かれて施設見学と作業

療法を理解するための体験学習をおこない

ます。

③教員や在校生との懇談（約40分）

大学での教育や生活についての質問を個別

に受けます。

④	作業療法の紹介DVDの上映（会場で随時

放映）
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名古屋大学大学院国際開発研究科
「グローバル企業人材育成特別課程」の概要

2017年7月26日

資料３
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国際開発研究科の教育

• 実践教育
– 現代社会における具体的課題に対応できる人材の育成
– 学際的なカリキュラム
– 実習型科目（海外実地研修、国内実地研修、インターンシップ支援）

• 国際的教育
– 学生の半数以上が留学生、常時30か国以上の出身者がともに学ぶ
– さまざまな奨学金プログラム（途上国学生の修学支援）

• 英語による教育
– 現在はすべての科目を英語で実施
– 日本語能力を要求しない入試制度
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国際開発研究科の成果：人材

Ireland
1 MA
1 PhD

Turkmenistan
1 MA

Afghanistan
14 MA

United States
23 MA
4 PhD

Argentina
6 MA
2 PhD

UK
3 MA
2 PhD

Israel
1 MA
1 PhD

Italy
1 MA Iran

1 MA
1 PhD

India
7 MA
1 PhD

Indonesia
74 MA
17 PhD

Ukraine
3 MA

Uzbekistan
11 MA
2 PhD

Egypt
1 MA

Estonia
2 MA

Ethiopia
2 MA
2 PhD

Eritrea
1 MA
1 PhD

Australia
3 MA
1 PhD

Ghana
2 MA
1 PhD

Kazakhstan
3 MA
1 PhD

Canada
7 MA
2 PhD

Cambodia
61 MA
16 PhD

Greece
1 MA

Kyrgyzstan
3 MA
1 PhD

Kenya
2 MA
1 PhD

Guatemala
1 MA

Kuwait
1 MA

Colombia
1 MA

DR Congo
4 MA
4 PhD

Zambia
1 MA
1 PhD

Jamaica
1 MA

Syria
1 MA
1 PhD

Singapore
1 MA
1 PhD

Switzerland
1 MA

Spain
1 PhD

Sudan
1 PhD

Sri Lanka
13 MA
5 PhD

Slovakia
1 MA
1 PhD

Seychelles
1 PhD

Senegal
2 MA
1 PhD

Thailand
40 MA
12 PhD

South Korea
29 MA
8 PhD

Taiwan
40 MA
8 PhD

China
236 MA
61 PhD

Chile
1 MA

Germany
3 MA
1 PhD

Dominican Republic
1 MA

Trinidad and Tobago
1 MA

Turkey
1 MA
2 PhD

Nigeria
6 MA
2 PhD

New Zealand
1 MA

Nepal
4 MA
4 PhD

Norway
1 MA

Pakistan
7 MA
3 PhD

Papua New Guinea
4 MA
2 PhD

Hungary
4 MA
3 PhD

Bangladesh
13 MA
5 PhD

Philippines
36 MA
13 PhD

Bhutan
4 MA
1 PhD

Brazil
16 MA
6 PhD

France
1 MA
1 PhD

Bulgaria
1 MA

Vietnam
33 MA
6 PhD

Peru
3 MA
2 PhD

Venezuela
4 MA

Poland
1 PhD

Bolivia
2 MA
1 PhD

Portugal
1 MA

Honduras
3 MA
2 PhD

Madagascar
1 MA

Malawi
1 MA

Malaysia
4 MA
4 PhD

Myanmar
11 MA
3 PhD

Mexico
4 MA
1 PhD

Mozambique
1 MA

Moldova
1 MA

Morocco
1 MA

Mongolia
9 MA

Laos
13 MA
1 PhD

Romania
2 MA
1 PhD

Russia
6 MA
6 PhD

Japan
796 MA
127 PhD

Azerbaijan
2 MA

Congo
1 MA

East Timor
1 MA

Tunisia
1 PhD

Our Global Alumni 
1,975 graduates from 86 countries/regions   

As of March 2017
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国際開発研究科の成果：人材

GSID International Alumni Network in Asia

Total 859 alumni 32 countries/regions

Turkmenistan
1 MA

Afghanistan
14 MA

Iran
1 MA
1 PhD

India
7 MA
1 PhD

Indonesia
74 MA
17 PhD

Uzbekistan
11 MA
2 PhD

Kazakhstan
3 MA
1 PhD

Cambodia
61 MA
16 PhD

Kyrgyzstan
3 MA
1 PhD

Kuwait
1 MA

Syria
1 MA
1 PhD

Singapore
1 MA
1 PhD

Sri Lanka
13 MA
5 PhD

Thailand
40 MA
12 PhD

South Korea
29 MA
8 PhD

Taiwan
40 MA
8 PhD

China
236 MA
61 PhD

Turkey
1 MA
2 PhD

Nepal
4 MA
4 PhD

Pakistan
7 MA
3 PhD

Papua New Guinea
4 MA
2 PhD

Bangladesh
13 MA
5 PhD

Philippines
36 MA
13 PhD

Bhutan
4 MA
1 PhD

Vietnam
33 MA
6 PhD

Malaysia
4 MA
4 PhDMyanmar

11 MA
3 PhD

Mongolia
9 MA

Laos
13 MA
1 PhD

Azerbaijan
2 MA

Israel
1 MA
1 PhD

East Timor
1 MAOur International Alumni from Asia

859 graduates from 32 countries/regions 
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国際開発研究科改革：
新しい開発パラダイムへの対応

https://www.tokyo-icc.jp/lespace/close/close_1102.html

http://www.ugokuugokasu.jp/whatwedo/sdgs.html

ミレニアム開発目標 (2000-2015)

持続可能な開発目標 (2015-2030)

世界における極度の貧困
人口（世銀1981-2008)
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2018年、国際開発研究科改革

国
際
開
発
専
攻

国
際
協
力
専
攻

国
際
開
発
協
力
専
攻

経済開発政策・マネジメント

• ガバナンスと法
• 平和構築
• 社会開発と文化

• 経済開発政策と開発マネジメント
• 農村地域開発マネジメント
• 教育・人材開発 平和とガバナンス

包摂的な社会と国家

教育と人材開発

貧困と社会政策

特
別
コ
ー
ス

グローバル企業人材育成特別課程

グローバルリーダーキャリアコース
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教育の特色：途上国進出を図る企業のために
グローバル企業人材育成特別課程を設置

１．途上国に業務展開を行っている（行う予定の）企業の人材育成を行う。
２．１．を通じ、我が国の民間企業と各国との間の長期的な関係構築の礎を築く。

【特別課程の目的】

【提供する教育・機会】
＆

【得られるもの】

経済開発政策、人材開
発、途上国特有の経済・
社会・法制度、中小企業
振興、海外投資に関する
国際法等に関する専門
知識の取得

途上国からの留学生・卒業
生とのネットワーク構築

★約7割が留学生

★卒業生には、インドネシア国
家経済調整副大臣等政府の要
職者も含まれる

英語での専門教育、
留学生との議論、海
外実地研修等を通じ
た国際的なコミュニ
ケーション・スキルの
獲得・向上

【募集の対象・要件】

● 学士以上の学位及び原則３年以上の勤務経験を有する若手～中堅の職業人
● 所属先企業の推薦が必要→企業が「国内留学」先として派遣しやすいよう、１年制
課程
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＜「グローバル企業人材育成」特別課程履修モデル（概要）＞

企業から派遣 ⇒ 博士課程前期課程（特別課程） ⇒ グローバル企業人材

入学者

民間企業等で最低3

年以上の勤務経験
を有し、開発途上
国・新興国でのビジ
ネス展開に携わるこ
とが期待される企業
人材

研究科共通科目（基礎A）：4単位必修

・国際開発入門
・日本の開発経験

研究科共通科目（基礎B）：2単位選択必修

・フィールドワーク入門
・基礎統計学
・情報処理実習
・アカデミック・ライティング・スキルズa,b

５つの学位プログラム専門科目

（プログラム基礎、応用コア、応用）から
18単位選択必修

指導教員演習(Ia, Ib)：4単位

修士学位論文

30

単
位
以
上

修了者
＜修士（国際開発学）＞

開発途上国・新興
国の経済、法・政
治、社会の諸側面
への包括的な理解
力と高いコミュニ
ケーション能力を
有し、バランス感
覚に富んだグロー
バル企業人材

国際開発協力専攻

研究科共通科目（基礎C）：2単位選択必修

・海外実地研修
・国内実地研修
・実務家講義群
・その他

学
位
記
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グローバル企業人材育成特別課程

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

本特別課程は、国際開発研究科の通常課程とは別に、少人数の企業人材および行
政官を対象に開講され、開発途上国・新興国でビジネス展開するうえで有益な専門知
識およびコミュニケーション能力の習得並びに人的ネットワークの構築を通じ、途上国
における企業展開を包括的に捉えることのできる、バランス感覚に富んだグローバル
企業人材を養成することを目的とします。本特別課程では、途上国の政治・経済・法制
度、途上国における産業人材育成、多国籍企業と国際法等、多分野にわたる教育の
機会を提供します。

上記に対応した本特別課程が求める人材像は以下の通りです。

国際開発協力に関連する特定分野について基礎的な素養を身につけた人で、

1. 民間企業等で途上国・新興国での海外業務展開に携わっている人、若しくは携わる
ことが期待される人、または国家開発や国際協力業務に従事する行政官等で、企
業・民間セクターとの連携を活用した官民協力に従事している人、若しくは従事する
ことが期待される人。

2. 3年以上の実務経験を有している人。
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グローバル企業人材育成特別課程 募集要項

平成30年（2018）年4月入学

募集人員 : 若干名

願書受付期間 : 平成29（2017）年12月25日～平成30（2018）年1月19日

選考方法 : 書類選考及び口述試験 （平成30（2018）年2月2日）

合格者発表 : 平成30（2018）年2月14日

入学手続 : 平成30（2018）年3月27日, 28日

①入学料 282,000円 ②授業料 6か月分 267,900円（年額535,800円）
※出願書類・手続の詳細は、研究科ホームページ（http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp)  の入学案内をご参照ください

（募集要項は8月より公開予定）

【問い合わせ先】

〒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1階）国際開発研究科入試担当

電話 052 (789) 4957 FAX  052(789) 4921

Eメール : gsidoffice@adm.nagoya-u.ac.jp
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平成29年度 次世代アントレプレナー育成事業
（EDGE-NEXT）の採択について

名古屋大学

学術研究・産学官連携推進本部

資料４
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大学発 アントレプレナーシッププロジェクト
《Tongali プロジェクト》

Tongali = Tokai network global leading innovators

学生に対する起業家（アントレプレナーシップ）教育および大学発ベンチャー、
学生発ベンチャーの育成・支援を行うことにより、オープンイノベーションの発信地

大学発ベンチャーの成長ステージに合わせた支援メニューを提供

起業家
予備軍

シード・起業
スタートアップ
アーリーステージ

ミドル・レイ
ターステージ

Tongaliスクール・コンテスト教育

スタートアップ準備資金
名古屋大学・東海地区大学広域ファンド

（総額２５億円）

特定基金 大学発ベンチャー応援事業

資金

インキュベーション施設の提供場所

名古屋大学発ベンチャー称号授与称号

現在18社

15室満室

教育から支援まで体系化させたプロジェクト

EXIT

名古屋証券取引所と大学発ベンチャー
の出口環境について共同研究を開始

IPO

M＆A

閉鎖

28



大学発ベンチャー設立数

平成27年以降、

ファンド形成
インキュベーション施設
ネットワーク
称号付与
・・・・

起業家教育

出典：「本格的産学連携から大学の経営基盤強化へ
導く成長曲線」5月12日、松尾総長発表資料
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地域協働で創り上げる起業家支援体制

地域の人、資金、技術のリソースが集結

30



2016年度に実施したアントレプレナーシップ教育

メンター、
アクセラレーター支援 31



② ステージに対応したメンター陣

起業家候補から起業家へ

起業家から事業化に押し上げる！

メンター陣の充実

発明から事業化
大手企業社長
自ら起業
40社以上に投資
シリコンバレーの起業家ネットワーク

審査員指摘事項① メンターの充実
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本学学生が賞を得たビジネスコンテスト一覧
開催年 ビジネスコンテスト 賞 プロジェクト名 所属

2016
キャンパスベンチャーグランプリ
中部大会

日刊工業新聞社賞

飲食店に向けた農家直送ECサービ
ス「こだわり」

農学部

2016
ICT学生起業家甲子園東
海地区予選（総務省）

優勝

2016
学生ビジネスプランコンテスト
（学生サポートセンター）

優秀賞

2016
女性が輝くソーシャルビジネス
コンテスト（愛知県）

瀬戸信用金庫賞

2016
キャンパスベンチャーグランプリ
全国大会、中部大会

審査委員会特別賞
中部経済産業局長賞

Re:ACT 「大学講義に変化を起こ
すアプリケーション」

情報学研究科

2016
キャンパスベンチャーグランプリ
中部大会

中部経済連合会会長賞
ドローンを用いた遠隔景観体験サー
ビス

工学研究科

奨励賞 写真つき外国語メニュー作成サービス 情報文化学部

奨励賞
～TABIJI～ 最適化とIoTによる外
国人向けの旅行プラン作成サービス

情報学研究科

奨励賞 高齢者向けオレオレ詐欺防止機能
付き通話サービス「OLEO」

工学部

2017
キャンパスベンチャーグランプリ
中部大会

cvg中部大賞
学生とアカデミアが出会う、日本の研
究室まとめサービス

経済学部

特別賞 名古屋産業人
クラブ会長賞

人工知能によるスマート解析予測プ
ラットフォーム

情報文化学部33



Kodawarin （農学部）

2017年1月設立 食のクラウドファンディング

Map Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 自動運転用地図

Senap （工学研究科）

2017年4月設立 Air-kitchen 

Unreal Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 仮想空間ゲーム

Nav Ⅳ （情報科学研究科）

2016年9月設立 自律ナビ

Tryeting Inc. （工学研究科）

2016年6月設立 データ解析・コンサルティング事業

Prevent（医学系研究科）

2016年7月設立 生活習慣改善支援プログラム

Harmony For（情報文化学部）

2016年8月設立 留学生のアルバイト・就職マッチング

センスフォー （情報科学研究科）

2016年9月設立 自動運転用センシング技術

KYSMO （情報文化学部）

2017年5月設立 AIを活用した教育システム

平成28年度以降に起業した学生ベンチャー一覧
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次世代アントレプレナーシップ育成プログラム

35



参照： http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/07/1387770.htm36



Tokai-EDGE（Tongali) プログラム
～ 名古屋大学、豊橋技術科学大学、 名古屋工業大学、岐阜大学、三重大学～

主機関 名古屋大学（総括責任者 財満 鎭明）
協働機関 豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、岐阜大学、三重大学

上記の5大学が母体となった東海地区産学連携大学コンソーシアムが中心となり、
アントレプレナーシップ教育・育成を体系的に実施。

体 制

概 要

【外部機関との連携】（順不同）
大学・研究機関（国外）
Technology Partenrship of Nagoya University, Inc. (米国)、 North Carolina State University (米国)、
IBEKA (People-centered Business and Economic Institute)（インドネシア）
大学・研究機関（国内）
大阪大学
企業等
日本ベンチャーキャピタル株式会社、株式会社エイチーム、
朝日インテック株式会社、中京テレビ放送株式会社、
株式会社名古屋証券取引所、株式会社OKB総研、
セレンディップ・コンサルティング株式会社

東海地区の産学が連携して、自らのアイデアや技術で、世の中に大変革をもたらそうとチャレンジする人材。
専門分野における基礎能力と鋭利なマインドセットを基盤として併せ持ち、イノベーションをリードするアクション
を起こす人材を育成することを目的とする。
現在まで東海地区産学連携大学コンソーシアムが母体となり実施してきたTongaliスクールを拡大する形で、
体系的な教育システムを構築していく。
コースワークとしては、「モチベ―ション」「マインドセット、スキルセット」「起業実践」「産学連携・オープンイノ
ベーション」「グローバル展開」を実施し、教育と社会実装の両者が実行できる場を提供する。また、海外ネット
ワークに基づく実践的グローバル研修プログラムを実施することにより、起業等やる気のある学生には、しっかり
育成・支援ができるプログラムを提供する。
本教育プログラムを提供することにより、サステナブルなプラットフォームとなるベンチャーエコシステムを、東海地
区に構築していく。
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男女共同参画センターの設立目的及びビジョン

①男女共同参画の実践

②ジェンダー教育・研究

③男女共同参画の国内外への普及による社会貢献

以上の３つの機能を備えた拠点の形成を通じて、
男女共同参画の推進、ジェンダー研究の推進、女性
リーダーの育成に寄与する

 女性の活躍推進で、大学も社会も活性化する
 性別にかかわりなく、誰もが輝ける社会の創出
 国内外の諸機関との連携により、男女共同参画社会の実現

ビジョン

目的

資料５
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経緯と実績

2000年10月 男女共同参画に関するワーキング設立

2001年-02年 「名古屋大学における男女共同参画を推進するための提言」を決定

2003年1月 男女共同参画室を設立

2003年4月 男女共同参画推進専門委員会を設置

2003年 女性教員採用のためのポジティブ・アクションを提言

2004年 あいち男女共同参画社会推進・産学官連携フォーラムを結成

2006年4月 こすもす保育園（東山キャンパス）が開園

2007年 文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業に採択

2007年12月 理系女子コミュニティ「あかりんご隊」が発足

2009年7月 あすなろ保育園（鶴舞キャンパス）が開園

2009年9月 全国初の大学内学童施設「ポピンズアフタースクール」（東山キャンパス）が開所

2010年7月 文部科学省科学技術人材育成費補助金「女性研究者養成システム改革加速」事業に採択

2013年10月
博士課程教育リーディング・プログラム「『ウェルビーイングinアジア』実現のための女性リーダー
育成プログラム」が採択

2014年10月 文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（連携型）」に採択

2015年5月 国連機関UN Womenによる「HeForShe」を推進する「世界の10大学」に選出

2016年9月 平成28年度澤柳政太郎記念東北大学男女共同参画賞を受賞 42



男女共同参画センターの構想

①男女共同参画の実践、②ジェンダー教育・研究、
③社会貢献の３つの機能を備えた拠点の設立

男女共同参画の実践

ジェンダー教育・研究社会貢献

女性研究者
研究活動支援

ワークライフ
バランス推進

女子学生支援
女性教員増員
女性リーダー増員

ジェンダー
研究

ジェンダー
関連授業

女性リーダー
育成平成28年度実績

訪問件数：8件
外部講演件数：23件
新聞・雑誌で取り上げられた件数：10件
寄稿した媒体名：名大トピックス、NU 
Profile、環境報告書、学協会連絡会等

国際連携 産学官連携メンター支援
ジェンダー・
リサーチ・
ライブラリ

（GRL）

ジェンダー
研究関連
図書・史資料

･･････････
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推進組織

男女共同参画推進
専門委員会

HeForShe推進
専門委員会

ジェンダー教育研究
専門委員会

センター協議会

学内研究者

男女共同参画推進
委員会（廃止）

男女共同参画センター運営委員会
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Towards Gender Equality

　　　資料６
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1. It is desirable for men to work and women to
do the household chores.

2. There are things that I can do for gender
equality.

3. There are times when I think about gender
equality.

3 statements

48



It is desirable for men to work and 
women to do the household chores

1st statement

49



Male

10～29 30～49 30～49

Agree

N/A

Disagree

50～

50



Female

Young women most affected by stereotypes?

10～29 30～49 50～

Agree

N/A

Disagree
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2nd statement 

There are things that I can do for 
gender equality

52



Male

10～29 30～49 50～

Agree

N/A

Disagree

53



Female

Some are not sure they can do anything 
for gender equality

10～29 30～49 50～

Agree

N/A

Disagree
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3rd statement

There are times when I think about 
gender equality

55



Male

10～29 30～49 50～

Agree

N/A

Disagree

56



Female

People do think about gender equality

10～29 30～49 50～

Agree

N/A

Disagree
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1.  Raise awareness

2.  Change biased views and overcome
stereotypes

3.  Share the fact that there is something
everyone can do for gender equality

Aims of My Study 
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1. Swap household roles with other family
members

2. Answer a questionnaire after the exchange

My Role Exchange Program
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One woman took out the trash and her husband 
cleaned instead.

For example…
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Male

10～29 30～49 50～

I am more aware of gender equality than I was before the 
program

Agree

N/A

Disagree

61



Female

My program has a positive effect towards gender equality

10～29 30～49 50～

I am more aware of gender equality than I was before the 
program

Agree

N/A

Disagree

62



Global Gender Gap Index 2016

Rank Economy

1 Iceland

2 Finland

3 Norway

4 Sweden

5 Rwanda

・・・
・・・

(World Economic Forum, 2016)

111 Japan
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Gender 
equality

I think…

We can achieve gender equality by starting from 
things around us.

64



Thank you for your 
attention!
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

(7月)31日
(月)、
21日(月)

役員会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

18日(金) 研究科委員会(理学研究科)

25日(金) 教授会(農学部・生命農学研究科)

31日(木) 教授会(創薬科学研究科)

名古屋大学　平成29年8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

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))

博物館野外観察園セミナーハウス
サテライト展示「野外観察園のボタ
ニカルア－ト I 夏と秋の植物」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

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

［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：「ホタルのおしりはなぜ光る・発光の謎」(7/29)
講演者：大場裕一氏(中部大学准教授)
講演題目：「蝶の世界－奈良坂源一郎と田淵行男の業績」(8/10)
講演者：髙橋　昭(本学名誉教授)
参加費：無料

［関連ワークショップ「切り紙実演」］(7/26、8/25)
場所：博物館2階実験室
時間：13：30～15：00
講師：石川進一朗氏(3D切り紙作家)
内容：切り紙の作成過程をライブでご覧いただく
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月26日(水)

社会貢献人材育成本部ビジネス
人材育成センター2017年度(平成
29年度)博士のキャリアパスシンポ
ジウム(前期 第4回B人セミナー)

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～17：00
講演題目：「企業が博士人材に求めること」
講演者：ジュネジャ・レカ・ラジュ氏(ロート製薬株式会社取締役副社
長)
内容：講演、先輩たちからのメッセージ
定員：80～100名
対象：学生、ポストドクター、本学教職員

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

7月28日(金)～
8月15日(火)

国際教育交流センター海外留学
室「写真でつづる留学ストーリー」

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
内容：本学の留学プログラムで渡航した学生の写真を展示
対象：中学生以上、一般
入場料：無料

国際機構国際交流教育センター
052-789-4594

7月28日(金) 第3回教育基盤連携本部セミナー

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
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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)
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1階109講義室、5階509講義室
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

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)

[公開講演]
場所：シンポジオン
時間：10：00～11：30(8/2)、13：30～14：30(8/3)
講演題目：「東アジアにおける福祉削減－国際比較からみた年金改
革」(8/2)
講演者：施世駿氏(国立台湾大学教授)
講演題目：「変わりゆく欧亜のケアダイヤモンド－欧州のアジア化と
アジアの欧州化？」(8/2)
講演者：落合恵美子氏(京都大学教授)
講演題目：「持続可能な開発目標と子どもたち－東アジアの社会政
策はグローバル目標をどこまで達成しているか？」(8/3)
講演者：サラ・クック氏(ユニセフ・イノチェンティ研究所長)
講演題目：「持続可能な福祉社会の可能性－ポスト成長社会におけ
る社会政策と環境政策の統合」(8/3)
講演者：廣井良典氏(京都大学教授)
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
准教授　上村泰裕
052-789-2218

8月2日(水) 夏休みスペシャル減災教室2017

場所：減災館1階
時間：13：00～16：00
内容：難しそうに聞こえる地震の話をやさしくわかりやすく解説
対象：小学生、中学生、高校生

減災連携研究センター
052-789-3468

8月3日(木)、
4日(金)

International ERATO Itami
Molecular Nanocarbon Symposium
2017 "The Power of  Carbon-
based Materials"

場所：野依記念学術交流館
時間：9：30～17：00
内容：ナノカーボンならびに関連する材料化学分野で世界を牽引す
る研究者が最先端の研究成果を講演

理学研究科
研究員　三浦亜季
miura.aki@nagoya-u.jp

8月3日(木)、
4日(金)

宇宙地球環境研究所
小学生高学年向け夏休み体験学
習「東海の地球環境史を学ぼう」

場所：研究所共同館Ⅱ(8/3)、ふじのくに地球環境史ミュージアム、
日本平、三保の松原(静岡県静岡市)(8/4)
時間：8：30～17：00(8/3)、8：20～18：00(8/4)
内容：過去の地球環境を知り自然の脅威と恵みを学ぶ
定員：35名
対象：小学校高学年
参加費：100円(保険料)

宇宙地球環境研究所
052-789-2579
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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『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：チュラロンコン大学と名古屋大学の学術交流協定締結後25周
年、チュラロンコン大学創立100周年、および日本・タイ修好130周年
を記念して、世界、そしてアジアが直面する喫緊の課題について議
論する
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
052-789-5721

8月4日(金)
第75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：「新しい大雨警報をどう活かすか－危険度分布図の読み
方を知る－」
講演者：田代　喬(減災連携研究センター特任教授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

8月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：各20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5日(土)、
8月26日(土)、
9月9日(土)、
9月30日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室(8/5、26、9/30)、2階実験室(9/9)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

8月6日(日)
第28回日本数学コンクール、
第21回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：理学部エリア、三重県立津高等学校(三重県津市)、大阪府立
大手前高等学校(大阪市中央区)、橋本市教育文化会館(和歌山県
橋本市)、福井大学文京キャンパス(福井県福井市)
時間：10：30～
内容：科学・技術の基盤を担う夢とロマンを秘めた若者の才能を発
掘し、育成する
対象：高校生、高校生相当年齢の者(シニア)、小学5年生から中学
生(ジュニア)
参加費：1,000円

研究協力部社会連携課
052-747-6484

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

場所：豊田講堂中2階ギャラリー、3階第1会議室
時間：13：00～15：20
講演題目：「情報学などの理系って女子に向いているの？」
講演者：郷　通子(本学理事)
講演題目：「女性の健康と生命の誕生をサポートする－産婦人科医
のお仕事」
講演者：小谷友美(医学系研究科講師)
内容：講演、ポスターガイダンス(中高生対象)、ポスターセッション、
授賞式、他
対象：中学生・高校生および保護者、学生、教員、他
参加費：無料

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

8月8日(火) 平成29年度工学部懇話会

場所：ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：13：00～16：00
テーマ：「新工学部・工学研究科が目指す教育・研究」
講演題目：「新工学部・工学研究科の概要」
講演者：新美智秀(工学研究科教授)
対象：高等学校教諭
参加費：無料

工学部・工学研究科教務課
052-789-3599
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8月9日(水)
高等教育研究センター
第142回招へいセミナー

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：13：00～16：00
講演題目：「学生の深い学びを促す発問とは？(ワークショップ)」
講演者：田中瑛津子(PhD登龍門推進室特任助教)、小山義徳氏(千
葉大学准教授)、エマニュエル・マナロ氏(京都大学教授)
内容：発問が授業でどのような役割を果たすのか、目的に応じた質
の高い発問をするにはどうすればよいかを学び、自身の授業でどの
ように発問を活用できるかについて考える
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
准教授　中島英博
052-789-5692

8月19日(土)、
9月16日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

8月21日(月)、
22日(火)

連携企画「アジアのための国際協
力in法分野」サマースクール「アジ
アの法と社会2017－アジアの方と
社会の変容から法整備支援の意
義を考えよう－」

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
時間：10：00～18：10(8/21)、10：00～17：30(8/22)
内容：講義・質疑応答、学生の発表、グループディスカッション、全体
討論、他
定員：170名
対象：学生、法科大学院生、一般
参加費：無料(懇親会費は2,000円)

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

8月22日(火)
高等教育研究センター
第86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：「韓国における高等教育改－財政支援と評価による教育
の質保証－」
講演者：Hoseung Byun氏(忠北大学校教授)
内容：韓国における高等教育制度改革の必要性について解説(使用
言語は英語で通訳なし)
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

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(8/26)、鳳来寺山(愛知県新城市)(8/27)
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27日(日)
名大研究室の扉 in 河合塾
第22回医学部

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：「先端医療機器研究開発の紹介」
講演者：山本誠一(医学系研究科教授)
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］
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
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8月28日(月)～
30日(水)

理学研究科・宇宙地球環境研究
所・名古屋市科学館第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

8月31日(木)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第40回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「西鶴が描く人間の『虚実』」
講演者：堅田陽子氏(岐阜工業高等専門学校講師)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

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5日(火) 第133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
講演者：関根正人氏(早稲田大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

9月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-Wood 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9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

9月15日(金)、
16日(土)

教育学部附属中・高等学校
2017年度光粒祭「点P」

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：00～14：30

教育学部附属高等学校
副校長　原　順子
052-789-2680

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：「アイルランド紀行」(9/20)
出演：小松　大氏(フィドル)、他
テーマ：「魅惑の歌声」(10/14)
出演：井原義則氏(テノール)、他
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767
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9月21日(木)、
22日(金)

高等教育研究センター
スーパーグローバル大学創生事
業FD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：9：15～17：15
講演題目：「英語で教える：入門編－英語による授業のための教授
法－」
講演者：ルパート・ヘリントン氏(リーズ大学上席講師)
内容：大学で授業を担当する教員向けに授業で活用できる効果的な
教授法を紹介(使用言語は英語)
対象：英語による授業に関心を持つ教職員(CEFR B2以上が望まし
い)
参加費：無料

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

9月23日(土)、
10月7日(土)、
10月21日(土)、
11月4日(土)

連携博物館講座「大学博物館が
語る、地球と人類のヒストリー」

場所：博物館3階講義室(9/23、10/21)、南山大学B棟2階B21教室
(名古屋市昭和区)(10/7、11/4)
時間：13：30～15：00
講演題目：「西アフリカ内陸サバンナの雑穀栽培－小人口分散型の
農耕戦略」(9/23)
講演者：坂井信三氏(南山大学教授)
講演題目：「人が変えた植物・人を変えた植物」(10/7)
講演者：西田佐知子(博物館准教授)
講演題目：「古代アンデスにおける農耕と社会変化」(10/21)
講演者：渡部森哉氏(南山大学教授)
講演題目：「遺跡出土資料から見た動物とのつきあい」(11/4)
講演者：新美倫子(博物館准教授)
内容：地球の多様な環境に適応した人類が各地の動植物をどのよう
に利用して社会や文化を形成したのかについて本学と南山大学の
延久者が自然と人類の両側面から話す
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

9月30日(土)
International Workshop on Smart
operation and control for small
power systems

場所：IB電子情報館1階IB013講義室
時間：13：00～16：00

未来材料・システム研究所
mmatsuda@nuee.nagoya-u.ac.jp

10月20日(金)、
21日(土)

博士課程教育リーディングプログ
ラムフォーラム2017「未来を創る博
士人材、未来に受け継ぐ博士課程
教育」

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階タワーズボールルーム、
他(名古屋市中村区)
時間：10：30～18：00(10/20)、9：00～12：30(10/21)
対象：学生、一般
内容：講演、ショートプレゼンテーション、パネルディスカッション、学
生ポスター発表、各種分科会、他

リーディング大学院推進機構本部
052-789-5265

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(使
用言語は英語)

PhD登龍門推進室
052-789-5717

11月6日(月)
人間機械協奏技術コンソーシアム
第3回公開シンポジウム

場所：産業技術総合研究所臨海副都心センター(東京都江東区)
内容：ヒトと知能機械が対立するのではなく協奏してく社会実現への
技術開発研究の成果報告
参加費：無料

未来社会創造機構
052-789-4409

11月7日(火)～
1月20日(土)
(日・月曜日およ
び12月29日～1
月3日休館)

第36回博物館企画展
「計る 測る 量る明治－平成のア
ナログ計測・観測・計算機器」

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

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

73



12月5日(火) 平成29年度全学同窓会講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：16：00～17：30
講演題目：「チカラある分子をつくる」
講演者：伊丹健一郎(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

全学同窓会事務局
052-783-1920

74



名古屋大学博物館　第35回企画展
Nagoya University Museum, The 35th Special Display

ムシ　世界

協　力：株式会社プラルト

開館／10:00～16:00（入館は15:30まで）
休館／日曜日、月曜日、夏期（8/12～15）
会場／名古屋大学博物館

奈良坂源一郎 蟲魚圖譜 上：カイコの繭　下：実験道具 カイコの解剖図 田淵行男 細密図

7/25 ～10/21
2017年

 7月26日水  13:30～15:00
 8月25日金  13:30～15:00
 10月21日土  14:30～15:30 ホームカミングデイ
 

 8月5日土  8月19日土 詳しくは、チラシ・ホームページをご覧下さい。
 

 9月20日水 「アイルランド紀行」（仮題）　フィドル　小松 　大 他
 10月14日土 「魅惑の歌声」（仮題）　　　　  テノール　井原 義則 他 

関連イベント

大人も子どもも科学好きも芸術好きも
名古屋大学博物館へ行ってみよう！

名古屋大学博物館 〒464-8601　名古屋市千種区不老町　電話：052-789-5767　http://www.num.nagoya-u.ac.jp
地下鉄名城線「名古屋大学」駅2番出口すぐ、名古屋市バス「名古屋大学」バス停すぐ

主　催

ムシ　世界
入館無料

の

切り紙実演　石川進一朗 申し込み不要

ミクロの探検隊® 往復ハガキで申し込み必要

博物館コンサート NUMCO　14：00～15：00 申し込み不要　無料
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2017 年新作 石川進一朗の 3D 切り紙
石川進一朗（2001－ ）は 4 才から昆虫切り紙を始めた昆虫大好き少年で、
その天才的な切り紙は、息をのむほどの出来映えです。今回は 2017 年の
新作約 100 点を展示します。「芸術も科学もよく観察することが基礎となる」
と言うことを感じ取れる作品です。《個人所蔵》

展示資料協力：石川進一朗 齋藤禎一 田淵穂高 田淵杉穂  名古屋大学附属図書館（中央図書館・生命農学図書室）

ムシ　世界ムシ　世界の
名古屋大学博物館　第35回企画展
Nagoya University Museum, The 35th Special Display

大人も子どもも科学好きも芸術好きも名古屋大学博物館へ行ってみよう！

7/25 ～10/212017年

 7月29日土  「ホタルのおしりはなぜ光る・発光の謎」大場 裕一　名古屋大学客員准教授・中部大学准教授
 8月10日木  「蝶の世界ー奈良坂源一郎と田淵行男の業績」髙橋 昭　名古屋大学名誉教授・元名古屋大学附属病院長
 8月23日水  「昆虫の一生とホルモン」溝口 明　愛知学院大学教授・元名古屋大学准教授　
 9月9日土  「カイコ歴史・カイコの未来」柳沼 利信　名古屋大学名誉教授
 9月16日土  「遺伝子から解き明かす昆虫の不思議」大澤 省三　名古屋大学・広島大学名誉教授
 9月30日土  「昆虫に学ぶ生きる智恵」山下 興亜　名古屋大学名誉教授・前中部大学学長

名古屋大学の昆虫内分泌学（ホルモン学）研究
戦前、日本では、外貨の稼ぎ頭であった繭糸を生み出すカイコの研究が盛んに行
われました。名古屋大学でもその流れを汲み、カイコを使った実験が大きな柱と
なりました。今回は、理学部と農学部の主にカイコを使った昆虫内分泌学（ホル
モン学）を紹介します。《当館所蔵》

田淵行男の細密画 [ 昭和の博物画 ]と初公開の本の割り付け原稿
高山蝶の生態研究家、山岳写真家として有名な田淵行男（1905－1989）
の細密画（レプリカ）10 点を紹介します。また、2011 年に発見された
本の割り付け原稿 2 部「田淵行男写真文集 安曇野」、「山の意匠 田淵行男
写真集」は、田淵の細部までのこだわりが見て取れます。《個人所蔵》

東海昆虫保存会の標本
東海昆虫保存会は、「昆虫を通して自然への関心を促す」、「昆虫標本や資料の蓄積」、「昆虫を中心
とした環境保全や人との共生」を目指して活動を続けてきました（現在は活動をしていません）。
2008 年に保存会が長年にわたって収集した昆虫標本の内 約 25,000 点が博物館に寄贈されまし
た。今回はその中の一部を展示します。《当館所蔵》

奈良坂源一郎の博物画 [ 明治の博物画 ]
名古屋大学の前身である愛知医学校の解剖学教諭奈良坂源一郎（1854－1934）は、1892 年
に日本で初の私設博物館、愛知教育博物舘を創設し、多くの展示標本を作製しました。本展示
の奈良坂の博物画も愛知教育博物舘のために描いたと考えられています。解剖学者の手で描か
れた明治時代の博物画のうちトンボとチョウを展示します。《当館所蔵》

伊藤圭介 錦窠蟲譜 [ 江戸～明治初期の博物画 ]
名古屋出身の伊藤圭介（1803－1901）は、名古屋大学の前身ともなる
医学校の建議書を作成しました。日本を代表する本草学者でもあり、また、
日本における近代植物学の祖と言われます。伊藤が門外不出として残し
た錦窠蟲譜にある昆虫をご覧下さい。《名古屋大学附属図書館所蔵》

特別講演会
申し込み不要　入場無料

名古屋大学博物館講義室にて
13:30～15:00

長谷川金作福田宗一

76



主催：名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部（ビジネス人材育成センター）     E-mail：b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp 

申込方法／ホームページよりお申し込みください。 締切／7月21日（金） http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/

【会場】名古屋大学 野依記念学術交流館
2017 年 7 月 26 日（水）13:00～17:00
キャリアパスシンポジウム

 【対象】全国の大学院生・ポスドク・学部生・名古屋大学の教職員

参加費無料

自
ら
の
道
を
探
せ
!

● 基調講演『企業が博士人材に求めること』

● 多彩なキャリアを歩む先輩たちからのメッセージ
ジュネジャ・レカ・ラジュ  ［ロート製薬株式会社 取締役副社長 海外事業・技術担当 兼 チーフヘルスオフィサー］

● 宮田 健吾［長良サイエンス株式会社］
『異なる環境で学んだこと』

● 佐藤 有紀［日本エス・エイチ・エル株式会社］
『文系博士に強みはあるのか』

● 大竹　 敦［株式会社フランジア・ジャパン エグゼクティブ マネージャ］
『キャリアの選択と決断』

● 中野 良美［アステラス製薬株式会社 研究本部］
『博士課程から現在まで、私が考えてきたこと』

C A R E E R   P A T H   S Y M P O S I U M

後援：北海道大学 人材育成本部、東北大学 高度教養教育・学生支援機構 キャリア支援センター

海外ポスドク、インターンシップ

文系博士

ベンチャー、IT 業界、今後の社会変化（IT 化）

研究職、ノンリサーチ職

博士の
第17回
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最寄り駅までのアクセス
●地下鉄東山線の場合
　「本山」駅にて、名城線乗り換え「名古屋大学」駅下車２番出口より徒歩５分 
●地下鉄鶴舞線の場合
　「八事」駅にて、名城線乗り換え「名古屋大学」駅下車２番出口より徒歩５分 

名古屋大学 野依記念学術交流館map
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　本学では、平成 18 年度より、博士人材（博士課程
後期課程学生・ポスドク）に特化したキャリア支援を
実施してきました。11 年が経過し、多くの博士が多
様なキャリアパスを歩み、活躍しています。
　現在は文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシ
アムの構築事業」に採択され、北海道大学、東北大
学と連携してキャリア支援を行っています。また、
本学の各リーディング大学院のキャリア支援にお
いても連携を行っています。

　❶ 現在の博士の状況を知る
　❷ 社会が求める人材について情報を得る
　❸ 先輩博士のキャリア選択の過程と現在の仕事を聞く

ことを目的として開催します。

ビジネス人材育成センター

このシンポジウムは…

そんなモヤモヤした気持ちの人、不安な人、
はたまたそんなことを考えたこともなかったという人、
気分を一新したい人、
ぜひ気楽にお越しください。

何か新しいことを始めたいな！
自分の能力を発揮できる場を探したい !
でも・・・いったいどんな世界があるのだろう？
大学院ではどんな経験をしていくといいのだろうか？

社会の現状は?
大学の支援は?
今、すべきことは?

ホームページよりお申し込みください。申込
方法 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/ 

※当日参加も可能ですが、できるだけ期日までにお申し込み下さい。

締切／7月21日（金）

主催：名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部（ビジネス人材育成センター）       　E-mail：b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp

文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」の一環として開催します。

博士の
第17回

【会場】名古屋大学 野依記念学術交流館
2017 年 7 月 26 日（水）13:00～17:00
キャリアパスシンポジウム

 【対象】全国の大学院生・ポスドク・学部生・名古屋大学の教職員

参加費無料

後援：北海道大学 人材育成本部、東北大学 高度教養教育・学生支援機構 キャリア支援センター

13：00～

13：05～

14：20～

16：00～
   17:00

● 開会挨拶

● 基調講演「企業が博士人材に求めること」  
　 ● ジュネジャ・レカ・ラジュ
　 ［ロート製薬株式会社 取締役副社長 海外事業・技術担当 兼 チーフヘルスオフィサー］

14：05～ ● 講演「博士のキャリアパスと支援体制について」  
　 ● 廣明 秀一［名古屋大学 ビジネス人材育成センター長］

● 多彩なキャリアを歩む先輩たちからのメッセージ
　　～先輩博士の話を聞こう。博士人材のキャリアを築きあげるには？～　 

　 

● 情報交換会  [ 参加費無料 ]
　 

● 高橋 雅英［名古屋大学理事・副総長、医学系研究科教授］

PROGRAM

● 宮田 健吾［長良サイエンス株式会社］
  『異なる環境で学んだこと』

● 中野 良美［アステラス製薬株式会社 研究本部］
  『博士課程から現在まで、私が考えてきたこと』

● 大竹　 敦［株式会社フランジア・ジャパン　
　 エグゼクティブ マネージャ］

  『キャリアの選択と決断』

● 佐藤 有紀［日本エス・エイチ・エル株式会社］
  『文系博士に強みはあるのか』

文系博士

ベンチャー、IT 業界、
今後の社会変化
（IT 化）

研究職、
ノンリサーチ職

海外ポスドク、
インターンシップ
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名古屋大学
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

ベネッセ教育総合研究所
主任研究員 加 藤 健 太 郎 氏

日 時 2017年
７月２８日（金）
15:00～17:00

会 場 名古屋大学東山キャンパス
ＥＳ総合館１階 ＥＳホール

対 象 大学関係者

申込方法 Ｗｅｂ（http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/)による事前申込制。
Ｅメール・ＦＡＸにてお申し込みの場合は裏面を参照してください。
なお，定員（160名）に達し次第締め切りとさせていただきます。

入 場 無料

お問合せ先 名古屋大学教育基盤連携本部アドミッション部門
電話：052-747-6942
メール：k-tokatsu@adm.nagoya-u.ac.jp

多面的・総合的評価を入試に導入した場合，尺度や性質が異なる複数のテスト
のスコアを合成し，総合的な評価を行う必要が出てくる。その際の基本的な考え
方を，テスト理論の立場から紹介する。総合評価に段階値をとる指標が含まれる
場合や，合成時のウェイトを変えたときの合否への影響等についても考察する。

（略歴）東京大学大学院教育学研究科修士課程，ミネソタ大学教育心理
学科博士課程修了，Ph.D.（教育心理学）。Educational Testing Service
(ETS）研修生を経て，2009年よりベネッセ教育総合研究所研究員。
2013年より主任研究員。種々の教育アセスメントの設計・開発・データ
分析等に携わっている。
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Ｆ Ａ Ｘ 送信先： ０ ５ ２ －７ ４ ７ －６ ９ ７ ２  

名古屋大学 第 3 回教育基盤連携本部セミナー 参加申込書 
 

セミナーに参加をご希望の方はＷｅ ｂ （http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/）により申込ください。 

Ｅ メールにて申し込みの方は，以下の必要事項を k-tokatsu@adm.nagoya-u.ac.jp へお送りください。 

FAX にて申し込みの方は，ご記入の上，上記番号にＦ Ａ Ｘ にて送信ください。 

申込締め切り：７ 月 21 日（金） 

 フ リ ガ ナ   

 お 名 前  
 

 

 ご 所 属  
 

 

 ご 役 職  
 

 

 ご 住 所  

〒 

 

 

 

 電 話 番 号  
 

 

 メールアドレス  
 

 

・ご記入いただいた個人情報は，本学の個人情報保護方針に基づき，適正に管理いたします。 

・定員（１６０名）に達し次第，締め切りとさせていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

会 場 案 内 

 

 

名古屋大学東山キャンパス 

ＥＳ総合館１階 

ＥＳホール 

（名古屋市千種区不老町） 

 

名古屋市営地下鉄名城線 

「名古屋大学」駅下車 

２番出口より徒歩 

 

公共交通機関でお越しください。 

 

 

お問い合わせ： 

名古屋大学教育基盤連携本部 アドミッション部門 

電 話：052-747-6942 

メール：k-tokatsu@adm.nagoya-u.ac.jp 
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数学博物館をつくろう！Vol.4 

-群が織りなす対称性の美 
2017 年 7 月 31 日(月) - 8 月 10 日(木) 10:00ー18:00 

(初日は 13:00 から、土日はお休み、予約不要・入場無料) 
 

  
 

数学博物館の第４弾！今回は、理学部数理学 

科３年生の「代数学要論 I」の受講生による作品 

展です。 

「代数学要論 I」の主役は群（ぐん）。これは 

抽象代数でもありますが、いろいろなものの対 

称性を表す便利な道具でもあり、数学はもちろ 

ん、物理学、化学などの自然科学、また工学に 

も現れます。またデザインやパズルにもたくさ 

ん応用されています。 

そんな群の世界をいろいろな角度から見てみ 

よう！というのがこの展覧会の目的です。抽象 

代数学について興味がある人、対称性のある美 

しい絵が好きな人、いろんなパズルが大好きな 

人など、たくさんの人が楽しめる数学の世界を 

紹介する場所にしたいと思っています。 

 

ギャラリートーク 
「群が織りなす対称性の美」  8 月 10 日（木）16:30-17:30 

数学だけでなく、いろんなところに使われている群についてお話しします。 

また、この展示に至った学生たちのアクティブラーニングについてもご紹介致します。 

 

主催・企画: 伊藤由佳理（名古屋大学大学院多元数理科学研究科） 

 

 

 

                                        名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町  

地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 

1 番出口より西へ5 分, 全学教育南棟入口横 
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公開講座
認知行動療法セミナー開催のお知らせ

講師：客員教授 David J.Kutz, Ph.D.
ニューメキシコ大学医学部臨床准教授、Private Practice, Clinical Psychologist(Santa Fe)

①8月1日13:00-14:30 Basics of CBT 

②8月1日14:45-16:15  OCD

③8月2日13:00-14:30 Generalized Anxiety

④8月2日14:45-16:15  Eating Disorders (Anorexia & Bulimia)  

場所：名古屋大学教育学部 E演習室 (東山キャンパス）

参加費：無料

＊こちらのセミナーは大学院の講義の一部を一般の方に公開しています。レクチャーは英語で行われます。

お申込み・お問合せ：名古屋大学心の発達支援研究実践センター(近藤）

Tel:052-789-2658  Mail:e43195b@cc.nagoya-u.ac.jp  HP:http://kokoro.nagoya-u.ac.jp/

名古屋大学教育発達科学研究科・心の発達支援研究実践センター共催
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第 14 回 東アジア社会政策会議 

公開講演の御案内 
（入場無料、英語、通訳なし） 

 

第一部 2017 年 8月 2日（水）10:00～11:30 豊田講堂シンポジオン 

施世駿（国立台湾大学教授） 

「東アジアにおける福祉削減――国際比較から見た年金改革」 

落合恵美子（京都大学教授） 

「変わりゆく欧亜のケアダイヤモンド――欧州のアジア化とアジアの欧州化？」 

 

第二部 2017 年 8月 3日（木）13:30～14:30 豊田講堂シンポジオン 

サラ・クック（ユニセフ・イノチェンティ研究所長） 

「持続可能な開発目標と子どもたち――東アジアの社会政策はグローバル目標をどこまで達成しているか？」 

広井良典（京都大学教授） 

「持続可能な福祉社会の可能性――ポスト成長社会における社会政策と環境政策の統合」 

 
聴講希望の方は上村泰裕（環境学研究科准教授、kamimura@nagoya-u.jp）まで御連絡下さい。 

 

 

主催：第 14 回東アジア社会政策会議実行委員会  共催：名古屋大学大学院環境学研究科  後援：一般社団法人東京倶楽部・名古屋大学 
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By Train
By Car

Leading the Future through Innovation

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

会場案内

アクセス

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 )

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

Picture of 
Venue

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

( 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 )

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

　 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。 

　名古屋大学は、人間性と科学の調
和的発展を目指し、高度な研究と教
育を実践している基幹的総合大学。
自由闊達な学風の下、人間と社会と
自然に関する研究と教育を通じて、
人々の幸福に貢献することを使命と
し、社会の各種分野でリーダーとな
る多くの人材を世に送り出し、日本
および世界の発展に貢献している。

　チュラロンコン大学は、ワチラー
ウット王 (ラーマⅥ世)によって設立
された、名君の誉れ高いチュラーロ
ンコーン王(ラーマⅤ世)の名を由来
とするタイ最古の権威ある国立大
学。あらゆる研究エリアにおいて、
多種多様なプログラムを提供する総
合大学で、国内外から優秀な学生
および交換留学生が集まる。

チュラロンコン大学 名古屋大学

シンポジウムについて

主催

  
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

柳井 正史 名古屋大学 未来社会創造機構 招へい教員

General Manager, SEKISUI S-LEC B.V.

 

小林 茂紀
在タイ日本国大使館 広報文化部長

09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:15

09:45 - 10:45

12:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

Coffee Break10:45 - 11:00

 
 

 
National Science Technology and Innovation Policy Office

 
 

■　　　同時通訳　　　□
□     日本語 → 英語     ■

■　　　同時通訳　　　□
□     英語 → 日本語     ■

Sorawit Narupiti
 (ソーラウィット・ナルピティ)

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

■　　　同時通訳　　　□
□     日本語 → 英語     ■

 

Lunch Break

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

11:00 - 11:30

15:00 - 15:30

15:40 - 17:40

17:40 - 17:45

*名古屋大学 バンコク事務所 (11F)  見学自由

受付開始

開会
歓迎挨拶

開会挨拶

来賓挨拶

 「タイの科学技術政策と国際連携 (仮)」  
基調講演 1

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(仮)」

大学紹介： チュラロンコン大学

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

基調講演 3

講演 1

講演 2

「持続的社会に向けたトヨタの環境戦略」
古賀 信彦 トヨタ自動車株式会社 未来開拓室 室長

「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』」

「CFRPの航空機・自動車への応用の現状と展望」
名古屋大学 ナショナルコンポジットセンター 特任教授石川 隆司

閉会

※プログラムは予告なく変わる場合がございます。

プログラム

 
学術界と産業界の新たな連携に向けた交流会  

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～

E-mail: sympo_20170803@aip.nagoya-u.ac.jpPhone: +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

E-mail: nubkkoffice@gmail.comPhone: +66-(0)2-218-7199
E-mail: tipchula@yahoo.comPhone: +66-(0)2-657-6334-36

後援

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)

Aichi Prefectural Government

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

名古屋大学 未来社会創造機構事務室 

名古屋大学 バンコク事務所

チュラロンコン大学

概 略 概 略

設立： 1917
              創立100周年

学部： 19
研究科・研究施設等： 25

教職員数： 8,008
学部学生： 24,951
大学院学生：  13,391

大学ランキング：  タイ国内 第1位
                世界 第253位
                        (QS World University Rankings 2015/16)

設立： 1871 (仮病院・仮医学校として)
              1939 (名古屋帝国大学として)

学部： 9
研究科： 13
研究施設： 22

役員： 10
教職員数： 3,857
学部学生： 9,844
大学院学生：  6,008

ノーベル賞受賞者： 6   (物理学 4, 化学 2) 
   

（タイ標準時）
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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

CFRPの航空機・自動車への応用の現状と展望

古賀 信彦
トヨタ自動車株式会社 未来開拓室 室長

持続的社会に向けたトヨタの環境戦略

Sorawit Narupiti  (ソーラウィット・ナルピティ)

Associate Professor, Department of Civil Engineering,
Faculty of Engineering, Chulalorgkorn University

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』

National Science Technology and Innovation Policy Office

 タイの科学技術政策と国際連携 (仮)  

講演者情報

学術交流覚書の調印式

柳井 正史
名古屋大学 未来社会創造機構 招へい教員
General Manager, SEKISUI S-LEC B.V.

 
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 (仮)

～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 

　　　　   　2014年に設立された
              産学官連携研究を主導
　　　　  する拠点。産学官連携
              のもと、社会との対話
を通して次世代の教育研究を推
進し、コミュニティ、社会及び
世界の未来を担う新しい価値の
創造を目指している。

未来社会創造機構 

　2007年に設立された学
際的な大学院プログラム。
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。

チュラロンコン大学 名古屋大学 

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)
Dean of Graduate School, Chulalongkorn University

機構長
　　　　　財満 鎭明

ポスターセッション・展示

循環に気付き、循環を築く
プログラムコーディネーター：  武田 一哉

大学院情報学研究科・教授

RWDC日本学術振興会 (JSPS) 研究拠点形成事業
｢ ASEANにおけるコンパクトモビリティモデル研究拠点 ｣

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

Student Startups
Framgia Japan Co., LTD CEO     Yusuke Hattori 

アジア5カ国12拠点で、ソフトウェア開発事業や人材開発事業を展開。
(グループ従業員数は約1000名)大手企業からベンチャー企業まで幅広い
クライアントのサービス・プロダクト開発や人材育成・採用を支援。

Optimind LLC. Representative     Ken Matsushita 
最適化技術を用いて、企業におけるIT活用力の強化と現場の効率化に貢献する
ために設立。教育システムの開発と販売、アプリケーションとウェブシステム
などの受注開発を行っている。

Sense IV, Inc. CEO     Abraham Israel Monrroy Cano
センサーキャリブレーションやデータ融合、イメージセンサやレンジセンサに
よる知覚情報の抽出を容易にする製品及びサービスを提供するために設立。
ロボット、自律運転、ドローン制御、自動監視装置などへの応用が期待される。

Tryeting Inc. President     Yuki Nagae 
「人工知能×ビッグデータ×α」を合言葉に、社会課題に対するソリューション
を提供するために設立。業務改善コンサルティングだけでなく、保育業務支援
システムといった自社独自サービスやビジネスモデル設計を行う学生団体の支援
も行っている。

Map IV, Inc. CEO     Yuki Kitsukawa
自動運転向け地図作成・車両位置推定の研究成果を実世界で応用するために
設立。自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発者である強みを活かし、
自動運転地図技術のイノベーションを起こすことを目指している。

Synthesis and Characterization of Bimodal Mesoporous Silica derived from Rice Husk Ash

Study on efficiency of Vapor Adsorption of Dyestuff on Fabric by Using Activated Carbon from Rice Husk Ash 
and Applications in Heat Transfer Printing Industry

Feasibility study of production of sauce sheet for ready-to-eat burger and sandwich products

Innovation process for prolongation of vegetables           

Innovation process for preservation of Thai fruits

Innovative Thai cosmetic to nourishing skin from rose extract and coconut oil with a cold extraction method

Innovative Milk Liner Coating by Organic Silver Nano Particles

Innovative Thai Red rice (Sung yod) Anti-aging Cream with Niosome Tecnology

Innovative Anti-aging serum extract from Wild Damask rose and Persimmon with Nanosome Technology

Innovative Thai cottonseed extract sun cream          

Innovation process for transdermal delivery of active cosmetic ingredients 

Chanyarak WATTANACHAI

Pakpoom NOICHAROEN

Pornpon PLOYTHAMACHAT

Chamaiporn SUPACHETTAPUN

Penpimol JATURONRASSAMEE

A Study of Users’ Requirements for Car Care Application

A Study of The Feasibility of A Mobile Application to Find A Parking in Both Short and Long Term in Bangkok 

The Study of Mobile Learning Readiness in Rural Area: Case of North-Eastern of Thailand

Open Government Data Assessment Model: An indicator development in Thailand

Bio-efficacy enhancement process™

Thaneenart TERMTRISSANA

                  Dhewika DAMRONGHUD

Thipsuda WONGKHAMDI

 Chatipot SRIMUANG

Urarika LUESAKUL

                  
Patpatsorn TANASETHIRUN

David MAKARAPONG

David MAKARAPONG

Patpatsorn TANASETHIRUN

Patpatsorn TANASETHIRUN

Kasem PAYUHADECHAPIPAT

Poster Presentations from CU TIP CU: チュラロンコン大学     NU: 名古屋大学     HUST: ハノイ工科大学     NUOL: ラオス国立大学

3D LiDAR-based Real-time Ground Segmentation for Autonomous Vehicles

A Study on Driving and cognitive Abilities of Elderly Driver by Using a Driving Simulator
                  

A Study on the non-linear least squares estimation of modal parameters (vibration properties) 
of automobile structures          

Aircraft Noise Assessment In The Vicinity Of Wattay International Airport, Vientiane, Lao PDR  
                  

An improvement of power-split hybrid powertrain simulation focusing on hybrid operation characteristic and 
fuel consumption based on real-world driving data

Connected Car, Connected People, Connecting to Smart City

Development of an Open Innovation Platform for Smart Mobility and Lifelog Big Data

Development of Forward Collision Warning System Using Laser Scanner with Camera to Detect 
and Estimate Object Headway Distance            

Feasibility of Rollover Prevention in Tripped Rollovers

Exhaust after treatment solution for in-used diesel engine buses in Hanoi

Game-based Neurofeedback Cognitive Training for the Elderly

Impact of Load Changes on Energy Consumption of Diverse Powertrain under Real-World Driving in Bangkok 
                  

Independent driving pattern factors of motorbikes in urban traffic and their influence on fuel consumption 
              

LabVIEW data analysis of a cost-effective 150W single-axis solar tracking system designed for 
both of rural and urban areas in Lao PDR                     

Slocal® Automated Vehicle

The calculation and design a car covering using solar cells

The vehicle steering and braking guidance using vehicle dynamics approach for forward collision warning system 
– Field Experiments.                

Traffic Modeling and Some Inequalities in Banach Spaces

Visualization study for the influence of fuel additive on combustion characteristics of 
water-in-diesel nanoemulsion fuel          

Patiphon NARKSRI (NU)

                  Sunhapos CHANTRANUWATHANA (CU)

 DUONG Ngoc Khanh (HUST)

 
   Vernsone PHENGSOULITH (NUOL)

Siriorn PITANUWAT (NU)

Kultida ROJVIBOONCHAI (CU)

Masayuki SHIMIZU, Hirofumi AOKI (NU)

Kanin KIATARAMGUL (CU)

Gridsada PHANOMCHOENG (CU)

LE Anh Tuan (HUST)

Kanin KIATARAMGUL (CU)

   Soravas TREENOK (CU)

   DAM Hoang Phuc (HUST)

 Lemthong LATHDAVONG (NUOL)

Yoshiki NINOMIYA (NU)

NGUYEN The Luong (HUST)

Sedtawud LARBWISUTHISAROJ (CU)

Bouasy DOUNGSAVANH, Sackmone SIRISACK (CU)

NGUYEN Huu Tuan (CU)

Application of Zeolites for Removal and Separation Processes

Classification of lipid extracted from green microalgae Desmodesmus subspicatus by 
liquefied dimethyl ether 

Development of Recycling and Environmental Technology

Effect of beads addition on methane hydrate formation for methane storage

Encapsulation of astaxanthin with biodegradable polymer by supercritical CO2 anti-solvent method  
   

Enhancement of Ag-nanowire transparent conductive electrodes by atomic layer deposition coating with ZnO 
               

Observation of gas generation in regenerative fuel cell by low-energy X-ray

High thermal performance biocomposite separator membranes based on polylactic acid (PLA)/polybutylene 
succinate (PBS) with improving electrolyte wettability and conductivity of Li-ion battery   
          

Synthesized Magnetic Adsorbent for Treatment of Wastewater
         

Synthesis of TiO2 nanoparticles by laser ablation in liquid and their photocatalytic activity

                        Takeshi HAGIO (NU)

 
Naomasa YAMAMOTO (NU)

Ryoichi ICHINO (NU)

Yuto TAKEUCHI (NU)

 
Kahori KAGA (NU)

             PHAM Anh Tuan (HUST)

Phengxay DEEVANHXAY (NUOL)

     Satita THIANGTHAM (CU)

 Yuki KAMIMOTO (NU)

Shota KAWAI (NU)

Energy & Environment

Transportation Engineering

Estimating Risk Levels Perceived by Individuals for Lane Change Scenes

Traffic Context Extraction from Sequencial Point Cloud Data based on Predictive Neural Network

Naren BAO (RWDC)

 
Daiki HAYASHI (RWDC)

A Location Estimation Method using Mobile BLE Tags with Tandem Scanners

An iterated local search algorithm for a periodic scheduling problem

Data augmentation using noise superposition in sound event detection
 
Parallel computation using "Parareal" algorithm for initial-value problems

Kenta URANO (RWDC)

      Hang DONG (RWDC)

Koichi MIYAZAKI (RWDC)

Dain KIM (RWDC)

An analysis of spatial interdependence in automobile related industries using municipal level 
inter-regional Input-Output tables for Aichi prefecture in Japan      

Coordination Analysis for Japanese Statutory Sentences using Neural Language Models

      Takahiro TSUKAMOTO (RWDC)

Takahiro YAMAKOSHI (RWDC)

Auto-mated organ segmentation from CT volumes based on Conditional Random field

Data Acquisition of Presenter's Heart Rate and it's Application to Improvement of Presentation Ability  
                   
 
Empirical Study of How Perceptions of Performance Appraisal Justice Affect Job Satisfaction: 
in a Sample of Chinese Employees                                                                       
 
Garment vs. Bed-Sheet: Pressure Dispersion Cushions for Pressure Ulcer Prevention

Ying YANG (RWDC)

 
  Shimeng PENG (RWDC)

 
 

  Tingfang QUE (RWDC)
 

Ryosuke ONOSE (RWDC)

Automotive Engineering

Medicine & Ergonomics 

Analysis & Simulations 

Sensing & Control
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河川工学者 田代 喬さん

名古屋大学減災連携研究センター

ライフライン地盤防災産学協同研究部門教授

新しい大雨警報をどう活かすか
－危険度分布図の読み方を知る－

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 S１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. 8. 4（金 )   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 75回】

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

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。

今回は、7月 4日から気象庁が新たに始める大雨・洪水警報の伝達方法がテーマです。

災害の可能性を「危険度分布図」を使ってわかりやすく伝えようというものですが、

私たちはそれをどう読めばいいのか、専門家との対話で考えます。
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参加者 

募集 
小学５年生以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
テントウムシの脚の毛                           アリの複眼 

 

              
 

  
 

20168/5(土)    観察園のムシ 
       〆切 7/20(木)必着 
 

20168/19(土)  雑木林のムシ 
〆切 8/3(木)必着 

 

どちらも 10：00～15：30 
 

 

名古屋大学構内で各自ムシを採集、博物館実験室及び 

展示室にて､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、分類や働きを学びます。 
 ※費用 500円（保険料） 雨天決行 

※持ち物：飲み物、昼食、筆記用具 

あればコンパクトカメラ 

雨の場合は、カッパなどの雨具(両手が使えるもの) 

※定員：各回 24名  小学生 5年生～大人 
                                            

                     申し込み・お問い合せ先： 

                              名古屋大学博物館 【地下鉄名城線名古屋大学２番出口スグ】 

〒464-8601名古屋市千種区不老町 

                                         TEL052-789-5767   FAX052-789-5896                  

ミミククロロのの探探検検隊隊®® 
名古屋大学のムシを 

電子顕微鏡で観察しよう! 
協力 

・日立ハイテクノロジーズ 

・名古屋大学医学教育研究 

支援センター分析機器部門 

  ・名古屋昆虫同好会 

申し込み方法 
 

往復ハガキに「参加日、ミクロの探検

隊ムシ、郵便番号、住所、氏名(フリ

ガナ)、年齢、電話番号、学生は学校

名、参加人数、博物館友の会会員は会

員番号」を明記の上、お申し込み下さ

い。 

※申し込み多数の場合は、抽選となります

が、小中高生は優先とさせていただきます。 
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整理番号 ＨＴ２９１７７ 分野 物理・その他 キーワード 素粒子 

 

研 究 機 関 名 名古屋大学  

プログラム名 素粒子を見る！－暗黒物質・ピラミッドの中も見えるかも！？－  

先生（代表者） 中村 光廣（なかむら みつひろ） 

未来材料・システム研究所・教授 

顔写真 

（代表者の顔写真を貼り

付けてください。） 自 己 紹 介 小さな望遠鏡を振り回していて、偶然「発見」した土星の姿に

心を奪われ、ふらふらっとこの「研究」の世界にまよいこんでし

まいました。中 1 の時のことです。以来いまだにこの道から抜け

出せずに「未知の世界」の旅を仲間たちと続けています。 

開 催 日 時 ・ 

募 集 対 象 

平成２９年８月５日（土） 

平成２９年８月６日（日） 

受 講 

対象者 

中学生 

高校生 

募集 

人数 

20 名 

20 名 

集合場所・時間 名古屋大学 理学部南館 セミナー室 （集合時間） 9：30 

開 催 会 場 

 

名古屋大学（東山キャンパス）理学部南館 セミナー室 

住所：〒464-8602 名古屋市千種区不老町 

アクセスマップ URL： http://flab.phys.nagoya-u.ac.jp/2011/contact/ 

内 容 

素粒子の世界へようこそ。 

探検の道具は、素粒子を見ることができる霧箱（きりばこ）です。素粒子

とは、我々の世界の根源となる小さな粒子です。我々の体も素粒子からで

きており、普段は気づきませんが体中を宇宙からふりそそぐたくさんの素

粒子がつきぬけています。それを霧箱で見てみましょう。霧箱の中では、

素粒子は飛行機雲を残します（飛跡（ひせき）といいます）。どんな形をして

いるでしょうか？濃さはどうでしょうか？ 

また実際に素粒子の飛跡を測定している最先端の測定装置がならぶ研

究の現場もお見せします。素粒子が残す飛行機雲が、みなさんにとっての

「土星」となり、研究者を目指す人が増えれば大変うれしいです。 

スケジュール 持 ち 物 

（1 日目（中学生）、2 日目（高校生）とも同日程） 

9:30～10:00 受付（名古屋大学 理学部 C 館前集合） 

10:00～10:30 開講式（あいさつ、オリエンテーション、科研費の説明） 

10:30～11:30 講義「素粒子で探るピラミッドの謎（講師：森島邦博）」  

(休憩 15 分) 

11:30～12:30 実習「宇宙線が見える実験装置作り」 

12:30～13:30 休憩（昼休み）  

13:30～14:30 観察・測定と考察（休憩 15 分） 

14:30～15:00 発表 

15:00～15:30 研究室見学 

15:30～16:00 修了式（アンケート記入、未来博士号授与）  

16:00      終了・解散  

筆記用具 

 

 

 

特 記 事 項  

受講生は大学加入の保険の

対象内です。 

動きやすい服装できてくださ

い。 
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《お問合せ・お申込先》 

所 属 ・氏 名 ： 名古屋大学 F 研究室 中村光廣 

住 所 ： 愛知県名古屋市千種区不老町 

T E L 番 号 ： ０５２－７８９－３５３２ 

F A X 番 号  ： ０５２－７８９－２８６４ 

E - m a i l  ： htjimu2016@flab.phys.nagoya-u.ac.jp 

申込締切日 ： 平成２９年７月２８日（金 ）  

      

※当プログラムは定員を超えた場合は申込締切日後に抽選を行い、７月３１日（月）までに 

郵便（またはメール）にて全員にご連絡します。 

 

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》 

研究代表者 研究期間 研究種目 課題番号 研究課題名 

中村光廣 
2015－
2017 

基盤研究 A 15H02085 

オペラ検出器によるニュートリ

ノの研究 -総括と宇宙線事象解

析- 

〃 
2017－
2019 

基盤研究 A 17H01661 

原子核乾板による暗黒物質の検

出 -グランサッソー地下におけ

る本格展開-  

〃 
2013－
2017 

新学術領域

研究  
25105006 

超高解像度ニュートリノ検出器

の開発 

 

 

 

 
★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！ 

http://kaken.nii.ac.jp/ 

※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。 
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参加者 

募集 
小学５年生以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
テントウムシの脚の毛                           アリの複眼 

 

              
 

  
 

20168/5(土)    観察園のムシ 
       〆切 7/20(木)必着 
 

20168/19(土)  雑木林のムシ 
〆切 8/3(木)必着 

 

どちらも 10：00～15：30 
 

 

名古屋大学構内で各自ムシを採集、博物館実験室及び 

展示室にて､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、分類や働きを学びます。 
 ※費用 500円（保険料） 雨天決行 

※持ち物：飲み物、昼食、筆記用具 

あればコンパクトカメラ 

雨の場合は、カッパなどの雨具(両手が使えるもの) 

※定員：各回 24名  小学生 5年生～大人 
                                            

                     申し込み・お問い合せ先： 

                              名古屋大学博物館 【地下鉄名城線名古屋大学２番出口スグ】 

〒464-8601名古屋市千種区不老町 

                                         TEL052-789-5767   FAX052-789-5896                  

ミミククロロのの探探検検隊隊®® 
名古屋大学のムシを 

電子顕微鏡で観察しよう! 
協力 

・日立ハイテクノロジーズ 

・名古屋大学医学教育研究 

支援センター分析機器部門 

  ・名古屋昆虫同好会 

申し込み方法 
 

往復ハガキに「参加日、ミクロの探検

隊ムシ、郵便番号、住所、氏名(フリ

ガナ)、年齢、電話番号、学生は学校

名、参加人数、博物館友の会会員は会

員番号」を明記の上、お申し込み下さ

い。 

※申し込み多数の場合は、抽選となります

が、小中高生は優先とさせていただきます。 
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数学は思考の冒険です！
科学・技術の基盤を担う夢とロマンを秘め
た若者の才能を発掘し、今後も育成してい
くために、１９９０年以来開催している日本
数学コンクールと日本ジュニア数学コン
クールを今年も開催いたします。
また、近年求められている、他者と協力し
て解を導き出せる人材の発掘・育成のた
め、団体戦も同時開催いたします。
つきましては、数学に興味のある小中学生・
高校生の皆さんに一人でも多く参加してい
ただきたくご案内いたします。

◇名古屋会場：名古屋大学理学部エリア
◇三重会場：三重県立津高等学校
◇大阪会場：大阪府立大手前高等学校
◇和歌山会場：橋本市教育文化会館
◇福井会場：福井大学

◇1人あたり1,000円（事前振込）
※申込者には、後日振込用紙を送付しますので、期日（7月20
日（木））までにお支払い願います。※団体戦については代表
者に人数分の参加料振込用紙をお送りします。入金を確認後、
7月下旬を目途に参加票を送付します。納付した参加料につ
いて、8月2日（水）（午後5時）までに不参加の連絡をされ
た方には参加料から返金時の銀行振込手数料を差し引いた金
額を返金いたします。

◇個人戦、団体戦：別紙申込用紙により、郵送、メールまたはホー
ムページから申し込むこと。
※ホームページに様式、申込フォームあり。学校単位での申込
み可

解答時間は約５時間、途中で昼食や
飲み物などは自由に取ることができま
す。また、参考書やノート、電卓など
の持ち込みも自由です。

自由にゆったりと考える

平成29年

（日）
8月6日

1

学校における教育課程、教
科書にとらわれず、数学の
本質に根ざした、考えて楽
しい問題を提供します。

楽しい数学の発見
2

コンクール参加者の数学的
能力をさらに高めるため、
コンクールの表彰式の後、
講評会を行います。

人材の育成
4

日
本
数
学
コ
ン
ク
ー
ル
の
特
色

開催日時

※予備日8月20日（日）
◇受付：9時30分　◇解答開始時間：10時30分

平成29年8月6日（日）

後援：愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、名古屋市教育委員会、
　　　大阪市教育委員会、和歌山県橋本市教育委員会、愛知県高等学校数学研究会、
　　　岐阜県高等学校数学教育研究会、三重県高等学校数学教育研究会、大阪高等学校数学教育会、
　　　中日新聞社、東海テレビ放送株式会社、テレビ愛知株式会社

第28回 日本数学コンクール

第21回 日本ジュニア数学コンクール

優秀な才能をもった生徒、ユニークな
発想を持った生徒など、様々な参加
者の才能を多面的に評価するために、
たくさん解いた生徒だけでなく、１題
に集中してすばらしい発想を出した生
徒にも賞を与えます。

多彩な才能の評価
3

1

会　　場2

◇日本数学コンクール
　個人戦：高校生、高校生相当年齢の者
　団体戦：高校生、高校生相当年齢の者　１チーム４名まで
◇日本ジュニア数学コンクール
　個人戦：中学生、小学校５年生以上
　団体戦：中学生、小学校５年生以上　１チーム４名まで

参加資格3

応募方法4

◇平成29年7月6日（木）
※当日消印有効（期限厳守、コンクール当日の受付は行いません。）

応募締切日5

参 加 料6

◇コンクール参加者から、コンクール後１週間以内に改めて解
答が提出された場合、その解答を論文賞の応募論文として扱
います。参加者同士で協力しても構いません。もし当日会場
で時間内に書けなかった、思い付かなかった、というようなア
イディアがありましたら、コンクール後でも解答を送ってくだ
さい。

感 想 戦7

◇コンクール当日の昼食は各自で持参すること。昼食の時間は
各自が自由に設定し、その時も解答可能です。ただし、会場
から外に出ることはできません。
◇コンクール会場への参考書、ノート、電卓等の持込みは自由
です。ただし、個人戦については問題に関する私語および通
信機器の使用を、団体戦については通信機器の使用を禁止し
ます。
◇参加申込の際は、別紙の申込用紙に従い、それぞれの項目
をすべて記入してください。
◇「シンガポール国際数学チャレンジ」（以下：SIMC）への
推薦について
　SIMCは2年に一度、5月にシンガポールにおいて、シンガ
ポール教育省とシンガポール大学附属数理高等学校によっ
て開催される国際数学チャレンジです。次回は平成30年5
月に開催予定です。4名でチームを組み、問題を解いてプ
レゼンテーションを行いますが、問題文、解答、プレゼンテー
ションは、すべて英語です。数学コンクール個人戦・団体
戦における高校1、2年生などの結果を総合的に判断して、
SIMCへの推薦校を決定します。
＜SIMCに関する注意事項＞
□数学コンクール個人戦・団体戦で優秀な成績を収めた高校1、2年生が所属す
る高校に、次回SIMCの招待状をお送りします。滞在費はSIMCが負担しますが、
現地までの交通費等その他必要経費は自己負担となります。
□参加は学校単位で、教員の同伴が必須であり、期間が１週間に及ぶため、学校
及び保護者の方の協力が必要になります。
□担当教員として記載された先生に意思確認の連絡をすることがありますので、ご
了承ください。

そ の 他8

◇日時：平成2９年11月5日（日）午前10時～
◇場所：名古屋大学坂田・平田ホール

表 彰 式

〒464-8601名古屋市千種区不老町
名古屋大学社会連携課内 日本数学コンクール係
電話：０５２-７４７-６5８４、０５２-７４７-６４８４
時間：９：００～１７：００（土・日・祝日除く）
【日本数学コンクールホームページ】
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/math-con/

お問い合わせ先

9
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学⽣の深い学びを促す発問とは？ 
（ワークショップ） 

⽥中 瑛津⼦ ⽒（名古屋⼤学 PhD 登⿓⾨推進室・特任助教） 

⼩⼭ 義徳 ⽒（千葉⼤学教育学部・准教授） 

エマニュエル・マナロ ⽒（京都⼤学⼤学院教育学研究科・教授）

講演概要 ⼤学の講義においても、学⽣に対して⼀⽅的に知識を伝えるのではなく、教員の発問

によって学⽣⾃⾝の主体的な授業参加を促し、深い学びがなされる場を提供することが

求められています。教員からの発問は、応⽤可能な知識の獲得を促したり、多⾓的な視

点で物事を分析する批判的思考⼒を育てる上で重要な役割を果たします。 本ワークショッ

プでは、発問が授業でどのような役割を果たすのか、⽬的に応じた質の⾼い発問をする

にはどうすればよいかを学び、⾃⾝の授業でどのように発問を活⽤できるかについて考

えます。 

2017 年 8 ⽉ 9 ⽇（⽔） 13:00－16:00
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 

名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 142 回招聘セミナー

【参加の際に準備していただきたいこと】 

⾃⾝が担当する授業 1 回分の内容について⾃分で参照できるもの（シラバス、板書計画、テキストの

該当部分の写し、配布資料、学⽣へ課した課題、テストなど）をお持ちください。 
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のぞいてみよう！ 
プラズマと生物と医療の

不思議な世界 

２０１７年８月１０日（水） 

於：名古屋大学 ES総合館 
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≪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。
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 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 86 回客員教授セミナー  

韓国における⾼等教育改⾰ 
－財政⽀援と評価による教育の質保証－

Hoseung Byun ⽒（忠北⼤学教育学部・教授） 

講演概要 韓国は、戦後の復興・国の再建に向けて、国⺠の教育⽔準の向上に努めてきており、

多くの⾼等教育機関が設置された。近年、グローバル化や厳しい競争、さらに少⼦化と

いう事態に直⾯して、⾼等教育制度改⾰の必要性が指摘されている。政府は、現在学⽣

数の削減に取り組んでおり、それを加速させるために⼤学評価制度、学⽣定員の⾒直し、

財政⽀援等の政策を打ち出している。さらに 2017 年から第 2 期計画として、質と量の

両⾯にわたる改⾰を進めている。これに対して、⼤学をランクづけしたり就職準備機関

化したりするものとの批判が、各⼤学からあがっている。 

 
※このセミナーは英語で⾏います。⽇本語通訳はありません。 

 

2017 年 8 ⽉ 22 ⽇（⽕） 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 
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整理番号 ＨＴ２９１８１ 分野 工学 キーワード 3D プリンタ、VR 

 

研 究 機 関 名 名古屋大学  

プ ロ グ ラ ム 名 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  

先生（代表者） 森  健策（もり  けんさく）  大学院情報学研究科・教授 

 

自 己 紹 介 学生時代から、画像処理、コンピュータグラフィックス、バーチ

ャルリアリティ技術の研究とその医療応用に取り組んできていま

す。これまで、数多くの医師の方との研究を一緒に行ってきまし

た。また、いろいろな最先端ガジェットと戯れながら毎日の研究

を楽しんでいます。学生時代から焼きそばづくりとフォトグラフィ

ーに凝っています。 

開 催 日 時 ・ 

募 集 対 象 
平成２９年８月２２、２３日（火、水） 

受 講 

対象者 

中学生・ 

高校生 

募集 

人数 
１６名 

集合場所・時間 名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室 （集合時間） １０：００ 

開 催 会 場 

 

名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室 

住所：〒464-8601  名古屋市千種区不老町（名古屋大学東山キャンパス） 

アクセスマップ URL：http://www.mori.m.is.nagoya-u.ac.jp/wiki/ の「アクセス」を参照 

内 容 

本プログラムでは、病院などで撮影される人体輪切り断面像

「CT画像」をコンピュータで処理する医用画像処理、3Dプリンタと

VR の医療応用について学びます。まず画像処理技術の基礎及

び応用について講義を行い、画像処理が現在どのように使われ

ているのか学びます。そして画像処理ソフトウェアを使用してCT画像上で臓器領域をマーキングするセグメンテーシ

ョン処理を体験します。セグメンテーション処理を行う中で基本的な画像処理手法も活用します。その後、セグメンテ

ーション結果を３Ｄプリンタで造形したりヘッドマウントディスプレイを使う VR 技術で観察します。この体験を参考とし

ながら、３D プリンタや VR 技術が活用される未来の医療技術について講義を行います。「仮想空間で見て」、「手で

触る」ことで、人の臓器について学ぶととともに、未来の医療がこれらの技術でどのように変わるか考えます。 

スケジュール 持 ち 物 

【８月２２日】 
9：30-10:00 受付（名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室前） 
10:00-10:15 開講式（あいさつ、オリエンテーション、科研費の説明など） 
10:15-10:45 講義「画像処理技術の説明」 
11:00-11:45 体験「医用画像の観察」 (VR のデモを含む） 
12:00-13:30 昼食 
13:30-17:00 実習「臓器モデルの作成」（適宜休憩） 
17:00     終了 
【８月２３日】 
10:00-10:15 全体説明 
10:15-10:45 実習「3D プリンタから臓器モデルの取り出し」 
11:00-11:45 スーパーコンピュータ見学（名古屋大学情報基盤センター） 
12:00-13:30 昼食 
13:30-14:15 実習「VＲを使った臓器モデル観察」 
14:30-15:15 講義「医用画像処理技術の最先端」 
15:30-15:45 実習「完成した臓器モデルの観察」 
16:00-16:45 講義「未来の医療支援技術」 
17:00-17:30 修了式（アンケート記入、未来博士号授与）・終了・解散 

筆記具 

飲み物 

タオル 

特 記 事 項  

８月２２、２３日の２日かけて
臓器モデルを作るので、参加さ
れる場合は２日の両日とも参
加をお願いします。 
定員を超える場合は、抽選

となります。多数の応募があっ
た場合には指定期日前に応募
受付を締め切る場合もありま
す。どうぞお早目にお申し込み
ください。 
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《お問合せ・お申込先》 

所 属 ・氏 名 ： 
「3D プリンタと VR を使って臓器モデルを作ろう！」事務局 

小田  昌宏（おだ  まさひろ） 

住 所 ： 〒464-8601  名古屋市千種区不老町 名古屋大学 IB 館南棟 466 号室 

T E L 番 号 ： ０５２－７８９－５６８８ 

F A X 番 号  ： ０５２－７８９－３８１５ 

E - m a i l  ： 3dp@mori.m.is.nagoya-u.ac.jp 

申込締切日 ： 平成２９年７月１４日（金）  

      ※当プログラムは申し込みが定員を超えた場合には抽選を行います。 

※当プログラムは多数の応募があった場合には申込締切日前に申し込みを締め切る場合が

あります。どうぞお早めにお申し込みください。 

※抽選の結果は E メールにてご連絡します。連絡先としてご指定いただくメールアドレスに迷

惑メール除去機能が設定されていると、こちらからの連絡が届かない場合がありますので

お気を付けください。 

 

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》 

研究代表者 研究期間 研究種目 課題番号 研究課題名 

森 健策 H26-30 
新学術領域

研究 
26108006 

多元計算解剖モデルを利用した 

術前術中診断・治療支援システム 

 

 

 

 
★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！ 

http://kaken.nii.ac.jp/ 

※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。 
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8/26・27
2日セット（日帰り）

新たな
自然の
 シンボル

！

2016年に、愛知の自然のシンボルとして「愛知県の石」が日本地質学
会から選定されました。その中で、松脂岩（しょうしがん 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
に出かけます。

ところ
名古屋大学博物館（8/26）
新城市鳳来寺山（8/27）
※両日とも、集合・解散は名古屋大学博物館

定員と
対象

一般30名
（小学3年生以上、小学生は保護者同伴）

とき 8月26日（土）13：30～16：30
27日（日） 9：00～16：30

2017年

応募／問い合わせ先

申し込み
方法

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館 地球教室係
TEL：052-789-5767  FAX：052-789-5896  Mail：earth@num.nagoya-u.ac.jp

申込締切：2017年8月7日(月)必着

往復はがきに、
①イベント名（第54回地球教室） ②郵便番号・住所・電話番号・Eメールアドレス　
③参加者全員(保護者とも)の氏名(ふりがな)と学年（一般の方は年齢） ④このイベントを知った方法　
⑤名古屋大学博物館友の会の方はその旨を記入し、返信用の宛名をお書きのうえ、下の住所までお申し込みください。
※消せるペンの使用はお控えください

※応募多数の場合は抽選となります。ご了承下さい。

名古屋大学博物館・名古屋市科学館連携事業
協力：愛知大学名古屋一般教育研究室、鳳来寺山自然科学博物館

フィールドセミナー since 2005

第54回 地球教室

天然ガラスによる石器づくり体験

古代の火山との
関係について解説

松脂岩の
露頭を見学

参加費
１人あたり2,000円
（バス代・保険代）
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名古屋大学 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 NIC302号室

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

お問合せ
窓 口

URL http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/
TEL 052-747- 6490  （担当 ： 熊坂、河野、大蔵） 

博士人材に着目している企業の研究開発担当者や
人事担当者に、あなたの研究の面白さと
あなた自身を、あなたなりの方法で、
アピールしてみませんか？

平 成29年 268
9：30～開催時間 （第２部 交流セッション 12:30～）

名古屋大学豊田講堂会　場

名古屋大学の博士課程後期課程学生・ポスドク・特任助教対　象

研究内容をまとめたポスターを作成し、企業参加者に自己アピールします。
　

内　容
※優秀なポスター発表には賞を授与します

申し込み方法（申し込みフォームにて受付）
❶ポスタータイトル ❷ポスター要旨（日本語で200文字以内） ❸キーワード（3～5個） 
❹リクエスト企業名  とともに、下記URLまたはQRコードよりお申し込みください。
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/kouryukai/detail/0003925.html

・ アース環境サービス(株)
・ ㈱アイヴィス
・ ㈱アイピーテクノ
・ ㈱アウトソーシングテクノロジー
・ AZAPA㈱
・ 朝日インテック㈱
・ アサヒホールディングス㈱
・ ㈱いい生活
・ ㈱ヴィッツ
・ エヌエスディ㈱
・ 榎本工業㈱

・ エム・アール・アイ リサーチア
ソシエイツ㈱

・ ㈱大阪真空機器製作所
・ 大塚製薬㈱
・ オンダ国際特許事務所
・ 学校法人開智学園
・ 特許業務法人快友国際特許
事務所

・ 京セラ㈱
・ ㈱クレハ
・ ケンブリッジコンサルタンツ㈱

・ ㈱SUMCO
・ 三桜工業㈱
・ サンディスク㈱
・ サンプラスチックス㈱
・ JSR㈱
・ ソルベイ・スペシャルケムジャパン㈱
・ 第一三共㈱
・ ㈱ダイセキ環境ソリューション
・ 大日本住友製薬㈱
・ 太陽精機㈱
・ 大和ハウス工業㈱

・ 田辺三菱製薬㈱
・ ㈱知能情報システム
・ DIC㈱
・ テクノスデータサイエンス・エンジ
ニアリング㈱

・ ㈱テクノプロ テクノプロ・R&D社
・ デジタルプロセス㈱
・ テルモ㈱
・ トータルテクニカルソリューショズ㈱
・ ㈱とめ研究所
・ 長良サイエンス㈱

・ 日清紡ホールディングス㈱
・ 日本新薬㈱
・ ㈱ニデック
・ 日本電産㈱
・ 日本電波工業㈱
・ ㈱日本入試センター
・ ㈱ネオレックス
・ ノバルティス ファーマ(株)
・ ㈱ピコ・ナレッジ
・ ㈱Photo electron Soul
・ フジクリーン工業(株)

・ ㈱ブレインパッド
・ ㈱プロドローン
・ 三ツ星ベルト㈱
・ 森合精機㈱
・ ㈱モリタホールディングス
・ 山本特許法律事務所
・ ㈱UL Japan
・ リョーエイ㈱

自身の研究が、
産業界ではどのように
捉えられるのかを
知るチャンス！

企業からの
コメントを得て、

自身の研究の視野を
広げるチャンス！

※企業情報は随時ホームページに掲載します。  来訪予定企業60社 （五十音順）

第1部 ポスターセッション

発表者募集
第7回企業と博士人材の交流会

（6月8日現在）

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

異分野の方にも
分かりやすい工夫を！ ７月21日（金）

応募締切
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第7回 企業と博士人材の交流会
　本交流会では、博士人材に注目している企業の方
と直接お話することができます。多種多様な企業の
業務や研究内容、企業が博士人材に求めることや期
待することなどを理解するよい機会でもあり、“自分
ができることや自分がやりたいことを伝えられる場”
でもあります。また、この場でしか得られない情報
を知ることができます。
　企業への就職を考えている方だけでなく、来年度
以降の就職に役立つ情報を得たい方、アカデミックで
研究を続けていく事を考えている方も大歓迎です。

2017年
8 26

主催 ： 名古屋大学 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター
共催 ： 名古屋大学 リーディング大学院推進機構（グリーン自然科学国際教育研究プログラム,法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム、
　　　 PhDプロフェッショナル登龍門、フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム、実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム、「ウェルビーイングinアジア」
          実現のための女性リーダー育成プログラム）、名古屋大学 教育推進部 学生支援課 就職支援室、名古屋大学 男女共同参画室
後援 ： 北海道大学 人材育成本部、東北大学 高度教養教育・学生支援機構 キャリア支援センター 高度イノベーション博士人財育成ユニット
協力 ： 静岡大学 学生支援センター

「企業と博士人材の交流会」 Facebookはこちら！
https://www.facebook.com/Nagoya.Univ.info.kouryukai/

昨年度参加者からの交流会おススメ情報、
企業から博士へのPRなども続々アップ！！

タイムスケジュール

（休憩）

（休憩）

※第2部のみの参加も可能です。

第１部 ポスターセッション

第２部 交流セッション（企業プレゼン）

第２部 交流セッション（ブーストーク）

情報交換会

第2部 交流セッション

情報交換会

第1部 ポスターセッション

12:30～15:10

15:20～17:40

9:00 ～ 9:30
9:30 ～ 11:15

受付
ポスターセッション

企業プレゼンテーション

企業ブース訪問 （各25分／5回入替制）

17:40～19:00 ポスター優秀賞表彰 ＆ 情報交換会

新たなキャリアパスの
可能性と出会える！

研究の活かし方の
ヒントが得られる！

博士への多種多様な
期待を知る！

おススメ❶ おススメ❷ おススメ❸

ここがおススメ！

　企業の採用担当の方や技術担当の方
と、直接、しかも忌憚なく話をすることが
でき、研究者としても就活生としても
非常に良い経験ができました。必ず視野
が広がると思うので、まずは参加して
みることをお勧めします。

　交流会は自分の研究を紹介しながら、企
業の方とじっくり話すことができるとて
もいい機会です。企業にとって博士人材
はどう評価されているのかも肌で感じる
ことができるので、今後の研究生活を送
る上での新しい指針も得られます！

　参加してみて、自分の研究が役立つ
ことが分かり、やってみたいことが見つ
かるなんてことが大いにありました。
　ドクターを必要とする企業はなかな
か簡単に出会えるものではありませ
ん。参加する価値ありです。

 昨年度の交流会の参加博士から、後輩への熱いメッセージ

企業と博士人材の交流会の

ココだけの
情報を

聞き出そう！

※参加企業52社中17社で内定・就職（第5回実績）
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平 成
29年

12 : 30～19 :00268
・名古屋大学 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター
・名古屋大学 リーディング大学院推進機構（グリーン自然科学国際教育研究プログラム、法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム、
　PhDプロフェッショナル登龍門、フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム、実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム、
　「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム）、名古屋大学 教育推進部 学生支援課 就職支援室、名古屋大学 男女共同参画室
・北海道大学 人材育成本部、東北大学 高度教養教育・学生支援機構 キャリア支援センター 高度イノベーション博士人財育成ユニット
・静岡大学 学生支援センター

新たな
キャリアパスの
可能性と出会える！

研究の活かし方の
ヒントが得られる！

博士への
多様な期待を
知る！

協力

後援

第7回

第2部
交流セッション
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名古屋大学
豊田講堂

8月24日（木）
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/
kouryukai/detail/0003925.html

下記ホームページにアクセス、
または右記QR コードを読み取って、
お申し込み下さい。

申込期限

地下鉄名城線「名古屋大学駅」2番出口徒歩2分アクセス

　本合同企業説明会では、博士人材に注目をし
ている企業の方と直接お話しする機会を用意し
ています。企業での仕事を理解するための良い機
会でもあり、“自分ができること”や“自分がやりた
いこと”を伝えられる場でもあります。また、この
場でしか得られない情報を知ることができます。
　企業への就職を考えている方だけでなく、アカ
デミックで研究を続けていくことを考えている方、
名古屋大学以外の方も大歓迎です。

参加対象者

・ポスドク  ・博士課程後期課程学生
・特任助教 ※学部生・博士課程前期課程学生は

   参加できません。

情報基盤センター 理学部 B館

理学部A館

名古屋大学
総合案内所

名古屋大学
広報プラザ

年代測定総合研究センター
博物館
古川総合研究資料館

本部
1号館

3番出入口

2番
出入口

1番出入口

至 本山

至 八事

理学部
1号館

名古屋大学
野依記念
学術交流館

職
員
ク
ラ
ブ

豊田講堂

タイムスケジュール

参加企業 全60社 ※企業情報は随時ホームページに掲載します。  

・ アース環境サービス株式会社
・ 株式会社アイヴィス
・ 株式会社アイピーテクノ
・ 株式会社アウトソーシングテクノロジー
・ AZAPA株式会社
・ 朝日インテック株式会社
・ アサヒホールディングス株式会社
・ 株式会社いい生活
・ 株式会社ヴィッツ
・ エヌエスディ株式会社
・ 榎本工業株式会社
・ エム・アール・アイリサーチアソシ
　エイツ株式会社
・ 株式会社大阪真空機器製作所
・ 大塚製薬株式会社
・ 特許業務法人オンダ国際特許事務所
・ 学校法人開智学園
・ 特許業務法人快友国際特許事務所
・ 京セラ株式会社
・ 株式会社クレハ
・ ケンブリッジコンサルタンツ株式会社
・ 株式会社SUMCO
・ 三桜工業株式会社
・ サンディスク株式会社
・ サンプラスチックス株式会社
・ JSR株式会社
・ ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン
　株式会社
・ 第一三共株式会社
・ 株式会社ダイセキ環境ソリュー　
　ション
・ 大日本住友製薬株式会社
・ 太陽精機株式会社
・ 大和ハウス工業株式会社
・ 田辺三菱製薬株式会社

・ 株式会社知能情報システム
・ DIC株式会社
・ テクノスデータサイエンス・エン
　ジニアリング株式会社
・ 株式会社テクノプロ テクノプロ・
　R&D社
・ デジタルプロセス株式会社
・ テルモ株式会社
・ トータルテクニカルソリュー
　ションズ株式会社
・ 株式会社とめ研究所
・ 長良サイエンス株式会社
・ 日清紡ホールディングス㈱
・ 日本新薬株式会社
・ 株式会社ニデック
・ 日本電産株式会社
・ 日本電波工業株式会社
・ 株式会社日本入試センター
・ 株式会社ネオレックス
・ ノバルティス ファーマ株式会社
・ 株式会社ピコ・ナレッジ
・ 株式会社Photo electron 
　Soul
・ フジクリーン工業株式会社
・ 株式会社ブレインパッド
・ 株式会社プロドローン
・ 三ツ星ベルト株式会社
・ 森合精機株式会社
・ 株式会社モリタホールディングス
・ 山本特許法律事務所
・ 株式会社UL Japan
・ リョーエイ株式会社
（五十音順）

会場
案内

申込
方法

１2：0０ ～

12：30 ～

15：20～

17：40～ 

１2：3０

15：10

17：4０

19：0０

　　

受付

各企業による 「２分間プレゼンテーション」

（参加者移動、休憩）

企業ブース訪問

（各25分／5回入替制）

情報交換会
ブースに行けなかった企業や個人的にもっと
話をしたい企業と交流する時間です。

第7回企業と博士人材の交流会ポスドク・博士課程
後期課程学生のための

「企業と博士人材の交流会」 Facebookはこちら！

https://www.facebook.com/Nagoya.Univ.info.kouryukai/
昨年度参加者からの交流会おススメ情報、企業からの博士へのPRなども続々アップ！！

名古屋大学 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 NIC302号室

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

お問合せ
窓 口

URL http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/
TEL 052-747- 6490  （担当 ： 熊坂、河野、大蔵） 

合同企業説明会 日本最大級

全国の

博士人材に
期待する企業が
多数参加！！

※期日までにお申し込みいただいた方には、名札と資料集をご用意いたします。

交流セッション第2部

参加企業
52社中17社で
内定・就職！
（第5回実績）

ココだけの情報を聞き出そう！
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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

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。
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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地下鉄亀島駅
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エスカ7番出口至中村区役所
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太
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名鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅

至
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地下鉄
名古屋駅

IMONビル

河合塾
COSMO

地下鉄
名古屋駅Ｊ

Ｒ
名
古
屋
駅

N

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

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

0120-745-191

0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

河合塾 名駅キャンパス 名駅校（医進館　東大・京大館）
〒453-0015　名古屋市中村区椿町1-8

0120-742-191
受付時間
10：00～18：00

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

至
藤
が
丘

至
久
屋
大
通

至 

栄

千種校

地下鉄
車道駅

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

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22回
医学部

日　　時：8月27日●日
会　　場：河合塾 名駅校

先端医療機器研究開発の紹介

講 演 者：山本 誠一 教授
やまもと  せいいち

大学院生：・医科学専攻（分子病原細菌学）
 ・看護学専攻（健康発達看護学分野）

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）

（医学系研究科・保健学科）

医療の分野においては、疾患の早期発見や効果的
な治療のための新しい医療機器の研究開発が進められ
ています。診断装置では、陽子線放射型断層撮像装置
（PET）や磁気共鳴イメージング装置（MRI）だけでなく、
それらを組み合わせた装置の開発が進んでいます。治療
装置では、陽子線や炭素線を用いた粒子線治療装置
の研究開発も行われています。本講演では、私の研究を
中心に、これらの先端医療機器研究開発の現状を紹介
致します。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第22回 医学部

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-C52-323
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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22回 医学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
名古屋大学工学部原子核工学科卒業後、精密計測機器を開発している島
津製作所に入社し、医療機器の開発を行いました。その後、神戸高専でいろい
ろな装置の開発を行うとともに神戸医療産業都市構想関連の仕事を行ってきま
した。数年前に名古屋大学に移り、医療関連機器を中心に研究開発を継続し
ています。最近は特に、自分が面白い研究が良い研究なのだと実感しています。

最先端のバイオメディカル機器である、PET、SPECT、MRI、光
計測機器の開発に加え、これらを組み合わせた複合装置の開発を
行っています。また最近、放射線照射により水が発光する現象を世
界で初めて発見し、その計測手法を応用した粒子線治療装置の
線量分布測定の研究も行っています。世の中に存在しない、新し
い放射線画像化装置を実現し、それを世の中に広めることを目標
に研究を続けています。

私は新しい抗菌薬を創るための研究をしています。昨今、抗菌薬が
効かない「薬剤耐性菌」の出現が問題となっていっています。中には
「切り札的」な抗菌薬にまで耐性を示すものも出現しており、薬剤耐性
菌への対抗策が必要とされています。そこで私は、薬剤耐性菌に有効
な抗菌薬を創出することで医療に貢献するべく、研究しています。

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。

講演会後の懇談会での

個別事例の話が大変参考に

なりました。

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。

大学院生の話は、

今の自分が将来そうなるかも

しれないとう興味をもって

話を聞くことができた。

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
●失敗や挫折の乗り越え方
●研究内容を決めた理由
●高校生のときにやっておけば
　良かったこと
●パソコンが
　どれくらいできれば良いか
●大学では他学部、他大学との
　交流はあるか
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

山本 誠一教授 研究トピックス

大学院生 医科学専攻（分子病原細菌学）研究内容 大学院生 看護学専攻（健康発達看護学分野）研究内容

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高1生）（高3生）

（中学生）

修士課程では在宅医療分野での研究をしていましたが、博士課程で
は、カンボジアの公衆衛生を研究しています。リーディング大学院プログ
ラム「ウェルビーイングinアジア実現のための女性リーダー育成プログラ
ム」に所属しているため、JICAカンボジア事務所でのインターンシップの
機会を得ることができ、それをきっかけに、その国で研究に取り組みたいと
思いました。低所得者層の糖尿病罹患者を対象に、糖尿病の自己管理
能力の向上をめざし健康支援プログラムの開発に貢献する研究を行っ
ています。
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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 

 
2017年8月28日（月）-30日（水） 

名古屋大学（大学院理学研究科、宇宙地球環境研究所）、名古屋市科学館 

８/28 
講演会・座談会・懇親会 

名古屋大学東山キャンパス 

坂田・平田ホール（理学南館） 
10:00~18:30  

講演会・座談会・プラネタリウム 

名古屋市科学館サイエンスホール 
プラネタリウム（ブラザーアース）  
10:00~19:00  

――― 講師 ――― 
竹内努/井上剛志/今田晋亮/毛受弘彰(名古屋大） 

お問い合わせ 
 

公開セミナー「天文学の最前線」事務局 
名古屋大学大学院理学研究科CR研 山岡 

052-789-4333 

nagoya.koukai.seminar＠gmail.com 

日程 

主催 

8/29 

――― 講師 ――― 
西澤篤志/西村淳/鈴木仁研(名古屋大) 

/藤田裕(大阪大) /中島亜紗美(名古屋市科学館) 

 

TEL 

MAIL 

一般 2000円 / 学生 500円 資料代含む 参加費 

８/30 

定員 300名（高校生以上） 

http://www.ncsm.city.nagoya.jp/study/astro/seminar URL 

申込み インターネットか往復はがきで7月14日（金）必着で申し込み下さい。              
応募者多数の場合、抽選となります。締め切り後10日程度で結果をお知らせします。 

体験型研究室紹介 

名古屋大学東山キャンパス野依記念学術交流館 

10:00~15:30 

はがき 往復はがきの往信面の裏面に催し名「公開セミナー」、住所、氏名(ふりがな)、区分(高校生・大学生・大
学院生・教員・一般)、一般以外は学校名、研究室紹介参加希望の有無、返信面の表面に住所と氏名をご
記入の上、〒460-0008 名古屋市中区栄２-17-１ 名古屋市科学館学芸課天文係「公開セミナー」係まで 
※6月1日からはがきの料金は62円です。金額不足の場合、返信できませんのでご注意ください。 

©NASA/Skyworks Digital 

©NASA/SDO  

©Gemini/AUR 

©NASA/
CXC/ SAO 

©NASA/CXC/ 
Curtin Univ. 
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工 

9:00～17:00 
2017 年 8 月 31 日(木) 

3 D 房 

応募などはこちらから： https://aichi-science.jp/event/detail.html?id=783 

主催：名古屋大学 理学部 装置開発室 ものづくり公開講座  

名古屋大学 東山キャンパス 

工学部・工学研究科 7 号館 B 棟 716 講義室 
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題 目：「西鶴が描く人間の〈虚実〉」
かたり：堅田 陽子 氏（博士：岐阜工業高等専門学校講師）

参加無料
申込不要
会員以外の方
も歓迎します

２０１７年８月３１日（木） 午後６時～

名古屋大学中央図書館２階ディスカバリスクエア

井原西鶴は、「人は虚実の入物
（いれもの）」という言葉をの
こしました。西鶴の作品には、
虚実の両面をあらわにする人た
ちが、数多く描かれています。
「虚（嘘）」と「実（本当）」
は一人のひとのなかに同居する
ものであり、どちらか一方のみ
を持つ者はいないという人間観
は、西鶴にとって根本的なテー
マであるようです。
今回は数話をとりあげ、作品

にほどこされた趣向について解
説しながら、西鶴の人物描写を
見ていきたいと思います。

名古屋大学附属図書館友の会
TEL ０５２－７８９－３６ 8 4
FAX ０５２－７８９－３６９ 4
E-Mail tomo@nul.nagoya-u.ac.jp
URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/tomo/

（後援）

名古屋大学附属図書館，
同研究開発室
（後援）

名古屋大学附属図書館，
同研究開発室
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（別 紙） 

 

平成 29年度名古屋大学公開講座概要 

 

開講日程：平成 29年 9月 5日（火）～10 月 31日（火）全 10回 

開講時間：午後 6時 00分～7 時 30分 

開講場所：名古屋大学 ES総合館 ESホール 

募集定員：200名（先着順） 

受 講 料：8,430円 

応募資格：満 18歳以上の方 

 

テーマタイトル： 

「 格差の様相 － 多様性と成長 」 

 

趣旨説明： 

本年の講座の主題は〈格差〉です。経済格差、情報格差、教育格差など、様々な格差

がありますが、均質性を重んずる現代日本では、悪とほとんど同意語となっています。 

 

 一方で、格差は自然に生ずるものであり、放置しておくしかないという考え方もあり

ます。経済格差は頑張れば克服できるという自己責任論もその一つで、その背景にある

新自由主義は、市場経済の自然な調整機能を何よりも重視します。 

 

 しかしながら、市場経済が万能でないことは明白で、だからこそ富の再配分のあり方

について、新たなシステムやモラルを創出する必要があります。今よりももっと格差に

寛容だった江戸時代にあって、西鶴は、町人の出世とは多くの従業員を雇用してその生

活の道を建てることにあると断言しています。現代日本の名だたる企業群の一つの源泉

である近江商人は短期的な利益ではなく、より広い視野で考えていました。「売り手よ

し、買い手よし、世間よし」の三方よしという言葉は商いの本質をついた言葉です。 

 

 現在存在する格差を解消していくためには、持続可能な経済成長が必要です。様々な

問題を解決するのは、我々の創意工夫の精神、不完全なものを完成していく職人気質、

そして飽くなき好奇心です。それを支えるのは人間そのものの精神的な成長で、そこで

は教育が大きな役割を果たします。様々なやりとりを通して伸びていく人間、幼年期、

青年期、壮年期、老年期と様々な人生のステージを生きる人間が、共存し助け合う社会

のシステムはどのようなものでしょうか。 

 

 この講座では、さまざまな側面をもつ格差という問題について、自然科学、社会科学、

人文科学それぞれの話題を取り上げ、参加者の皆さんとともに考えを深める場とします。 

 

以 上 
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20172017    9/5( 火 )9/5( 火 )　18 ： 00 - 19 ： 3018 ： 00 - 19 ： 30

※ 予約不要、入場無料※ 予約不要、入場無料

第 133 回第 133 回

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

名古屋大学防災アカデミー名古屋大学防災アカデミー

名古屋大学 減災館 1 階   減災ホール名古屋大学 減災館 1 階   減災ホール

講　　師： 関根 正人さん
　　　　　　　　（早稲田大学理工学術院教授）

講演内容： 未定

                ( 豪雨による大都市の浸水関連の予定）
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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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Ƶå'ĢƦ�Ɲì2017ǔƲŷ7¹Ǖ'�Ĭ� 
 

�đĤ'įĨ#Ƶå'ĉŷřƛ´� 
ƨĒ 
� đĤ'įĨ&(ŸƟ�%xäĨ�ê�5ǖƅÈ%ƹ'¿iƤń��Ř9ô�!�-�Ǘ#�8�ǖ½

�'ŔİıƱ'Æ�%$&35Ģĥ�ī'�Ư2ĨİfĨŔİfĢƱïű'ć�ą�kƩ�6%$ǖį

Ĩ(��%ą�7��7%�--ƈî�ƳƊ�ǖ�7&~�œāŲ'âÄ�ŀ���!�-�Ǘhďǖ

Ƶåƴ"(ǖx¦łÙfǑǓ�ǖƵåĴƃ'�jǖŊĴƦ%Ƶåūƽ%$ǖƵåÚ�ſ'œĽ'Ʀ&l

	6ơ'óǉºÊ�ÃÈ�!�-�Ǘ 
� įĨ#Ƶå�Ć	6�'3�%¸ǌ9Ɠĺ&×��0'h�'ďů#�!ǖįĨ'üý9v¥�ǖx

�Ç��/Ƶå'��fÚ�HZgH&Ģĥ9Ľŕ�6�#"ǖ¿Á'č�9Ƃ.ǖěƒ&ƶĂ��ņ

�'�6ǖèê�éǓÞ'x��ǅ�Íø"Í�%-� �5&ƢŎ�6�#�"6#ž	47-�Ǘ

�'Ɲì"(�đĤ'įĨ#Ƶå'ĉŷřƛ´�#ǌ�ǖįĨfĥĎfïű�Ƹ&
�!Ģĥ�ŕ'ÿ

ż9ŒƓ��ŕ'�Ƴ9¼6xĥ'Ƃă&°�!ǖ�7�4'�5ď&��!ž	6,Ƒŉ9Ɯ�-

�Ǘ 
�� Ò 

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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ŗƭ.ďĻ 
e-mail&!|¯9�ƵåĢƝì¢�æĠ�#�ǖĶ'ǊŚ9ĖƗ'iǖjƗŗƭ�-"
ŗ�ƭ.����Ǘ 

ǘǗķ  ̄
ǙǗĄÝǔƴŻ%$ǖÌœ'ď(Ìé%$Ǖ 
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 
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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

河合塾 名駅キャンパス 名駅校（医進館　東大・京大館）
〒453-0015　名古屋市中村区椿町1-8

0120-742-191
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

至
藤
が
丘

至
久
屋
大
通

至 

栄

千種校

地下鉄
車道駅

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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地下鉄亀島駅

ザ・グランドティアラ
IMONビル

ザ・グランドティアラ

ビックカメラビックカメラ
エスカ7番出口至中村区役所
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太
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名鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅

至
高
畑

地下鉄
名古屋駅

IMONビル

河合塾
COSMO

地下鉄
名古屋駅Ｊ

Ｒ
名
古
屋
駅

N

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23回
教育学部

日　　時：9月10日●日
会　　場：河合塾 千種校

やる気を科学する
　　　　－動機づけの心理学－

講 演 者：中谷 素之 教授
なか や　もとゆき

大学院生：・教育発達科学研究科（臨床心理学/発達心理学）
 ・教育発達科学研究科（教育社会学）

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）

（教育発達科学研究科）

『勉強をやらなければいけないのはわかってるけれど、
なかなかやる気になれない…』そんな悩みの正体は、皆さ
んの“動機づけ”にあります。行動の背後で働く情緒的・
認知的なエネルギーである動機づけは、今日の心理学の
重要なテーマであり、勉強はもちろん、社会生活や組織
等で働く際にもきわめて大事なものです。『やる気って
何？』『どうすればやる気が出るの？』やる気に関する疑問
について、最近の教育心理学の研究知見からご紹介し
ます。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

第23回 教育学部

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-C52-325
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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23回 教育学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1994年３月　名古屋大学大学院教育学研究科　博士前期課程　入学
1997年4月　日本学術振興会特別研究員
1998年7月　名古屋大学大学院教育学研究科　博士後期課程　中退
1998年8月　名古屋大学教育学部　助手
2002年4月　三重大学教育学部　准教授
2005年4月　大阪大学大学院人間科学研究科　准教授
2009年4月　名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授
2013年4月　同教授

よりよい学習の中核には、いかに学習者自身が主体的・自律的に
学ぶことができるかにあります。自己調整学習と呼ばれるこのような学
びにおいて、動機づけがどのように働いているかに注目して実践的な
研究を行っています。社会的環境での動機づけの促進にも着目し、
教える側の教師のやる気（効力感）と生徒のやる気の相互影響や、
海外の研究者との共同研究で生徒の動機づけの構造のあり方に関
する国際比較調査も進行中です。

人はみな、他者の心を読みながら日々生活をしています。「きっとこんな気
持ちなんだろうな」と推測できるからこそ、相手を思いやったり、気を遣ったり
できます。一方で、自閉症の方たちは「心を読むのが苦手」と言われていま
す。私は、自閉症の方たちの“心の読み方”を明らかにし、どのようにしたらよ
り楽に他者と関わることが出来るかについて研究しています。

自分たちが受けている

教育についての変革してきた

課程を知ることができて

よかったです。

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。

自分の興味のある

内容が聞けてとても

楽しかったです。

大学院生の二人が、いきいきと

研究されている様子が

よく伝わってきました。

●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
●臨応心理士の資格は
　どのように取得するのか
●名大に入って
　良かったと思うこと
●高校生のときにやっておけば
　良かったこと
●大学院の院試について
　　　　　　　　　etc...

中谷 素之教授 研究トピックス

大学院生 教育発達科学研究科（臨床心理学/発達心理学）研究内容 大学院生 教育発達科学研究科（教育社会学）研究内容

（高卒生）

（高卒生）

（高2生）

（高2生）
（高3生）

（中学生）

教育社会学では、個人的行為に影響を与える社会的要因の解明
がめざされます。私も「夢を追う」という個人的行為に関心を持ち、研
究を行っています。若者の進路として「夢追い」を位置づけ、なぜ夢
へと駆り立てられるのか、その個人的行為の社会的側面を分析して
います。
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【H29.7.26修正版】

時間

1 平成29年４月25日（火） １４：００～

2 平成29年５月24日（水） １５：００～

3 平成29年６月2９日（木） １４：００～

4 平成29年７月18日（火）　※ １７：３０～

5 平成29年７月26日（水） １４：００～

6 平成29年９月27日（水） １４：００～

7 平成29年10月26日（水） １３：４５～

8 平成29年11月29日（水） １４：００～

9 平成29年12月21日（木） １４：００～

10 平成30年１月24日（水） １４：００～

11 平成30年２月21日（水） １４：００～

12 平成30年３月27日（火） １４：００～

平成29年度　教育記者会との定例懇談会開催予定日

※7月18日（火）は定例懇談会はありません。

 部局長会・教育研究評議会メンバーの納涼会に合わ
せて、17:30～情報交換会を開催します。

　　資料８
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