平成 29 年 10 月 26 日

平成 29 年度第６回名古屋教育記者会懇談会
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情報文化学部
2 年生 竹田 陽
松尾総長

資料１

研究の最前線！「巨大太陽フレアから現代社会を守るために」
名古屋大学宇宙地球環境研究所 所長
草野 完也
・現代社会の脅威となる巨大太陽フレア
本年 9 月 6 日に 11 年ぶりとなる巨大太陽
フレアが発生し、GPS 測定精度の低下などの
影響が現れました。しかし、これまでの研究
によって、さらに大きな巨大フレアが電力、
通信、測位、人工衛星、航空網などに致命的
な影響を与え得ることが分かってきました。
特に、全地球的な広域電力網に数ヶ月以上に
亘る長期的な障害を与える可能性があり、そ
の社会経済影響は甚大なものになると予想
されています。また、GPS や日本の準天頂衛
星システムなどは、将来における自動運転を
支える不可欠な社会基盤となっていますが、

本年 9 月６日に発生した巨大フレアの
極端紫外線像
（NASA SDO 衛星が撮影）

巨大太陽フレアによって破壊的なダメージを受ける可能性もあります。
・巨大太陽フレアから現代社会を守る名古屋大学の先端研究
インターネットに支えられた現代社会がまだ経験したことのない巨大太陽フレアか
ら情報化文明を守るためには、巨大太陽フレアの規模とその想定被害を科学的に正確に
予測することが必要です。また、巨大太陽フレアの発生そのものを事前に予測すること
ができれば、大きな被害を未然に防ぐこともできます。
名古屋大学宇宙地球環境研究所では宇宙物理学と地球物理学の強い連係を通して、そ
のための研究を我が国の拠点として推進しています。特に、日本の太陽観測衛星「ひの
で」の精密観測データとスーパーコンピュータによるシミュレーションの比較を通して、
太陽表面磁場の精密な観測によって巨大太陽フレアの発生を予測できることを明らか
にしました。さらに、名古屋大学では世界各国で運用されている様々なフレア予測スキ
ームの相互比較を通して、将来のより正確なフレア予測を実現するための本格的な国際
共同研究をその中心として推進しています。巨大太陽フレアから現代社会を守る名古屋
大学の先端研究について分かりやすく解説します。
参考資料
名古屋大学 宇宙地球環境研究所 (ISEE)

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

新学術領域研究 太陽地球圏環境予測プロジェクト (PSTEP) http://www.pstep.jp/
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資料２

報道の解禁日（日本時間）
(ﾃﾚﾋﾞ,ﾗｼﾞｵ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)：平成 29 年 10 月 31 日 13 時
(新 聞)
：平成 29 年 11 月 1 日 付朝刊

平成 29 年 10 月 26 日
記者会、記者クラブ 各位

名古屋大学東山キャンパスに
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）開館
このたび、本学東山キャンパスに、ジェンダー研究の拠点となる「名古屋大学
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）」が開館の運びとなりました。
GRL は、山手グリーンロード（四谷通り）沿いにあり、床面積は 840 ㎡、鉄骨
造の 2 階建てで、最大 4 万冊を収蔵できる図書スペース、アーカイブのほか、閲
覧室、展示コーナー、研究スペース、レクチャールーム、カフェスペース等を備
えた研究活動施設です。
GRL の創設を機に、公益財団法人東海ジェンダー研究所から、ジェンダー関連
の貴重書を含む図書・資料及び今後 20 年間にわたり、運営費をご寄附いただく
予定です。
11 月 1 日(水)のライブラリ開館に先立ち、10 月 31 日（火）10 時 30 分より、
本学と公益財団法人東海ジェンダー研究所との共催による開館記念式典を執り
行うこととなりました。
つきましては、ご都合がよろしければ、取材方よろしくお願いいたします。

＜質問全般＞
名古屋大学男女共同参画センター
榊原 千鶴 教授
TEL：052-747-6718
E-mail：chizuru@nagoya-u.jp

＜報道対応＞
名古屋大学総務部総務課広報室
TEL：052-789-2699
FAX：052-789-2019
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp
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名古屋大学東山キャンパスに
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）が開館
このたび、本学と公益財団法人東海ジェンダー研究所との連携により、東山キャンパス
に名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）が開館する運びとなりました。
GRL は、ジェンダー問題に関する研究、教育、研究者の育成、並びに男女平等意識の啓
発、普及に向けて、フェミニズム、ジェンダー研究に関わる図書、雑誌、リーフレットや
パンフレットなど、多様な文献、史･資料を蒐集・保存するとともに、研究者をはじめ、
学生、市民など多くの方々に利用いただくことで、ジェンダー研究を実践的に発展させて
いくことを目指しています。
本学と研究所との間で、GRL の目的として合意したのは以下の 3 点です。
① ジェンダー問題についての〈知〉を長く保存し、ジェンダー研究者等に提供するた
めライブラリとアーカイブを構築する
② ジェンダーに関する制度や実践を研究し、21 世紀の知のパラダイム・チェンジに貢
献する
③ 国内外のジェンダー問題に関する研究、普及及びネットワークの拠点を形成する
GRL の創設を機に、東海ジェンダー研究所から、研究所の蔵書に加えて、顧問の水田珠
枝氏から研究所へ寄贈された蔵書（
「水田珠枝文庫」）、研究所にゆかりのある方々からの
寄贈による図書・資料及びアーカイブを GRL に寄贈いただきます。寄贈図書は約 2 万冊に
なりますが、現在、登録作業中のため、開館当初はこのうちの 1 万 2000 冊が書架に並ぶ
ことになります。加えて、研究所より、合意書の目的を果たすため、GRL の運営費を 20 年
間にわたって寄附いただく予定です。
GRL は、広く国内外に開かれた研究施設です。ジェンダー問題に関心のある方であれば
どなたでもご利用いただけます。金曜日を除く火曜日から土曜日は、10 時～17 時まで、
金曜日は 20 時まで開館しています。学外の方も、館内での図書や各種アーカイブ、コレ
クションの閲覧が可能です。また、利用証を作成いただければ、禁帯出資料を除き、館外
への貸出もできます。
館内レクチャールームなどを会場とした国内外の研究者による講演会やセミナー、読書
会や研究会なども開催します。一般の方にもご参加いただけるプログラムもご用意してい
きますので、ぜひご来館、ご参加ください。
また、名古屋市天白区 BLANC PAIN 直営のカフェ『CAFE BLANC』も併設しています。
今後は、東海ジェンダー研究所と名古屋大学、双方の学術的蓄積を活かしながら、ジェ
ンダー研究を通じた国内外との学術的ネットワーク構築、ジェンダー研究のさらなる推
進、深化に貢献してまいります。

3

つきましては、下記要領にて開館記念式典を執り行いますので、ご案内申し上げます。

記

名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ開館記念式典

日

時：2017 年 10 月 31 日（火）10:30～13:00（受付 10 時開始）

会

場：名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）

一

記念式典

10 時 30 分～11 時 30 分

二

内覧会

11 時 30 分～12 時

三

レセプションパーティー

12 時～13 時（アジア法交流館（CALE）ホワイエ）

国立大学法人 名古屋大学

総長 松尾 清一

公益財団法人 東海ジェンダー研究所 代表理事 西山 惠美

【GRL お問い合わせ先】mail : grl@adm.nagoya-u.ac.jp
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GRL のご案内
所在地
〒464-8601

名古屋市千種区不老町

名古屋大学東山キャンパス

交通アクセス
金山

地下鉄名城線

東京

（約 100 分）

新大阪

地下鉄東山線
藤が丘行き
（15分）

新幹線

本山

名古屋

新幹線

地下鉄名城線

出口
すぐ

東山キャンパス

左回り（21分）

名古屋大学

セントレア

︵中部国際空港︶

名鉄線
（約 30 分）

右回り（2分）

（約 50 分）
至本山

3 出入口
EV
2

1

出入口

豊田講堂・シンポジオン

出入口

総合案内所

博物館

至八事

地下鉄名城線
名古屋大学駅下車
１番出口すぐ
ご利用案内
ＧＲＬ

：

カフェ

：

開館 10:00 〜 17:00 （金曜日 10:00 〜 20:00）
閉館

日曜・月曜・祝日・年末年始

OPEN

8:00 〜 19:00

CLOSE

日曜・月曜・年末年始

お問い合わせ
TEL

: 052-747-6981

MAIL : grl@adm.nagoya-u.ac.jp
URL

: www.grl.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp

発行
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総長ご挨拶

名古屋大学総長

名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリの開館にあたって

松尾

公益財団法人

清一

東海ジェンダー研究所
代表理事

このたび、篤志家の方と、公益財団法人東海ジェンダー研究所のご寄附により、本学東山キャン
パスに「名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ

略称：GRL」が創設される運びとなりました。

西山

惠美

この度、名古屋大学と当研究所との連携によって名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（Ｇ
ＲＬ）が開館する運びとなりました。

東海ジェンダー研究所は、「ジェンダー平等の推進」を目的として東海地域の女性による研究と運動

ＧＲＬは、名古屋大学と当研究所との 3 年余りの対話を通して産声をあげました。両者の対話は

を継続され、今年で 20 周年を迎えられました。また、名古屋大学は長年にわたり男女共同参画を積

多岐にわたるものでしたが、ふり返ってみますと、今日の日本の学問研究の危機とも言える状況に

極的に進めてきており、他大学や社会と連携して様々な活動を行っています。今回、東海ジェンダー

どのように応えるかという議論につながるものでもありました。

研究所と名古屋大学とが、GRL を通じて連携できますことは、地域社会への貢献という点でも画期
的な出来事であり、たいへん光栄なことと感謝しております。
GRL には、名古屋経済大学名誉教授、東海ジェンダー研究所顧問で、本学法学研究科修了生でも
ある水田珠枝先生の蔵書を収める「水田珠枝文庫」も設置されます。日本のジェンダー研究を牽引

議論を積み重ねた結果、大学と研究所との間で、このＧＲＬの目的として以下の 3 点の合意に至
りました。
①ジェンダー問題についての知を長く保存し、ジェンダー研究者等に提供するためライブラリとアー
カイブを構築する。

してこられた先生のお名前を冠した文庫の存在は、本学の学生、研究者に刺激と誇りを与えるとと

②ジェンダーに関する制度や実践を研究し、21 世紀の知のパラダイム・チェンジに貢献する。

もに、国内外のジェンダー研究者、研究機関にも、名古屋大学の名を強く印象づけるものになるこ

③国内外のジェンダー問題に関する研究、普及およびネットワークの拠点を形成する。

とと期待しております。
名古屋大学は松尾イニシアティブ NU MIRAI 2020 において、「世界・アジアと連携した男女共同参

当研究所は、ＧＲＬが上記の目的を果たすため、研究所の蔵書に加えて、顧問の水田珠枝氏から当
研究所へ寄贈された蔵書（「水田珠枝文庫」）、研究所にゆかりのある方々からの寄贈による図書・資

画の推進」を掲げております。今後は、東海ジェンダー研究所と名古屋大学、双方の学術的蓄積を

料およびアーカイブを寄贈します。図書は合わせて約 2 万冊になりますが、現在登録作業中のため、

活かしながら、ジェンダー研究を通じた国内外との学術的ネットワークを構築し、ジェンダー研究

開館当初はこのうちの 1 万 2000 冊が書架に並ぶことになります。加えて当研究所は、合意書の目的

のさらなる推進、深化に貢献していけるよう、全学を上げて GRL を発展させてまいりたいと考えて

を果たすため、ＧＲＬの運営費を 20 年間にわたって寄附します。

おります。
地域のみなさま、国内外の研究者、研究機関のみなさまにおかれましては、これまでにもまして、
ご支援、ご協力、ご鞭撻を賜りたく、衷心よりお願い申し上げます。

21 世紀を迎え、本格的なＩＴ時代を迎えておりますが、過去の図書・資料およびアーカイブを紙
媒体の形で長く保存し、それらの利用と議論の場を提供することの必要性は、とりわけジェンダー
研究の分野では高まっていると思われます。ヨーロッパを中心に展開されている「女性図書館」の
試みに学びながら、このＧＲＬが広く市民に開かれたものとなり、従来の図書館機能に加えてジェ
ンダー研究に関心をもつ内外の幅広い方々の対話と議論の場を提供することを願っています。
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Gender

名古屋大学

Research Library 発足に寄せて

審議役

國枝

秀世

知のパラダイム・チェンジのために—GRL が目指すもの—

公益財団法人

東海ジェンダー研究所
理事

この度、名古屋大学に Gender 研究の拠点として Gender Research Library が設置されることになり

安川

悦子

女性は、長い間、人権や人格をもった「ひと」であるとは見なされてこなかった。女性たちがこ

ました。これまで本学でも男女共同参画の視点から様々な施策を進めることで女性教員が研究しや

のことを問題にし、女性も男性と同じように社会の構成メンバーとしてその運営に参加し責任をも

すくする環境整備を進めてきました。

つと主張し、運動しはじめて二百年になる。「女性参政権」、「フェミニズム」、そして「ジェンダー」

少子高齢化が進む社会における女性の社会進出の重要性は勿論ですが、むしろ私は SSH : Super

というキーワードで語られる女性の運動の二百年は、オランプ・ドゥ・グージュ（「女性および女性

Science High School、GSC : Global Science Campus など、高校生を対象とする理科プログラムで私

市民の権利宣言」1791 年）やメアリ・ウルストンクラフト（『女性の権利の擁護』1792 年）の活躍

が出会う大勢の元気な女子学生を如何に研究者、リーダーなど将来社会を支える人材へ育てて行く

を起点とする政治的な人権をもとめる運動（女性参政権運動）に始まり、シモーヌ・ドゥ・ボーヴォ

かが課題だと思っています。これまでそれを阻んできた要素は何か、歴史的、社会的要因をしっか

ワール（『第二の性』1949 年）やベティ・フリーダン（『女らしさの神話』1963 年）らによる 20 世

りと分析することが必要であり、我々が多くの先人たちの足跡や資料から学ぶ場所としてこの

紀中頃に高揚するフェミニズム運動をへて、いまでは女性ぬきで、あるいは女性への偏見にもとづ

Gender Research Library が本学の、そして国内外の研究拠点となることを期待したいと思います。

いて創り上げられてきた近代科学の「知」そのものを問題にする「ジェンダー」学へと発展している。

その設立を微力ながらお手伝いできたことを嬉しく思います。

女性参政権の獲得や「女子差別撤廃条約」（国連総会決議、1979 年）だけでは女性無視の長い歴
史がうみだしてきた差別の構造は解消できない。こうした問題意識を背景にして登場したのが「ジェ
ンダー」である。例えばフランス語のように、言語の名詞そのものに性が付与されていることを表
現する「ジェンダー」という文法用語を用いて、社会システムや文化だけでなく人間の思考様式の
なかに染みこんでいる「女性差別」あるいは「女性無視」の構造を暴き出す「知のパラダイム」が
提起されるようになった。20 世紀末のことである。
21 世紀を迎えた今、ガリレオやニュートン、あるいはアダム･スミスやカール・マルクスが構築し
てきた近代科学の「知」を、「ジェンダー」の視座から問い直してみたらどうなるか。
「ジェンダー･
リサーチ・ライブラリ」は、こう問いかけ、この問題をとく手がかりを提供する場である。
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GRL に期待すること
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL) の開設、誠にお
めでとうございます。心よりお喜び申し上げます。
国立女性教育会館（NWEC) の女性教育情報センターは、NWEC 設立か
らまもない 1979 年に設置された「情報図書室」から始まりました。
NWEC 初代館長である縫田曄子氏のかねてからの夢であった「女性のため
の情報センターをつくる」という情熱が、この図書館開設を実現させた要
因のひとつでした。

独立行政法人
国立女性教育会館理事長
内海房子

GRL の開設にあたっても、多くの方々の熱い思いが強い推進力となった
ものと拝察いたします。木の香りに包まれたライブラリに集う人たちが、

Dolores Hayden

Yale University

この施設の基礎を作った関係各位の熱意と努力の結晶を引き継いで将来へ
とつなぎ、そして男女平等の輪をさらに広げていただきたいと思います。
ジェンダーに関する情報センターの重要性は、近年とみに強調されてい
るところですが、これからもその流れはより深くなっていくことが予想さ

Congratulations on opening a beautiful building to house
the path-breaking research on gender at Nagoya
University. Across the world, gender is one of the most
important topics scholars and scientists in the humanities,
the social sciences, and the sciences can address. Gender
research may take place within established disciplines, but
it is also a vibrant multidisciplinary and interdisciplinary
endeavor. A physical center where researchers can come
together is a key institutional resource for developing the
larger field. I send my warmest congratulations to the
architects and to all the administrators and researchers at
the university. I wish you every success in your future
endeavors.

れます。「女性のための情報センター」としてその力を発揮するために、
相互に連携し、力を合わせて男女共同参画社会を築いていきたいと願って

ジェンダー・リサーチ・ライブラリの開所おめでとうございます。

おります。

国立女性教育会館で女性情報センターの充実と発展を推進し、その後アジ
ア太平洋地域のジェンダー平等ネットワークの構築に関わっていた者とし
ては、これほど素晴らしいニュースはありません。しかも、日本ではユニー
クな東海ジェンダー研究所蔵書や女性解放思想の碩学であられる水田珠枝
先生の蔵書などがコアになっていますので、ジェンダー研究者にとっては

Nancy F. Cott
・Jonathan Trumbull
Professor of American
History, Harvard
University
・former faculty director
of the Schlesinger
Library on the History
of Women in America
at the Radcliffe Institute
for Advanced Study

The opening of the first Gender Research Library in Japan,
at Nagoya University, is thrilling news. The importance of
building such a library cannot be overstated. Knowledge is
the background to positive change. For a gender-equal
society to be achieved, there must be open and
well-informed analysis of gender differentiation, and full
access to research into the roles and contributions of
women. The establishment of a library that will bring
together materials on women and gender is an essential
prop to acquiring necessary knowledge and developing
useful interpretations.
I send congratulations to the Tokai Foundation for Gender
Studies, Nagoya University, and all the individuals involved,
for envisioning the new Gender Research Library and
making it a reality. May its collections and its researchers
increase readily and achieve success in developing gender
knowledge!

垂涎のライブラリーです。とりわけ、専任教員、研究員、司書の方も配置
国連女性の地位委員会日本代表

十文字中学・高等学校長
橋本ヒロ子

したリサーチ・ライブラリは日本では始めてです。
ジェンダー平等の推進は Isis など宗教的原理主義の広がり、トランプ政
権のような超保守的な動き、憲法 24 条をふくめた憲法改悪、共謀罪の制
定など、国内外共に極めて厳しい状況ですが、貴ライブラリがこの流れを
押し戻す力になることを期待しています。

戦後、新しい憲法が施行されたのちでも、女たちは日本の封建的家父長
制の法律と慣習に長い間虐げられてきた。1975 年国際婦人年において、
性別役割分担こそ性差別の根源だと宣言されてからも、配偶者の相続分や
財産分与の平等割合、男女共同参画、セクシュアル・ハラスメント、ドメ
ステック・バイオレンス、ポルノグラフィー、選択制別姓、マタニテイ・
ハラスメント等、日常の裁判事件でも国会の立法の現場でも、差別的事実
が「人権としての言葉」を獲得するまでに多くの女たちの忍耐強い様々な

元・参議院議員，弁護士
大脇雅子

闘いの歴史があった。「主流の性的平等法のうちにさえ性的不平等が埋め
込まれている」とアメリカのキャサリン・マッキノン弁護士は書いている。
ＧＲＬは、女性史に関連する図書のほか、「アーカイブ」もそろえて、
女たちの「生の声」を保存することも目的としているので、私は女性の権
利の確立過程を見えるものとして、後世に伝えられていくことに大きな期
待を寄せている。
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水田珠枝文庫について

「水田珠枝文庫」から
GRL の一隅に、私の蔵書が「水田珠枝文庫」として設置されるこ

とになった。研究者の蔵書は研究の軌跡を示すものでもあり、私
の場合も例外ではない。
大学で政治学史のセミナーに属していた私は、政治学の学説の
ほとんどが、女性の入り込めない男性による男性のための業績で
あることを知った。女性史といわれるものを見ると、まれにでて
くる女性の君主や著名人の列記か、男性を陰で支えてきた女性の
忍従生活の記述である。「女性には歴史がない」つまり女性には発
展がないといわれる。人類の半分である女性に、どうして歴史が
公益財団法人東海ジェンダー研究所

顧問

水田珠枝

ないのか、どうすれば女性が主体である歴史を描くことができる
のかが、私の課題となった。

ウルストンクラフト『人間の権利の擁護』
初版

ロンドン

1790

Wollstonecraft, Mary, 1759-1797
A vindication of the rights of men, in a letter to the right
honourable Edmund Burke; occasioned by his reflections
on the revolution in France.
London : Printed for J. Johnson ... , 1790.
（名古屋大学中央図書館

所蔵）

その頃、法学部長の戸澤鐵彦教授が、講義でゴドウィンとウル
ストンクラフト夫妻を取り上げた。ウルストンクラフトはフラン
ス革命を契機に、自由・平等という近代の原理を受け止めつつ、

ウルストンクラフト『女性の権利の擁護』

それを女性に適用しない近代思想家と近代社会を批判して、『女性

ダブリン 1793

の権利の擁護』を書いた女性である。パソコンもコピー機も存在

Wollstonecraft, Mary, 1759-1797

しない時代に、闇夜の荒野に手探りの思いで研究を始めた私にとっ
て、彼女はたびたび振り返る原点となった。
女性の歴史を構成するには、多様な学問を足場にする必要があ

A vindication of the rights of woman: with strictures on political and moral
subjects.
Dublin : Printed by J. Stockdale, for James Moore… , 1793.

る。その意味で、「水田珠枝文庫」には、多岐にわたる文献が収録
されている。これらの文献が多くの人々に利用されると同時に、
私の研究も検証されることを期待したい。

アベラールとエロイーズ『アベラールとエロイーズの手紙』ロンドン 1783
Abelard, Peter, 1079-1142, and Héloïse, 1101-1164

水田

珠枝（みずたたまえ）

名古屋経済大学名誉教授
津田塾専門学校卒業、名古屋大学法学部政治学科、
同大学大学院法学研究科修士課程卒業

Letters of Abelard and Heloise. To which is prefixed, a particular account of their
lives, amours, and misfortunes.
London : Printed for W. Osborne, and T. Griffin in Holborn, and J. Mozley, in
Gainsborough, 1783.

名古屋大学助手、東海学園女子短大助教授、名古屋経済大学教授
法学博士（名古屋大学）
専攻：政治思想史、フェミニズム史
主な著書および監修
『女性解放思想の歩み』岩波新書：1973
『女性解放思想史』筑摩書房：1979

アベラールとエロイーズ
『アベラールとエロイーズの手紙に関する 19 世紀の研

『ミル「女性の解放」を読む』岩波書店：1984

究書』全 2 巻 パリ 1839

『社会主義思想史』（水田洋との共著）東洋経済新報社：1958

Abelard, Peter, 1079-1142, and Héloïse, 1101-1164

『世界女性学基礎文献集成』明治大正編全 15 巻、ゆまに書房：2001
『世界女性学基礎文献集成』昭和初期編全 15 巻、ゆまに書房：2001
主な訳書
Ｅ．シュルロ『変革期の女性』平凡社：1972
Ｖ．クライン『女とは何か：イデオロギーの歴史』新泉社：1982

Lettres d'Abélard et d'Héloïse. Traduites sur les manuscrits
de la Bibliothèque Royale, par F. Oddoul ; précedées d'un
essai historique, par M.et Mme Guizot. Edition illustrée par J.
Gigoux.
Paris : E. Houdaille, 1839.
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国内外の市民に開かれた GRL
GRL は、広く国内外に開かれた研究施設です。ジェンダー問題に関心のある方であれば、どなたでもご

アーカイブについて
名古屋市の共同保育所関連資料
東海ジェンダー研究所編『資料集

利用いただけます。
ライブラリは、お仕事帰りにも利用いただけるよう、金曜日は 20 時まで開館しています。学外の方も、
館内での図書や各種アーカイブ、コレクションの閲覧が可能です。また、利用証を作成いただければ、禁

名古屋における共同保育所運動：1960 年代〜1970 年代を中心に』
（日本評論社、

2016 年）のために蒐集された、ほぼ 50 年間にわたる共同保育所運動の資料（ガリ版ずりのビラや報告集、手書き
の保育実践記録など）を整理したもの。

男女雇用機会均等法関連資料

帯出資料を除き、館外への貸出もできます。
カフェも併設しています。ライブラリでの読書の合間にくつろいだり、グループでの話し合いの場とし

1985 年成立の「男女雇用機会均等法」に関して、主として 1997 年改正、1999 年改正、2001 年改正までの国会の立
法過程における討議資料、国会審議録及び育児介護休業法等関連資料。

ても利用いただけます。
館内レクチャールームなどを会場とした国内外の研究者による講演会やセミナー、読書会や研究会など
も企画、開催します。一般の方にもご参加いただけるプログラムもご用意していきますので、ぜひご来館、

アメリカ女性史関連資料
アメリカの女性参政権運動を中心にした女性運動にかかわる定期刊行物資料。
The Lily (1849-1856), The Revolution (1868-1871), Lucifer, the Light-Bearer (1885-1906), The Club Woman

ご参加ください。
ライブラリの開館時間につきましては、本パンフレット裏面に記載しております。利用案内や各種プロ

(1897-1904), Mother Earth (1906-1918), The Socialist Woman (1907-1910), The Progressive Women (1909-1910), The
Womanʼ s Protest (1912-1918) など。Greenwood Press のマイクロフィルム版からプリントアウトされたもの。

グラムは、ホームページにてご案内しておりますので、ご確認ください。

イギリス性差別禁止・雇用平等法関係資料
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ

ホームページ

URL：www.grl.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp

イギリス女性労働問題研究家（高島道枝）が蒐集したイギリスの「雇用平等法」(1970年)や「性差別禁止法」
（1975年）
の運用問題についての資料。
ACAS ( 労使紛争調停・仲裁・勧告機関 )、EOC ( 平等機会委員会 ) の年次報告書、イギリス政府関係文書、各種政策
研究所のレポートなど、1970 年代から 1990 年代末ごろまでのものが集められている。

図書について

GRL の活動について

女性・フェミニズム・ジェンダー研究関連図書

GRL は日本で唯一、ジェンダー研究に特化したライブラリと研究活動スペースから成る複合施設です。

ジェンダー研究をすすめるため、幅広い分野の女性・フェミニズム・ジェンダー問題に関する図

GRL では、ジェンダーに関する書籍および資料を体系的に収集するとともに、研究センターとしてジェ

書、女性を取り巻く歴史・社会・理論などに関する図書（和書・洋書）を収集・提供している。

ンダー学の研究成果を国内外に向けて発信していくための活動をおこなっていきます。またそのために、
国内外の研究機関と連携し、ジェンダー研究のネットワークも構築していきます。GRL の特色は、ジェン

明治期女性教育書コレクション

ダーに関する知の集積拠点でありつつ、同時に発信拠点としても機能する点にあります。

明治期を主とする和装本の女訓書（女性が日常生活を送る上での心構えや教訓、啓蒙的知識を記
した女性向け教訓書）、修身書等のコレクション約 150 点。

読書会・研究会
GRL の主催する読書会は、水田珠枝文庫に収められている資料をはじめ、ジェンダーやフェミニズムに関する図書
を対象に、知識を深めるための会です。また、研究会は、さまざまな分野で活躍するジェンダー学の研究者が、最
新の研究成果について発表するための場です。これらの活動では、参加者同士の活発な議論を通じて、ジェンダー
についての新たな知を構築します。

セミナー・シンポジウム
GRL では、研究者や市民の方を対象としてセミナーやシンポジウムを開催します。講師には、国内外の第一線で活
躍する研究者もお招きします。

ニューズレター・年報
GRL の活動内容は、年に２回発行されるニューズレターでご紹介していきます。また、GRL ではジェンダーに関す
る研究論文を集めた年報を年に１回発行します。

資料展示
GRL の 1 階には、資料展示コーナーを設けています。ここでは、ジェンダーに関する貴重な資料や、GRL が取り組
む活動に関係する資料などを展示・紹介していきます。

活動や刊行物についての詳細は、GRL のホームページで随時更新していきます。
URL：http://www.grl.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp
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GRL の建物について
GRL の設計は、
「ジェンダー」というテーマを、どのようにデザインに反映させるか、同時に緑豊かで、
山手通りからの視認性が高い敷地と建物を、いかに整合性を持たせるか、さらに、キャンパス全体のデザ
インといかに調和させるか、など極めて挑戦的な課題がありました。
デザインコンセプトとして準拠したのは、UCLA の大学院時代に薫陶を受けたアメリカ都市社会学の第
一人者、ドロレス・ハイデン女史（エール大学名誉教授）の教えでした。例えば、女性たちが台所から家
事の社会化をめざした歴史を示唆するとすれば、ビルディングタイプ：原型を威風堂々とした知のモニュ
メントとしての図書館ではなく、小さな空間が連続し、屋根が重なり合う「家」に求め、また、従来の男
女を区別したトイレは LGBT を配慮すれば、多様な性に対応したジェンダートイレとしなければなりませ
ん。さらに空間そのものが、書籍や資料と同様にジェンダー問題への気づきを提示するものとするならば、
アート的手法のグラフィックやサインを情報要素として積極的に取り入れるべきだと考えました。

小会議室
研究のためのゼミや打合せなどに使用できる、10
名程度の会議室です。

このジェンダーに特化した図書館はあくまで「器」にすぎません。この器の中で、様々な世代を超えた
議論や活動が展開され、さらに気鋭の研究者やリーダーが育てば、設計者としてこの上ない喜びです。
環境デザイン機構

佐藤

俊郎

アート・サイン

研究室 1
国内外から招聘されたジェンダーに関する研究者
のための研究室です。

エントランスの宣言文
GRL の正面玄関の壁に、一般に「フランス人権宣言」と呼ば
れる「人間と市民の権利の宣言」と、それに対比する形で、
オランプ・ドゥ・グージュの「女性および女性市民の権利宣言」
を掲げています。
女権宣言 第 10 条
図書室の受付上部から帯状に、グージュの女性の権利宣言文
の中で、特に有名な第 10 条を立体文字で表現しています。
ジェンダートイレ
LGBT など様々な性、多様な方々の利用を想定したサイングラ
フィックとトイレデザインを行っています。

閲覧室 1

黒い柱
建設に際して伐採せざるをえなかった樹木への哀悼としての
黒い柱をデザインし、伐採した樹木と同じ数の樹木を新たに
植樹しています。

図書室
GRL の中心スペースで、開架、閉架を合わせて約 4 万冊が収納できます。
オープンな閲覧・図書空間と少人数でも利用可能な二つのリビングルー
ムのような閲覧室を備えています。

レクチャ―ルーム
木漏れ日を取り込む２階のレクチャールームは、80 〜 100 名
の利用が可能で、講義、ワークショップ、勉強会などに利用
できます。

2 階談話コーナー

閲覧室 2

トイレ前

トイレサイン

ルーム

女権宣言 第 10 条

施設概要
規模：鉄骨２階建

延床面積：839.65 ㎡

設計：（株）環境デザイン機構、（株）キャディスと風建築工房

エントランス

施工：（株）竹中工務店

名古屋支店
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女性および女性市民のための権利宣言

ご寄附のお願い

GRL のエントランス正面壁には、フランス革命初期の 1789 年

名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）は、ジェンダー問題に関する研究、教育、研究

に採択された「フランス人権宣言」（左半分青字部分）と、そ

者の育成、ならびに男女平等意識の啓発、普及に向けて、フェミニズム、ジェンダー研究に関わる図書、

の 2 年後にオランプ・ドゥ・グージュ（Olympe de Gouges：

雑誌、リーフレットやパンフレットなど、多様な文献、史･資料を蒐集・保存するとともに、研究者はじ

1748‐1793 年）が発表した「女性および女性市民のための権

め学生、市民など多くの方々に利用いただくことで、ジェンダー研究を実践的に発展させていくことをめ

利宣言」
（右半分赤字部分）とが、それぞれ全17条記されている。

ざしています。

世に名高い「人権宣言」も、多岐にわたる創作活動を行って
いたグージュには、今で言うジェンダー視点を追加する必要が
あるように感じられた。彼女が求めた女性の諸権利やジェン

GRL のようなジェンダーをテーマとした研究活動施設は全国的にも珍しく、その個性的でユニークなあ
りかたは、21 世紀の〈知〉のパラダイム・チェンジに貢献しうる大きな可能性を有しています。
GRL がジェンダー研究を深化させ、その成果を社会に還元できる〈知〉の拠点へと成長していくために

ダー平等は、200 年以上を経た現在も、闘わずしては得難いま

は、文献、史資料を散逸させることなく、蒐集、保存、整理し、広く提供できるライブラリ、アーカイブ

まにあると言えよう。グージュは、自身が「権利宣言」第 10 条

の存在が不可欠です。

に謳った「女性が処刑台に上る権利」を行使するかのごとく、
革命の混乱下、断頭台（ギロチン）で最期を迎えた。

GRL が、先人たちの〈知〉の営みを次代に継承していけるよう、みなさまのご支援を賜りたく、お願い
申し上げます。

Olympe de Gouges
お問い合わせ先
TEL : 052-747-6981

MAIL : grl@adm.nagoya-u.ac.jp

この名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ラ
イブラリ（GRL）は、公益財団法人 東海ジェ
ンダー研究所が所蔵していた図書、水田珠
枝顧問はじめ研究者の方々から東海ジェン
ダー研究所へ寄贈いただいたジェンダー関
係の内外の図書・資料・雑誌を名古屋大学
へ寄贈することでスタートしました。
また、東海ジェンダー研究所が、プロジェ
クト研究により蒐集した資料をはじめ女性
に関する史資料をアーカイブとして保存し
ています。

公益財団法人

東海ジェンダー研究所について

1997 年 6 月に財団法人として設立（内閣総理大臣の設立許可）し、2012 年 4 月に公益財団法人へ移行し
ました。
ジェンダー問題に関する研究・若手研究者の育成・男女平等意識の啓発と普及を行うことを通して性別
にとらわれることなく生きる社会の実現をめざして、各種事業を行っています。
住所：〒460-0022
TEL：052-324-6591

名古屋市中区金山一丁目 9 番 19 号ミズノビル 6F
FAX：052-324-6592

MAIL： info@libra.or.jp

エントランス正面壁
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資料３

多様な働き方の提案

「NIC多世代共用スペース」
ー 環境報告書2017から ー

13

名古屋大学環境報告書について

名古屋大学の環境報告書とは・・・
■目標・編集体制
「読みやすく、親しみのある、多くの方に
読んでいただける環境報告書」を目標とし、
学生・教職員で構成された「環境報告書編
集チーム」で企画・編集。
環境報告書2017編集チーム

■環境報告書で取り扱うテーマ
省エネ・環境保全など、いわゆる狭義の「環境」の取組だけではなく、
ダイバーシティなど大学の社会的責任に関する活動、
つまり、広義の「環境」の取組についてもテーマを広げ、
幅広く多様な目線で作成している。
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1

名古屋大学環境報告書について

「環境報告書2017」のトピック（環境報告書2017

P7-8より）

研究室の学生自らによる

学内外での環境者との協働による

自動車排気ガスを浄化する

地元産木材を活用した

触媒研究の紹介

多様な働き方を支える

木質化プロジェクトの紹介

多世代共用スペースの紹介
※この後詳しく紹介します。

学部２年生対象の
廃棄物処理施設など環境関連施設の
現地見学を交えた環境学習の紹介

15

2

16

職場

保育園

子連れコ・ワーキング

自宅

17

18

19

20

施工

ペインティング

21

大学らしい名誉教授の講演会
オープニング

ワークショップ

まちづくりを体験するワークショップ

クリスマス会

22

息子がいつも「名古屋大学に行きたい！」
と言います。彼にとって、
「名古屋大学＝多世代共用スペース」
であり、大好きな場所のようです。

子どもと親それぞれ
自分の行動に集中するためには？
＞空間デザインへの提言

このスペースの存在自体が、
子供をもつ女性研究者の気持ちを
ラクにしていると思います。
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資料４
ベトナム日本法教育研究センター設立 10 周年／レ・タイン・ロン司法大臣就任
記念行事（2017 年 11 月 15 日開催）
名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター

○日本語による日本法教育の展開
アジア各国の法学部と連携し、2005 年から 7 ヶ国 8 ヶ所に
「日本法教育研究センター」を設置。社会、文化、言語を理解
した、真の日本法専門家を育成。ベトナムセンターは、2007 年
9 月にハノイ法科大学（司法省傘下）に開所。日本の大学で唯
一の法学系海外拠点。

■ハノイ法科大学

○修了生の活躍
これまで 71 名の修了生
を輩出し、修了生は、政府機
関（検察庁、裁判所、ハノイ
市、ビンフック省等）、法科
大学、ベトナム企業、日系法
律事務所・企業、日本大使
館、JICA 法整備支援プロジ

■第 7 期生修了式（2017 年 6 月）

修了年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年
2016 年
2017 年
合計

人数
9名
13 名
9名
6名
11 名
10 名
13 名
71 名

ェクトオフィスなどで活躍。これまで、国費奨学金、じゅうろくアジア留学生奨学金などにより、16 名
の修了生が名古屋大学に留学（うち 7 名が現在在籍中）。

○留学生の受入を通じた各国国家中枢人材の輩出
大学院法学研究科は、1999 年に「英語コース」を設置し、法整備支援対象国を中心
として、実際の立法・行政に携わる留学生を受入、これまで約 600 名の修了生を輩出。
ベトナム修了生は、レ・タイン・ロン司法大臣（2016 年 4 月より現職）をはじめとし
て、司法省・科学技術省・最高裁判所局長等、国家中枢人材として活躍。
■レ・タイン・ロン司法大臣

○祝賀記念行事

※詳細は、別紙参照。

≪シンポジウム≫

13：30– 15：40

於：ハノイ法科大学

≪記念式典≫

16：00 –17：00

於：ハノイ法科大学

≪祝賀パーティー≫ 18：00 –19：30

於：在ベトナム日本大使公邸

（主催）ハノイ法科大学、名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター
（共催）株式会社十六銀行、名古屋大学法学部同窓会（後援）名古屋大学全学同窓会
【連絡先】名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）
TEL：052-789-2325/ 4263

E-mail：cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp

※取材希望者は、11 月 10 日（金）までにご連絡下さい。（大使公邸での取材には、事前登録が必要）
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ハノイ法科大学内日本法教育研究センター
設立 10 周年記念シンポジウム・式典・祝賀パーティー
2017 年 10 月 17 日版
趣旨：
名古屋大学とハノイ法科大学が共同で設置している、ハノイ法科大学内日本法教育研究センタ
ー（CJLV）は、2017 年 9 月で設立 10 周年を迎える。この 10 年間で、名古屋大学は教育による
法整備支援の成果として多くの人材を輩出した。修了生は、ベトナム国内の法律関係機関、日系
企業・日系法律事務所などに就職し、日本語および日本法の知識を生かして活躍している。近年、
ベトナムに進出する日本企業が飛躍的に増大しているが、CJLV 設立 10 周年を記念して、これま
での活動を振り返るとともに、今後、経済界と大学がどのような連携をすべきかを議論するシン
ポジウムを開催する。
また、名古屋大学大学院法学研究科は、1990 年代から留学生の受入を通じてアジア法整備支援
に貢献してきたが、2016 年 4 月、本学法学研究科修了生のレ・タイン・ロン氏が、ベトナム司法
大臣に就任された。CJLV10 周年行事と合わせ、ロン氏の司法大臣就任祝いも行う。
開催日：2017 年 11 月 15 日（水）
主催：ハノイ法科大学、名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター
共催：株式会社十六銀行、名古屋大学法学部同窓会
後援：名古屋大学全学同窓会
≪シンポジウム≫
時間：13：30– 15：40
会場：ハノイ法科大学（4 階）式典室
言語：同時通訳（ベトナム語－日本語）
プログラム（案）：
13：30 – 14：30 第 1 セッション：教育による法整備支援の発展と成果（60 分）
司会：小畑郁（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長）
趣旨説明（5 分）
小畑郁（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長）
パネルディスカッション・質疑応答（55 分）
1） 「日本法務省によるベトナム法整備支援事業 20 年を振り返って（仮）」
森永太郎（法務省法務総合研究所国際協力部長）
2） 「日本法教育研究センターの設立時の構想（仮）」
佐分晴夫（名古屋経済大学学長）
3） 「ハノイ法科大学から見る日本法教育研究センターの成果（仮）」
ハノイ法科大学
4） 「日本法教育研究センターでの学習とその後（仮）」
グエン・ドゥック・ヴィエット（ハノイ法科大学講師・日本法教育研究センタ
ー修了生）
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休

憩

15 分

14：45 – 15：30 第 2 セッション：日越経済関係の強化と今後の展望（45 分）
司会：木本真理子（名古屋大学ベトナム日本法教育研究センター特任講師・弁護士）
報告「日越両国の法制度を知る人材の重要性（仮）」（15 分）
小幡葉子（TMI 総合法律事務所ハノイオフィス弁護士）
報告「日越経済関係強化の架け橋として（仮）
」（15 分）
ブイ・ティ・ホン・ズオン（MITO-U（未踏）有限会社社長・弁護士・日本法教育研
究センター修了生）
質疑応答（15 分）
15：30– 15：40 総括・閉会

石井三記（名古屋大学大学院法学研究科長）

≪記念式典≫
時間：16：00 –17：00
会場：ハノイ法科大学（4 階）式典室
言語：同時通訳（ベトナム語－日本語）
式次第（案）
：
司会：石井三記（名古屋大学大学院法学研究科長）
開会挨拶

レ・ティエン・チャウ（ハノイ法科大学学長）

総長挨拶

松尾清一（名古屋大学総長）

祝辞

川端和明（文部科学省国際統括官）
森永太郎（法務省法務総合研究所国際協力部長）
村瀬幸雄（株式会社十六銀行取締役頭取）

≪祝賀パーティー≫
時間：18：00 –19：30
会場：日本大使公邸
言語：逐次通訳（ベトナム語－日本語）
式次第（案）
：
司会：小畑郁（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長）
開会挨拶

レ・ティエン・チャウ（ハノイ法科大学学長）

祝辞

レ・タイン・ロン（ベトナム司法大臣）
梅田邦夫（駐ベトナム日本国特命全権大使）

乾杯

松尾清一（名古屋大学総長）

祝辞

日越友好愛知県議員連盟会長（代読）
名古屋大学全学同窓会代表幹事（代読）

閉会挨拶

石井三記（名古屋大学大学院法学研究科長）
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名古屋大学日本法教育研究センター（ベトナム）

ベトナムは、20年以上にわたり日本の法整備支援重点国であり、名古屋大学も法学を専門とす
るベトナム人留学生をこれまで数多く受け入れてきました。本学修了生は、レ・タイン・ロン司
法大臣（2016年4月就任）をはじめとして国家中枢人材として活躍しています。2007年9月には、
日本語で日本法を理解できる真の日本法専門家を育成するため、ハノイ法科大学内に日本法教育
研究センター（ベトナム）を設立し、本年で設立10周年を迎えます。
 学生数：67名（4年生：12名、3年生：15名、2年生：15名、1年生：25名）
 教員数：8名（日本語講師：6名（うち日本人3名、ベトナム人3名）、日本法講師：2名（うち
日本人2名））
 学習時間数：週約9時間（1.5時間×6コマ）
 開講科目：日本語(初級～上級)･日本法準備(日本史・公民) ･日本法･学年論文･研究計画 等
盛んな相互交流活動

活躍する修了生

例年、センター入学希望者が多く、
日本との交流が盛んな土地柄を反
映し、学生・実務家・日系企業等と 最近では500名を超える学生の中か
の交流活動を活発に行なっています。ら優秀な学生約20名を選抜していま
中部経済連合会等、経済界からも す。ハノイ法科大学正規課程と日本
注目を受けており、多くの経済視察 語・日本法学習との両立は容易では
団が訪問しております。名古屋大学 ない中、学生の成績は良好で、ス
法科大学院生のインターンシップ、 ピーチコンテストで多数受賞者も輩
学部生の短期研修など、グローバル 出しています。
すでに71名の修了生を輩出してお
な視点を持った法律家育成の拠点と
り、検察庁、裁判所等の国家機関、
しても活用しています。
日本法センター在籍学生の日系企 法科大学、ベトナム企業で勤務する
業見学、日系企業・法律事務所等へ ほか、日系法律事務所を含む日系企
のインターン派遣も実施しておりま 業、JICA法整備支援プロジェクトオ
フィスなど、日本とベトナムをつな
す。
ぐ架け橋としても活躍しています。

日本との高い親和性
ベトナム人は忍耐強く、向学心
の高い国民性と言われています。
また、東アジアの価値観を受け継
ぎ、年長者を敬い礼儀を重んずる
価値観は日本人と通ずるものがあ
ります。
親日的で日本に憧れと尊敬を抱
く人が多く、若者世代には日本の
ポップカルチャーも広く浸透して
います。
日系企業の進出が進み、近年は
製造業だけでなく金融・サービス
業・法律事務所等の進出も目立っ
ており、センター卒業生の今後の
活躍が期待されています。

大学紹介 大学紹介 ハノイ法科大学は、司法省が直接管轄する唯一の大学
です。ベトナム随一の法律専門家養成機関と位置付けられており、司法省をは
じめとする政府高官、法曹を数多く輩出しています。学生数は1万人ほどで、大
学院も設けられています。ハノイ西部の新市街に位置し、日本大使館等から近
い立地です。
センター所在地 601 Room, A Building, Hanoi Law University,87 Nguyen Chi
Thanh,, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
連絡先 (+84)-(0)128-822-8634/ cjl-vietnam@law.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学大学院法学研究科
名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）
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2017年10月作成

中間評価は最高レベル！～附属学校～

資料５

スーパーグローバルハイスクール（SGH）

プレゼン能力の育成

モンゴルＴＶ会議

日常的な国際交流

海外
研修
国際会議

アクティブラーニング
（協同的探究学習）
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名古屋大学教育学部附属中・高等学校
目標：ものごとの本質を捉え、国際的視野を持って探究し続ける、勇気と判断力のある「自立した学習者」を育てる
研究開発単位Ⅰ：国際的視野を持って探究する６年必修課題研究 「総合人間科」
教育方法： Problem Based Learning 評価方法：ポートフォリオ評価

「課題探究Ⅰ」

「課題探究Ⅱ」

幅広い興味関心から
探究する心を育む

○中学の学びを基に、
高校３年間で文理にと
らわれない１つの「地
球的課題」を対象に探
究する、仮説検証型課
題研究

中１
【生き方を探る】
人と地域から

中
学

中学１年

中２
【生命と環境】
身近な問題から

高
校

中３
【国際理解と平和】
体験から

○グローバルキャリア
モデルとのリレーシン
ポジウム

パフォーマンス評価

【文化】
言語・芸術
【人権と共生】
【心】
表現
生存・差別
教育・犯罪
・障がい
【生命】
健康・医学

【自然と環境】
地球・食糧・
エネルギー

【平和】
紛争・民族
・国際理解

地球的課題の６領域

研究開発単位Ⅲ：グローバル拠点を活用して、表現力や
判断力を身につける方法の開発
国内拠点 他の高校生と協同して英語で留学生と行う課題発見・課題解決型探究活動
○名古屋大学Global Discussion
海外拠点 現地の高校生と協同で行う探究型プロジェクトでの活用

中学１年

TGUと
一体化した研究開発
高
等
教
育
へ
繋
が
る
「
自
立
し
た
学
習
者
」

○アジア拠点【モンゴル】新モンゴル高校、日本大使館、JICA事務所
○北米拠点【米国】Chapel Hill High School 、ノースカロライナ州商務省

○ 高大接続研究センター
（H27年4月本校に開設）
協同で以下を研究開発
・高大接続入試
・ Advanced Placement
（AP)curriculum
・IB資格の活用法

○名古屋大学海外事務所
○リーディング大学院
グローバルな学生と生
徒の学び合い
他大学との連携
・愛知大学
GGJさくら21プロジェクト

研究開発単位Ⅱ：国際的素養を身につける 協同的探究学習(既存教科)

・名古屋外国語大学

教育方法：発問を受けての個別探究→集団による探究→再度の個別探究

ＳＳＨとの相乗効果
○大学教員による連続講座 学びの杜
SSH生命科学探究講座 SSH地球市民学探究講座
SSH 物理学探究講座
○教科の枠を超えた融合カリキュラム
SSH自然と科学 SSH情報と社会
SSHとSGHは学習者にとって車の両輪

課題研究以外の研究開発

○ Active Learning in English（ALE)
（ Global Issueを 留学生と英語で討論）
自立する学習者育成のための英語環境
○G30 for everyone (多様なステークホルダーとの討論）
○NUPACE(短期留学生と学びを共有）
○G30 International Program（長期留学生と学びの共有)

開発単位の概念図
重なり部分が
真の自立した
協同的探 学習者
究学習

拠点活用
課題探究
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TGUと一体化して「自立した学習者」を育てる探究型カリキュラム構築
名古屋大学教育学部附属中・高等学校

目的： グローバル化が進んだ現代に世界で活躍する「自立した学習者」を育てることを目的とする。
方法： TGUである名古屋大学と一体化して探究型カリキュラムの開発と構築を行う。
育成する生徒：「自立した」とはものごとの本質を捉え、自分の力で行動できる生徒。
「学習者」とは生涯探究し続ける人間。
ものごとの本質を地球規模で捉え、自分の力で探究し続ける勇気と判断力のある人間 （グローバル・リーダー）

グローバルキャリアモデルシンポジウム

グローバル拠点の活用 アジア拠点・北米拠点
アジア拠点 ～モンゴル～

北米拠点 ～米国ノースカロライナ～
州 都 は Raleigh 。 Durham と Chapel
Hillを結ぶと三角形になり、その
地域に大学や研究機関が多く集
まっているため。リサーチトライ
アングルと呼ばれている。

日程）
7月25日 出国 ウランバートル着
7月26日～27日 サンサル村
水質・大気調査
7月28日～29日 アルタンボラク村
水質・大気調査
7月30～8月4日 ウランバートル市
新モンゴル高等学校交流
大気調査 日本大使館訪問
JICA 訪問
8月 4日 （金 ) 帰国

日程）
3月11日 日本出国
3月12日～18日
East Chapel Hill 高校
Chapel Hill 高校
でのプログラム
3月18日
米国出国
3月19日
日本帰国

日にち

講師

所属

備考

5月305日
（火）

益川敏英先生

名古屋大学

ノーベル物
理学賞受賞

6月8日
（木）

濵口道成先生

科学技術振興
機構(JST)

益川先生に質問する本稿生徒
ステージ上（左）、フロアー（右）

（講演を一緒に聞いたアジアの高校生

理事長

会場（坂田・平田ホール）
での。講演の様子

アジアの高校生とのランチ交流

濱口先生講演の様子）

途切れなく質問する生徒）

その他 附属学校（生徒）の国際化を図るための様々な取組
ALE (Active Learning in English)
世界の国々で実際に起こっているGlobal Issue をテーマにし、本校生徒と名古屋大学留学生が同じ目線でディスカッションを行う、10回
連続のセッションである。使用言語はすべて英語である。
内容
1

10 月 30 日 (日) 9:00～12:00

Security Challenge in Nigeria

2

10 月 30 日 (日) 13:00～16:00

Syria, Middle East the Ongoing Conflict There

3

11 月 5 日 (日) 9:00～12:00

Multilingualism in Australia

4

11 月 5 日 (日) 13:00～16:00

US-Decline in Culture Literacy

5

11 月 13 日 (日) 9:00～12:00

Water Crisis in Southeast Asia

6

11 月 13 日 (日) 13:00～16:00

Southern Africa: A Shorthand History

7

11 月 19 日 (土) 9:00～12:00

The Socio-Political Situation in Malaysia

8

11 月 19 日 (土) 13:00～16:00

The Problems of the Electoral Process

9

12 月 4 日 (日) 9:00～12:00

Bulgaria and Corruption

10

12 月 4 日 (日) 13:00～16:00

A Brief History of Egypt

in US and the Philippines

The Struggles of Development in China

アジア・ユースリーダース

グローバルな環境での学び

アジア諸国の高校生が一堂にし、共通する環境・経済・社会等
の問題について英語でディスカッション・発表を行う。多国間交
流を通じて価値観の多様性を学ぶとともに、人的ネットワーク
を構築する。 2017 年8 月21 日（月）～ 27 日（日）（7 日間）
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2017 SGHモンゴル研修 7. 25 ～ 8. 4
目的）スーパーグローバルハイスクール（SGH）での課題研究をモンゴルの高校生と協同で行う。新モ
ンゴル高校の生徒と環境問題に関する話あいを通して交流を行う。また、その成果を現地の政府
関係機関、教育機関に報告し指導・助言をもらう。
日時） 平成29年7月25日～8月4日 10泊11日
訪問先）

ボルガン県サンサル村
トｩﾌﾞ県アルタンボラク村
ウルブハンガイ県ハラホリン村
ウランバートル市
日程）
１日目 7月25日 (火) 出国 ウランバートル着
２日目 7月26日 (水) サンサル村 ホームスティ
水質・大気調査
３日目 7月27日 (木) ハラホリン村 世界遺産見学
サンサル村 ホームスティ
４日目 7月28日 (金) アルタンボラク村 ゲルスティ
水質・大気調査
５日目 7月29日 (土) アルタンボラク村 ゲルスティ
遊牧体験
６日目 7月30日 (日) ウランバートル市に戻る
７日目 7月31日 (月) 新モンゴル高等学校交流
８日目 8月 1日 （火）新モンゴル高等学校交流 大気調査
９日目 8月 2日 （水）日本大使館・JICA 訪問
10日目 8月 3日 （木）新モンゴル高等学校交流 水質調査
11日目 8月 4日 （金 ) 帰国
大気調査の様子

新モンゴル高校との TV会議

水質調査の様子

日本での水質調査

新モンゴル高校での様子

新モンゴル高校教員より事前講義

生徒の感想
今回の研修で最も印象に残っていることは、JICAや大使館の方たちのすごさでした。また、モンゴルは私にとってと
ても合っているとうことがわかりました。モンゴルでは想定外のことが多くありました。これからは、予期せぬこと
が起こったとしてもそれをむしろ肯定的に捕らえ、最善の対処法を考えていこうと思います。

今回の研修で目標としていたことは、半分達成できて、半分達成できなかった。帰国御もここでの経験を
改めてじっくりと考えてみたいと思う。モンゴルはすごく楽しくて一生忘れられないものになりと思う。
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協同的探究学習とは
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心理学の観点からの学力モデル：
「できる学力」と 「わかる学力」
「できる学力」（学力Ａ）
手続き的知識・スキル
定型的問題解決
↓◎繰り返しによる
↓ 自動化
「できる」ことによる
意欲向上

「わかる学力」（学力Ｂ）
概念的理解・思考
非定型的問題解決
学力
の
↓◎関連づけによる
両輪
↓ 精緻化・構造化
「わかる」ことによる
意欲向上

学力形成の
手続き構成・適用学習
協同的探究学習
方法

個に応じた指導 など
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学習観の問題
２種類の学習観 （藤村，2006など）
「暗記・再生」型学習観
・正しい答えと解法は一つである。
・正しい解法を覚えて適用することが学習である。

「理解・思考」型学習観
・答えや解法は多様である。
・自分自身の知識や他者の知識を利用しながら，
考えを構成していくことや，その思考プロセスを
表現し，共有することが学習である。
34

「わかる学力」を高め，「理解・思考」型の学習観を
育てるには？

「協同的探究学習」（Fujimura, 2007など）
理念：①意味理解，②思考プロセス，③集団的構成の重視
学習方法：
１）限定した問題（解・解法・表現に多様性のある問題）
２）個別探究時間の確保（思考プロセスの自己説明）
３）協同探究場面での多様な考えの発表と比較検討
（クラス全体での話し合いを通じた，知識の関連づけ）
学習の流れ：
個別探究（導入問題）→協同探究→個別探究（展開問題）
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別添３
○中間評価の結果について
・｢優れた取組状況であり、研究開発のねらいの達成が見込まれ、更なる発展が期待される。｣（４校）
＜学校名＞
名古屋大学教育学部附属中・高等学校

京都府立鳥羽高等学校

関西創価高等学校

愛媛大学附属高等学校

・｢これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成が可能と判断される。｣（19 校）
＜学校名＞
秋田県立秋田南高等学校

福島県立ふたば未来学園高等学校

千葉県立成田国際高等学校

東京学芸大学附属国際中等教育学校

富士見丘中学高等学校

大阪教育大学附属高等学校平野校舎

大阪府立豊中高等学校

関西学院千里国際高等部

兵庫県立兵庫高等学校

兵庫県立国際高等学校

島根県立隠岐島前高等学校

岡山学芸館高等学校

広島大学附属福山中・高等学校

広島県立広島中学校・広島高等学校

愛媛県立宇和島南中等教育学校

高知県立高知西高等学校

長崎県立長崎東高等学校

宮崎県立宮崎大宮高等学校

鹿児島県立甲南高等学校
・｢これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成がおおむね可能と判断されるも
のの、併せて取組改善の努力も求められる。｣（17 校）
＜学校名＞
立命館慶祥中学校・高等学校

岩手県立盛岡第一高等学校

仙台白百合学園中学・高等学校

横浜市立南高等学校

法政大学女子高等学校

新潟県立国際情報高等学校

石川県立金沢泉丘高等学校

長野県上田高等学校

愛知県立時習館高等学校

中部大学春日丘高等学校

京都学園高等学校

同志社国際高等学校

大阪府立千里高等学校

清風南海高等学校

神戸大学附属中等教育学校

岡山県立岡山操山中学校・高等学校

中村学園女子高等学校
・ ｢研 究 開 発 の ね ら い を 達 成 す る に は 、 助 言 等 を 考 慮 し 、 一 層 努 力 す る こ と が 必 要 と 判 断 さ れ る 。 ｣（ 12 校 ）
＜学校名＞
札幌日本大学高等学校

東京工業大学附属科学技術高等学校

青山学院高等部

京都市立西京高等学校

大阪府立能勢高等学校

大阪府立泉北高等学校

兵庫県立伊丹高等学校

鳥取県立鳥取西高等学校

福岡県立鞍手高等学校

福岡県立京都高等学校

福岡雙葉中学校・高等学校

明治学園中学校・高等学校
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・｢このままでは研究開発のねらいを達成することは難しいと思われるので、助言等に留意し、当初計
画の変更等の対応が必要と判断される。｣（３校）
＜学校名＞
埼玉県立不動岡高等学校

早稲田大学本庄高等学院

千葉県立松尾高等学校

・｢現在までの進捗状況等に鑑み、今後の努力を待っても研究開発のねらいの達成は困難であり、スー
パーグローバルハイスクールの趣旨及び事業目的に反し、又は沿わないと思われるので、経費の大幅
な減額又は指定の解除が適当と判断される。｣（１校）
＜学校名＞
啓明学院中学校・高等学校
○中間評価講評
20

名古屋大学教育学部 ○北米拠点、アジア拠点を開拓し、積極的に交流を計画・実施して
附属中・高等学校

おり、テレビ会議システムを活用してモンゴルの学校との交流を行
うなど、教育環境を国際化している点が極めて高く評価できる。
○生徒の意識調査からも狙いとする「深い理解」
「判断力・有用な情
報収集」などの力の伸長が見られる。それぞれの仮説について、ア
ンケート調査に基づいた数量的な分析がなされており、成果が報告
されている点が極めて高く評価できる。
○学校全体で「協働的探究学習」を取り入れた授業改善に取り組み、
結果を活用しながら研究開発内容の改善を図りつつ進めている点
が非常に優れている。
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【名古屋大学・東海東京財団 グローバル教育推進事業】
名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)
「PhDプロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成～」

資料６

第14回グローバル人材のための国際情勢講座

名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールランド型)「PhDプロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地
平に立つリーダーの養成～」では東海東京財団のご支援のもと、【名古屋大学・東海東京財団 グローバル教育推進事業】を創
設し、市民・学生向けに国際情勢に関する深い理解と正確な知識をより分かりやすく提供する機会として、「グローバル人材のた
めの国際情勢講座」を開講しております。
第14回では、リチャード・コート駐日オーストラリア大使をお招きし、現在までのご経験を踏まえて、グローバルな時代に必要な
スキルとはなにか、そして今日のオーストラリアと日本を取り巻く国際情勢についてご講義いただきます。

講
師

リチャード・コート
駐日オーストラリア大使

略歴

政治家出身。1993年から2001年まで、西
オーストラリア州首相兼財務大臣を務め、その後数多
くの公的及び民間組織の要職を務めた。2008年、日
豪関係の拡大や日豪経済関係の強化への貢献によ
り、旭日重光章を受章。2003年、西オーストラリア州
議会や地域社会への奉仕などが認められ、オースト
ラリア勲章（一般部門・コンパニオン）を受章。
【参加申込】

【言語】
【参加費】

当日、受付にて参加登録を行います
(事前登録不要)

英語
無料

2017 年

月14日
11
14:30-15:30
(開場14:00)

火

名古屋大学

会
場 アジア法交流館2Ｆ

アジアコミュニティフォーラム

(日本語による同時通訳あり)

【問い合わせ先】 名古屋大学PhD登龍門推進室

052-789-5717

アジア法交流館

Tel:
E-mail:10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp//
主 催/名古屋大学PhDプロフェッショナル登龍門

協 賛/一般財団法人 東海東京財団
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後 援/名古屋日豪ニュージーランド協会

【Nagoya University - Tokai Tokyo Foundation Global Education Promoting Program】
Nagoya University Program for Leading Graduate Schools
PhD Professional: Gateway to Success in Frontier Asia Raising Leaders to Explore New Horizons

14th Global Lecture on International Affairs

Under the support of Tokai Tokyo Foundation, Nagoya University Program for Leading
Graduate Schools, "PhD Professional", offer a series of lectures on international affairs as
opportunities to provide deep understanding and accurate knowledge about international
situations to citizens and students by inviting experts and professionals from both within and
outside Japan.
Lecturer

Hon.
Richard
Court
Ambassador to Japan
Mr. Court is a former politician who has held a number of
senior positions and directorships in private and public
companies. Mr. Court served as Premier and Treasurer of
Western Australia from 1993 to 2001. In 2008, His Majesty
the Emperor of Japan conferred honours bestowing the
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star for exceptional
contributions to the expansion of Australia-Japan relations,
and strengthening economic ties between Australia and
Japan. In 2003, Mr. Court was appointed a Companion in
the General Division of the Order of Australia for services
to Western Australia and the community.

【Registration】

Please register at reception on the day.

2017

11.14
14:30-15:30
(

open14:00)
Tue

Venue

Nagoya University
Asian Legal Exchange Plaza 2Ｆ
Asian Community Forum

(Pre-registration is not required)
【Language】

English

【Registration Fee】

Free

【Inquiry】 Nagoya University PhD Professional Office

052-789-5717

Tel:
E-mail:10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp//
Organized by Nagoya University PhD Professional
Sponsored by Tokai Tokyo Foundation
In cooperation with the Japan-Australia and New Zealand Society of Nagoya

Asian Legal
Exchange Plaza
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名古屋大学「東海東京財団 グローバル教育推進事業」
名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)
「PhDプロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成～」

第15回グローバル人材のための国際情勢講座

UK/Japan ： Partners and Friends
－今後の日英関係の展望－
名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)「PhDプロフェッショナル
登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成～」では東海東京財団のご支援のも
と、名古屋大学「東海東京財団 グローバル教育推進事業」を創設し、市民・学生向けに国際情
勢に関する深い理解と正確な知識をより分かりやすく提供する機会として、「グローバル人材の
ための国際情勢講座」を開講しております。
今回はポール・マデン駐日英国大使をお招きし、刻々と変化する世界情勢の中で、今日のイギ
リスと日本を取り巻く国際情勢についてご講義いただきます。

講師

ポール・マデン閣下
駐日英国大使

2017年

略歴

12 月1 日(金)

ケンブリッジ大学にて経済地理学の修士号を取得。ロンドン大学
東洋アフリカ学院で日本語を学び、1982年に日本国外務省主催
のエッセイ・コンテストにて優勝。1988年から92年まで、最初の海
外勤務地として日本に赴任。その後、2005年の愛知万博では英
国パビリオンの責任者を務める。2007年より、オーストラリア、シ
ンガポールでの大使を務めた後、アジア太平洋州特別局長を歴
任と、赴任先の大半をアジアで過ごす。2017年1月、駐日英国大
使 と し て 着 任 。 2003 年 に 著 書 「 Raffles: Lessons in Business
Leadership」が出版。また、2015年にシドニーにて、自身の脚本に
よる喜劇作品が上演されるなど多才な一面を持つ。

【参加申込】

【言語】

当日、受付にて参加登録を行います
(事前登録不要)

英語 （日本語による同時通訳あり）

【参加費】

12:15~13:00
(11:45開場)

会
場

名古屋大学

アジア法交流館2Ｆ
アジアコミュニティフォーラム

無料

【問い合わせ先】 名古屋大学PhD登龍門推進室

052-789-5717

Tel:
E-mail:10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp//

アジア法交流館

※内容については変更になることがあります。ご了承下さい。

主 催/名古屋大学PhDプロフェッショナル登龍門

協 賛/一般財団法人 東海東京財団
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後 援/愛知日英協会

Nagoya University - Tokai Tokyo Foundation Global Education Promoting Program
Nagoya University Program for Leading Graduate Schools
PhD Professional: Gateway to Success in Frontier Asia Raising Leaders to Explore New Horizons

15th Global Lecture on International Affairs

UK/Japan ：
Partners and Friends
Under the support of Tokai Tokyo Foundation, Nagoya University Program for
Leading Graduate Schools, "PhD Professional", offer a series of lectures on
international affairs as opportunities to provide deep understanding and accurate
knowledge about international situations to citizens and students by inviting
experts and professionals from both within and outside Japan.

Lecturer

H.E. Paul Madden CMG
British Ambassador to Japan
Paul Madden became British Ambassador to Japan in January
2017. He was previously British High Commissioner to Australia
(2011-15) and British High Commissioner to Singapore (2007-11).
He was Additional Director for Asia Pacific at the FCO in 2015.
He has an MA in Economic Geography from Cambridge
University, an MBA from Durham University, studied Japanese at
London University’s School of Oriental and African Studies, and
is a Fellow of the Royal Geographical Society. His book, Raffles:
Lessons in Business Leadership, was published in 2003, and his
first play was performed in Sydney in 2015.
【Language】

English

Dec.
1
Friday
12:15 ～ 13:00
(Open 11:45)

Venue

English with simultaneous Japanese
interpretation
【Participants】

2017

Admission Free

Nagoya University
Asian Legal Exchange Plaza 2Ｆ
Asian Community Forum

All interested people are welcome to attend
【Registration】

Please register at reception on the day.
(Pre-registration is not required)

【Inquiry】 Nagoya University PhD Professional Office

052-789-5717

Tel:
E-mail:10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp//
Organized by Nagoya University PhD Professional

Sponsored by Tokai Tokyo Foundation

Asian Legal
Exchange
Plaza
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In cooperation with Aichi Japan-British Society

名古屋大学「東海東京財団 グローバル教育推進事業」
名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)
「PhDプロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成～」

第16回グローバル人材のための国際情勢講座

講師

斎藤 之弥
日本赤十字社国際部 参事

名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)「PhDプロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリー
ダーの養成～」では東海東京財団のご支援のもと、名古屋大学「東海東京財団 グローバル教育推進事業」を創設し、市民・学生向けに国際情
勢に関する深い理解と正確な知識をより分かりやすく提供する機会として、「グローバル人材のための国際情勢講座」を開講しております。
近年、自然災害や紛争等、危機的な状況は多様性を増しており、人道支援も変化しています。今回の講演では、人道課題を取り巻く状況を踏ま
え、支援がどのように実施されているのか、また、人道支援と人間の安全保障の共通するところ、異なるところを考察する機会として、日本赤十
字社より斎藤之弥氏をお迎えします。30年前、バングラデシュで国際協力に触れて以来、様々な国で開発協力の課題に従事し、緊急救援のみ
ならず、アジアやアフリカ諸国で保健や災害対策等の長い目で見た人道支援を行ってきた現場での経験から、人道支援と人間の安全保障の間
にあるアプローチや原則のあり方について皆様と考えていきたいと思います。
略歴

1962年12月15日、横浜生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒
業後、民間企業での勤務を経て、1987年より国際援助に従事。
国際協力機構、日本国際協力センター、日本赤十字社を渡り歩
き、国連難民高等弁務官事務所、国連開発計画等のプロジェク
トにも従事。国際協力と人道支援に携わり、幾多の経済政策、企
業振興、難民帰還、農村開発、教育支援、災害対策、緊急救援
に取り組む。バングラデシュ、カンボディア、中央アジア諸国、ア
フガニスタンなどに計19年ほど在勤。現在は日本赤十字社国際
部にて自然災害や紛争下で人道支援を行う赤十字の海外要員
の育成、派遣、安全管理を総括している。

【参加申込】

12月15日(金)
13:30-15:00
(13:00開場)

会
場

名古屋大学

NIC 1F Idea Stoa

日本語

当日、受付にて参加登録を行います

【言語】

※事前登録不要

【参加費】

無料

【問い合わせ先】 名古屋大学PhD登龍門推進室

052-789-5717

Tel:
E-mail:10ryumon03@adm.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.phdpro.leading.nagoya-u.ac.jp//
主 催/名古屋大学PhDプロフェッショナル登龍門

協 賛/一般財団法人 東海東京財団
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総長奨励による海外短期派遣
(8/8〜9/10)
情報文化学部2年 竹田

資料７

陽

43

研修校

モナシュカレッジについて

クレイトンキャンパス

シティキャンパス

44

研修で学んだこと
(Global Professional Program)
•
•
•
•
•

コミュニケーションの大切さ
異文化への理解
日本と海外の働き方の違い
パブリックスピーキングの大切さ
英語の重要さ
などなど….
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この研修を通じて…

46

研修外では…

47

ホームステイの経験

48

ありがとうございました

49

資料８

名古屋大学 平成29年11月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

6日(月)、
20日(月)

役員会

21日(火)

教育研究評議会、部局長会

○部局の諸会議
日(曜日)

会議の名称(部局)

1日(水)

教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

8日(水)

教授会(教育学部・教育発達科学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

15日(水)

教授会(文学部・人文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、
医学系研究科、国際開発研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

22日(水)

教授会(情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、多元数理科学研究科、総合
保健体育科学センター)

24日(金)

教授会(理学部・理学研究科、創薬科学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

29日(水)

教授会(農学部・生命農学研究科、未来材料・システム研究所、宇宙地球環境研究
所)
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○行事等
日(曜日)

行事等の名称

7月3日(月)～
附属図書館医学部分館ミニ展示
12月27日(水)
会「漢方の世界」
(日・祝日休館)

7月18日(火)～
11月10日(金)
(土・日・祝日休
館)

概要

連絡先

場所：附属図書館医学部分館2階入口ホール
時間：9：00～20：00(平日)、13：00～17：00(土曜日)
内容：西洋医学の本格的な導入以前のわが国の伝統的な医療につ 附属図書館医学部分館
いて、漢方医学の原典の一つと言われている「傷寒論」をはじめ、関 052-744-2505
連する図書、医療器具などを展示公開する
入場料：無料

テーマ：「I 夏と秋の植物」(7/18～11/10)、「Ⅱ冬と春の植物」(11/20
～3/24)

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
場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
11月20日(月)～ ニカルア－ト」
時間：10：00～16：00
3月24日(土)
入場料：無料
(土・日・祝日、
12月29日～1月
3日休館、3月24
日臨時開館)

博物館事務室
052-789-5767

7月25日(火)～
10月21日(土) 第35回博物館企画展
(日・月曜日休 「ムシの世界」
館)

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

9月12日(火)～
教職員向け運動プログラム
1月30日(火)

場所：新体育館トレーニングルーム、第5体育館
時間：12：15～12：45
講演題目：「スロトレ＆ストレッチ、バランスボールトレーニング」(11
月)
講演題目：「ベーシックエアロビクス」(12月)
講演者：田中憲子(総合保健体育科学センター准教授)
内容：教職員の健康増進を目的とした運動プログラムの提供
定員：各20名
対象：本学教職員
参加費：無料

総合保健体育科学センター
准教授 田中憲子
tanaka-n@htc.nagoya-u.ac.jp

場所：ES総合館1階ESホール
9月21日(木)～
時間：18：00～19：30
10月31日(火)
テーマ：「格差の様相－多様性と成長」
平成29年度名古屋大学公開講座
(期間内の火・
定員：200名
木曜日)
対象：一般(満18歳以上)
参加費：8,430円(全10回)

9月30日(土)～ あいちサイエンスフェスティバル
11月19日(日) 2017

場所：愛知県全域および岐阜・三重県の一部の大学・科学館・博物
館、他
内容：サイエンスとものづくりを楽しむ地域科学祭
対象：小学生以上、一般

10月6日(金)～
11月17日(金)
ASFサイエンストーク
(期間中15回開
催)

場所：鶴舞中央図書館(名古屋市昭和区)、三井住友銀行SMBCパー
ク栄(名古屋市中区)、名古屋市栄地区の飲食店
時間：18：00～20：00(一部変更あり)
内容：市民とサイエンスの専門家との対話イベント。カジュアルな雰
囲気でサイエンスを楽しむ
定員：30名
対象：高校生以上、一般
参加費：会場により異なる(無料会場有り)

10月29日(日)

実験ショー「シロアリのフェロモン
実験」

研究協力部社会連携課
052-747-6584

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

場所：松坂屋名古屋店本館1階さくらパンダ広場(名古屋市中区)
時間：14：00～15：00
定員：30名
対象：小学生(実験)、小学生以上、一般(観覧)
参加費：無料
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定員：40名
対象：小学校3年生以上、一般
参加費：無料
11月5日
場所：豊橋市視聴覚教育センター(豊橋市大岩町)
時間：13：30～15：00
講演題目：「宇宙線で挑むピラミッドの謎」
講演者：森島邦博(未来材料・システム研究所特任助教)
内容：素粒子宇宙物理学と考古学のコラボレーションでクフ王のピラ
ミッドの入口付近に未知の空間を発見したことなどを紹介する
11月5日(日)、
11月12日(日)、 名古屋大学出前授業in豊橋2017
11月19日(日)

11月12日
場所：豊橋市自然史博物館(豊橋市大岩町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「オーストラリアの荒野によみがえる原始生命」
講演者：杉谷健一郎(環境学研究科教授)
内容：オーストラリアで発見した30億年前と34億年前の微化石が生
命の初期進化のシナリオに与える影響について紹介する

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

11月19日
場所：豊橋市自然史博物館(豊橋市大岩町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「球状コンクリ―ションの不思議－化石保存のメカニズム
－」
講演者：吉田英一(博物館教授)
内容：地層中の丸い塊「コンクリ―ション」から保存良好な化石がな
ぜ出てくるのか？その謎を解く

10月17日(火)～
2008ノーベル賞展示室 ニュートン
28日(土)
著「プリンキピア」第2版(1713年出
(日・月・祝日休
版)ホームカミングデイ特別展示
館)

場所：2008ノーベル賞展示室(ES総合館2階)
時間：10：00～16：00
理学部・理学研究科事務部
内容：ニュートンによる運動の3法則がまとめられた教科書原本の特 052-747-6577
別展示

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～21：00
附属図書館2017年秋季特別展
10月20日(金)～
内容：所蔵する「高木家文書」のなかから明治維新期の資料を取り
「旗本高木家の明治維新」(高木家
11月14日(火)
あげ、旗本高木家が明治維新において果たした役割を紹介する
文書展)
対象：一般
入場料：無料

附属図書館研究開発室
052-789-3697

場所：減災館
時間：13：00～16：00
入場料：無料
10月25日(水)～
1月20日(土)
(日・月・祝日、 減災館第23回特別企画展
第2第4火曜日 「人々が書き残した震災－濃尾地
および12月28 震と昭和東南海地震－」
日～1月4日休
館)

[スペシャルギャラリートーク]
時間：13：30～
場所：減災館
講演題目：「人々が書き残した震災－濃尾地震と昭和東南海地震
－」(12/5)
講演者：西澤泰彦(環境学研究科教授)
講演題目：「『紅の血は燃ゆる』学徒勤労動員の記録から見る昭和
東南海地震」(10/26、11/25)
講演者：都築充雄(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)

減災連携研究センター
052-789-3468

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：18：30～20：00
講演題目：「トランプ大統領の誕生は『現象』か：アメリカ史から考え
るポピュリズム」(10/26)
講演者：真崎 翔氏(南山大学客員研究員)
講演題目：「なぜラテンアメリカにはポピュリストが多いのか：不平
10月26日(木)、 国際開発研究科2017年度公開講 等・時間感覚・資源ブーム」(11/2)
11月2日(木)、 座「ポピュリズムの台頭と世界秩 講演者：岡田 勇(国際開発研究科准教授)
文系事務部総務課(国際開発)
11月9日(木)、 序の再編－国際協力の新たな課 講演題目：「国際貿易・投資体制の発展と今後の課題」(11/9)
052-789-4952
11月16日(木) 題は何か？」
講演者：石川知子(国際開発研究科准教授)
講演題目：「国際協力とグローバルガバナンスの転換点：ポピュリズ
ムの台頭とトリレンマ」(11/16)
講演者：西川由紀子(国際開発研究科教授)
定員：80名
対象：高校生、大学生、研究者、教員、NGO/NPOスタッフ、一般
参加費：無料
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10月28日(土)

場所：ミライプロジェクト新瑞橋(名古屋市南区)
時間：10：00～17：00
Tongaliスクール2017「SchoolⅠ－ テーマ：「ビジネスモデルジェネレーション③」
ビジネスをデザインする」
定員：70名
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

場所：ナショナル・イノベーションコンプレックス3階大会議室、1階
Idea Stoa(11/27)
時間：18：00～19：30
10月31日(火)、
テーマ：「国際標準化戦略－グローバル市場を目指せ－②」
11月7日(火)、
(10/31)、「社会起業を学ぶ－起業のポイントと継続性－」(11/7)、
Tongaliスクール2017「SchoolⅡ－
11月14日(火)、
「出口戦略としてのIPO実現ガイド」(11/14)、「アントレプレナーシップ 学術研究・産学官連携推進本部
テクニカルスキル」
11月21日(火)、
ファイナンス」(11/21)、「世界の事業創造の最前線－日本で新しい Tongaliプロジェクト事務局
11月27日(月)
事業を起こすために必要なこと－」(11/27)
052-747-6490
定員：70名
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

場所：ナショナル・イノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：10：00～17：00(11/23)、10：00～15：00(12/2)
テーマ：「事業になるアイデアを発想するためのワークショップ(ビジ
11月23日(木)、 Tongaliスクール2017「SchoolⅢ－ ネスモデル構築プログラム)」(11/23)、「聞かせるプレゼンテーション
12月2日(土)
アイデアの事業化」
の準備とは」、「考えたこともなかった伝える技術」(12/2)
定員：70名
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

場所：ポートメッセなごや(名古屋市港区)(10/28、29)、関西方面
(10/30)
時間：10：00～17：00
講演題目：「都市の木質化に向けて-Going to Woodism-」(10/28、
29)
講演者：安井 昇氏(桜設計集団一級建築士事務所)、他
内容：都市の木質化パネルディスカッション、防耐火設計(講演)、最
生命農学研究科都市の木質化プ 先端の木材加工・プレカット(日本木工機械展の視察)
10月28日(土)、
生命農学研究科
ロジェクト 都市の木質化講座2017 講演題目：「テクニカルツアー-Woodism-city technical tour-」
10月29日(日)、
准教授 山﨑真理子
「日本の森林と都市の持続的調 (10/30)
10月30日(月)
052-789-4146
和」(第4、5、6回)
講演者：安井 昇氏(桜設計集団一級建築士事務所)、他
内容：耐火集成材建築(大阪)、CLT建築(奈良)の視察
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］
12月2日(土)

10月28日(土)

10月28日(土)

多元数理科学研究科
2017年度数学公開講座

場所：多元数理科学棟1階講義室(109室)、5階大講義室(509室)
時間：9：30～17：00
講演題目：「科学的宇宙観の歴史」
講演者：泉 圭介(基礎理論研究センター助教)
講演題目：「ピックの公式」
講演者：伊藤 敦(多元数理科学研究科助教)
講演題目：「Banach–Tarskiのパラドックス」
講演者：鈴木悠平(同助教)
定員：100人
対象：数学とその応用に興味を持つ高校生、高校教員および一般
参加費：無料

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-5563

生命農学研究科
附属フィールド科学教育
研究センター
2017年度第2回農場講演会

場所：東郷フィールド(附属農場)農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～15：30
講演題目：「地球温暖化とコメ作り」
講演者：近藤始彦(生命農学研究科教授)
内容：高温障害をできるだけ軽減し一方で高CO2による収量増加効
果をできるだけ大きく発揮させるような地球温暖化にうまく適応した
イネ作りについて考える
対象：一般
参加費：無料

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

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

10月28日(土)、
11月11日(土)、
［博物館友の会会員向け］
11月25日(土)、
ボタニカルア－トサ－クル
12月9日(土)、
12月23日(土)
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10月30日(月)

野依博士と夜まで生サロンvol.1

場所：野依記念物質科学研究館
時間：16：00～19：30
講演題目：「失敗への恐怖に打ち勝つ」
講演者：野依良治(本学特別教授)
高等研究院
内容：野依特別教授と様々なトピックについて自由に討論した後さら
052-788-6153
に参加者同士で議論を深め、得られた意見を集約して一つの「結
論」を導きだす
対象：学生、教員
参加費：無料

[記念式典]
場所：ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
時間：10：30～11：30
来賓挨拶： 武川恵子氏(内閣府男女共同参画局長)(予定)、 水田珠
枝氏(東海ジェンダー研究所顧問)、他
10月31日(火)

GRL開館記念式典

[内覧会]
時間：11：30～11：50

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾘｻｰﾁ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
grl@adm.nagoya-u.ac.jp

[レセプションパーティ]
場所：アジア法交流館2階ホワイエ
時間：12：00～13：00
定員：なし
対象：学内役職者、GRL設立準備委員会メンバー、東海ジェンダー
研究所、他

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
講演者：アーロン・ベナボット氏(ニューヨーク州立大学教授)、サムシ
ディ・ディ氏(カンボジア教育・若者・スポーツ省教育局次長／カンボ
ジア教育研究評議会事務局長)
国際開発研究科
内容：IEDFは教育開発の分野で毎年開催しており今年は本学で開
教授 山田肖子
催する。早稲田大学、広島大学、大阪大学、神戸大学、国際キリス
052-789-4956
ト教大学、ソウル国立大学の6大学が参加予定
定員：80名
対象：学生、教員
参加費：4,000円(学生)、8,000円(教員)

11月3日(金)、
4日(土)

国際教育協力フォーラム
International Education
Development Forum

11月3日(金)、
4日(土)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：11：00～16：00
講演者：J. Huang氏(蘭州大学教授)、D. Jugder氏(モンゴル情報・気
アジアダスト・バイオエアロゾル・
象水文環境研究所主任研究員)、D. Althausen氏(ライプニッツ対流
環境レジームシフトに関する国際
圏研究所主任研究員)、T. Sternberg氏(オックスフォード大学研究
環境学研究科
ワークショップ(International
員)、E. Terradellas氏(スペイン気象庁・ 世界気象機関砂塵嵐警戒評 052-789-4257
Workshop on Asian Dust,
価システム主任)
Bioaerosols and Environmental
定員：100名
Regime Shift)
対象：一般
参加費：1,000円(学生)、3,000円(一般)

11月3日(金)

教育学部附属高等学校
第2回オープンキャンパス

11月4日(土)

場所：豊田講堂
時間：13：30～17：30
内容：本学に関する各種情報提供を行うことにより適切な学部・学科
平成30年度名古屋大学入試個別
教育推進部入試課
選択の一助となるよう、各学部・学科のブースにおいて教職員と受
相談会
052-789-5765
験生等との個別相談を行う
対象：本学への受験を考えている方、教育関係者
参加費：無料

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：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：教育方針･特色･学校生活等説明、体験授業、質疑応答、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

場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「遺跡出土資料から見た動物とのつきあい」
講演者：新美倫子(博物館准教授)
博物館事務室
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
052-789-5767
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
研究者が自然と人類の両側面から話す
対象：一般
参加費：無料
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11月6日(月)

11月6日(月)

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)
人間機械協奏技術コンソーシアム 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 未来社会創造機構
第3回公開シンポジウム
技術開発研究の成果報告
052-789-4409
参加費：無料

附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第41回

11月7日(火)～
1月20日(土)
第36回博物館企画展
(日・月曜日およ
「計る 測る 量る－明治～平成の
び12月29日～1
アナログ計測・観測・計算機器」
月3日、1月13日
休館)

11月9日(木)

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：「郷土資料、郷土人資料のおもしろさについて－思いもよ
らぬ発見が続々－」
講演者：戸田豊志氏(半田市立図書館認定司書)
附属図書館情報サービス課
内容：一般には田舎くさく、かたくるしい印象がある郷土資料、郷土
052-789-3684
人資料は関わってみるとなかなか面白いことが見つかる。日々の仕
事のなかで経験し考えてきたことをさまざまなエピソードを交えて紹
介する
対象：一般
参加費：無料

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

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
第30回経済学研究科附属国際経
時間：9：30～17：00
済政策センター・キタン会国際学
定員：100名
術シンポジウム「新たなグローバ
対象：一般
ル化を迎えて」
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

キタン会事務局
052-783-8900

場所：博物館(11/11)、南知多の海岸(知多郡南知多町)(11/12)
時間：13：30～16：00(11/11)、9：00～16：00(予定)(11/12)
第55回地球教室－フィールドセミ
11月11日(土)、
内容：深海でできる地層の特徴や化石の観察方法を学び実践する
ナー－「博物館の収蔵庫と野外で
12日(日)
定員：30名
深海の地層と化石を調べよう！」
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月11日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
12月9日(土)
写真サークル

博物館事務室
052-789-5767

11月11日(土)

11月11日(土)

あいち・なごや強靱化共創セン
ター設立記念防災人材交流シン
ポジウム「つなぎ舎(や)」

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

場所：減災館、豊田講堂
時間：10：30～12：00(分科会、減災館開放)、12：00～16：00(パネル
展示、他)
内容：中部の防災・減災の担い手たちによる分科会、パネル展示、 減災連携研究センター
パネルディスカッション、防災・減災クイズ、他
052-789-3468
定員：1,200名
対象：中部の防災・減災の担い手、一般
参加費：無料

場所：環境総合館1階レクチャーホール
環境学研究科地球環境科学専攻 時間：13：00～16：00
大学院説明会
内容：全体説明会、パネルによる研究内容の紹介、研究室見学
参加費：無料

環境学研究科
教授 日高 洋
052-789-3829

場所：環境総合館3階講義室2
時間：10：00～12：00
講演題目：「放射線を知ろう！見よう！」
サイエンスカフェ「名古屋大学の地
講演者：山本鋼志(環境学研究科教授)
球環境科学」
内容：講演・実験、講師らと歓談
定員：50名
対象：小学生以上、一般

環境学研究科
准教授 城野信一
052-789-3556
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11月13日(月)

第78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：「地震予測研究のこれまでとこれから」
講演者：山岡耕春(環境学研究科附属地震火山研究センター教授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

11月13日(月)

第6回「名古屋大学石田賞」授賞
式

場所：本部棟1号館5階第2会議室
時間：17：00～17：30
内容：第6回「名古屋大学石田賞」を若手研究者に授与する

減災連携研究センター
052-789-3468

研究協力部研究支援課
052-789-2039

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
博士課程教育リーディングプログ
講演題目：「インド太平洋時代におけるリーダーシップスキル」
11月14日(火)、 ラム「PhDプロフェッショナル登龍
講演者：リチャード・コート氏(駐日オーストラリア大使)
12月1日(金)
門」第14回、第15回グローバル人
材のための国際情勢講座
[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15日(水)

場所：ナショナル・イノベーションコンプレックス2階小会議室
時間：12：00～13：00
大学院生のためのキャリアガイダ 定員：20名
ンス
対象：博士後期課程への進学を考えている博士前期課程の学生、
博士後期課程・ポスドクでこれからの進路に悩んでいる人
参加費：無料

11月18日(土)

場所：医学部附属病院中央診療棟A3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「フレイル(虚弱)を防ごう」
講演者：大西丈二(医学部附属病院講師)
講演内容：「誤嚥性肺炎予防のために今日から始めること」
平成29年度鶴舞公開講座「老い
講演者：原 大介(医学部附属病院言語聴覚士)
医学部・医学系研究科総務課
は怖くない！－薬に頼らない健康
講演内容：「ロコモと健康生活－転倒防止のためのサルコペニア予 052-744-2228
づくり－」
防－」
講演者：杉浦英志(医学系研究科教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

11月18日(土)

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
講演題目：「ポピュリズムと憲法－トランプ時代を先取るハンガリー
憲法の世界－」
講演者：佐藤史人(法学研究科教授)
2017年度経済学研究科オープン
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
カレッジ「自由奔放！サイエンス－
るだけわかりやすく伝える
知識・博学への挑戦」
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

経済学研究科
エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

［今後の開催予定］
12月2日、1月20日、2月3日、2月17日、3月10日

11月18日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
12月16日(土) 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
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11月20日(月)

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：10：50～17：00
講演題目：「コミュニケーション社会における『コミュ障』」
総合保健体育科学センター
講演者：樫村愛子氏(愛知大学教授)
総合保健体育科学センター
こころの絆創膏セミナー2017
内容：各教育機関での学生を対象としたメンタルヘルス対策向上の 准教授 古橋忠晃
「現代における多様化する学生へ
ために講演、パネルディスカッション、意見交換を行う
052-789-5778
の支援－情報意見交換会」
定員：80名
対象：愛知県内の教育機関の学生支援従事者
参加費：無料(懇親会は2,000円)

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：13：00～17：50(11/21)、9：00～12：55(11/22)
第21回VBLシンポジウム「見る、観
11月21日(火)、
内容：「みる」技術に関する最先端の研究内容の講演を通じ基礎か ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
る、診る技術の最先端 分子からヒ
22日(水)
ら幅広い応用分野について、学び、考え、議論する機会とする
052-789-5447
トまで」
対象：一般
参加費：無料(懇親会は3,000円)

博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
案内：西田佐知子(博物館准教授)、野崎ますみ(博物館研究員)
博物館事務室
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然 052-789-5767
を見る(雨天決行)
参加費：無料

第135回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「防災・復興とダークツーリズム」
講演者：井出 明氏(追手門学院大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

11月26日(日)

第12回名大病院市民公開講座

場所：豊田講堂
時間：13：00～15：15
講演題目：「発達障害のある人のために医療でできること－子ども
から成人まで」
講演者：岡田 俊(医学部附属病院准教授)
講演題目：「こころの病気や薬の効き目に、遺伝や遺伝子はどの様
医学部附属病院
に関わるのか」
先端医療・臨床研究支援センター
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
052-744-1956
講演題目：「ご存じですか？治験って・・・－より安心して治験にご協
力して頂くために－」
講演者：加藤勝義(医学部附属病院先端医療・臨床研究支援セン
ター講師)
定員：500名
参加費：無料

11月29日(水)

場所：全学教育棟北棟3階メディア演習室(301室)
情報学研究科社会情報学専攻グ
時間：16：00～17：30
情報学研究科社会情報学専攻
ローバルメディア論講座入試説明
内容：グローバルメディア論講座の紹介、2017年度入試についての ihara@i.nagoya-u.ac.jp
会
確認、質疑応答、他

11月30日(木)

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：13：15～16：00
講演題目：「ジェンダー問題に関する日本学術会議の取り組み」
講演者：三成美保氏(奈良女子大学副学長)
講演題目：「フィールド研究におけるジェンダー」
講演者：竹中千里(生命農学研究科教授)
日本学術会議中部地区会議学術 講演題目：「ジェンダーと政治、家族を考える」
研究協力部研究支援課
講演会「ジェンダーと名古屋大学」 講演者：武田宏子(法政国際教育協力研究センター教授)
052-789-2039
内容：開会挨拶(日本学術会議会長または副会長、松尾総長)、主催
者挨拶(戸田山和久情報学研究科教授)、科学者との懇談会活動報
告(松田正久中部地区科学者懇談会幹事長)、学術講演、閉会挨拶
(和田 肇法学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

11月22日(水)

11月24日(金)

減災連携研究センター
052-789-3468
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11月30日(木)

国際経済政策研究センター・キタ
ン会第26回名古屋ビジネスセミ
ナー

場所：日本経済新聞社名古屋支社3階日経栄カンファレンスルーム
(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
経済学研究科
講演題目：「見たくないことも直視し企業の南海トラフ地震対策を！」
附属国際経済政策研究センター
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター教授)
052-789-4926
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

11月30日(木)

永年勤続者表彰式

場所：豊田講堂3階第1会議室
時間：10：00～11：00

12月1日(金)

時間：13：00～16：30
講演題目：「エネルギーリソースアグリゲーションの展望(仮題)」
講演者：林 泰弘氏(早稲田大学教授)
講演題目：「太陽光発電の発電予測に関する最近動向」
講演者：大関 崇氏(産業技術総合研究所太陽光発電研究センター)
未来材料・システム研究所第8回 講演題目：「(未定)」
未来材料・システム研究所
エネルギーシステムシンポジウム 講演者：稲垣征司氏(株式会社日立製作所チーフプロジェクトマネー
寄附研究部門教員 舟橋俊久
「需要家サイドにおけるエネル
ジャ)
052-789-2098
ギーリソースへの期待」
講演題目：「豊田市バーチャルパワープラントプロジェクトについて」
講演者：植地修也氏(中部電力株式会社エネルギー応用研究所所
長)
定員：100名
対象：学生、研究者、一般
参加費：無料

12月2日(土)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：30(予定)
講演題目：「ちきゅう深部を掘ってみよう！」
講演者：阿部なつ江氏(海洋研究開発機構主任技術研究員)
講演題目：「地球のCT－地震波で観る地下3000km－」
講演者：大林政行氏(海洋研究開発機構主任研究員)
講演題目：「宇宙から海洋プランクトンを観る」
宇宙地球環境研究所公開講演会
研究所事務部総務課
講演者：石坂丞二(宇宙地球環境研究所教授)
「地球を観る」
052-747-6303
講演題目：「月を観たら地球が観える」
講演者：諸田智克(環境学研究科講師)
内容：海洋底深部掘削、地震波トモグラフィー、リモートセンシングと
海、そして月周回衛星「かぐや」をキーワードにして講演する
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

総務部職員課
052-789-5980

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

大学教務実践研究会第5回大会

場所：全学教育棟
時間：10：00～15：00
内容：スタッフ・ディベロップメント(SD)の義務化を踏まえ実践的な知 高等教育システム開発部門
識を共有する
助教 齋藤芳子
定員：200名
052-789-5384
対象：大学関係者、一般
参加費：1,000円(本学構成員は無料)

12月9日(土)

博物館コンサート NUMCo
「フラメンココンサート」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「タンゴ」、「ブレリア」、他
出演：Jorge Millaqueo氏(Cante(唄))、山岸卓斗氏(Toque(ギター))、
稲吉直子氏、 田中あや氏、 西川正恵氏、小嶋奈見子氏(Baile(踊
り))
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

12月15日(金)

場所：博物館3階講義室
博物館公開シンポジウム「最新研 時間：13：00～16：00
究で蘇る古生物・古人類の暮らし」 対象：一般
参加費：無料

12月5日(火)

12月9日(土)

全学同窓会事務局
052-783-1920

博物館事務室
052-789-5767

博物館事務室
052-789-5767
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博物館特別講演会

12月16日(土)

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～14：00
講演題目：「腎臓の働きと形」
講演者：松尾清一(本学総長)
内容：腎臓の研究者で医師でもある松尾総長がわかりやすく腎臓の
解説をする
定員：60名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：無料
博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館2階実験室、展示室
時間：13：00～16：00
ミクロの探検隊Ⓡ
内容：生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用しじん臓や機関などの
「ほにゅう類の組織を電子顕微鏡 組織を観察して形と働きの関係を学ぶ
で見よう」
定員：22名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

12月22日(金)、
12月25日(月)、 教育学部附属中学校願書受付
12月26日(火)

3月22日(木)

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：00～12：00、13：00～16：00(12/22、12/25)、9：00～12：
00(12/26)
対象：受検希望者

教育学部附属中学校
副校長 佐藤俊樹
052-789-2680

場所：IB電子情報館北棟10階工学研究科創造工学センター
時間：10：00～16：00(予定)
テーマ：「ガラス工作1日体験」
工学研究科創造工学センター平 内容：ガラスの性質について講義・実験で学ぶとともに、実際に受講
工学研究科創造工学センター
成28度第2期高大連携・ものづくり 者
052-789-4553
公開講座(第16回)
がガラス工作を行うことでガラスに慣れ親しんでもらう
定員：12名
対象：高校生
参加費：300円(傷害保険料)＋部品代(予定)
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2017 International Woodism-city Conference & Festival

WOODISM

2017

Email: woodismnagoya@gmail.com

1
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2
6 24
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3
9 9
Wood Science
4 5
10 28 29
Going to Woodism
2017 International Woodism-city Conference (IWCC)
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10 30
Woodism technical tour
2017 International Woodism-city Conference (IWCC)
12 2

CNU

Woodism-city in Future

Prof.M.S.Kim

KAIST

Prof.S.G.Kang

!

EPO

Email: woodismnagoya@gmail.com
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名称：

国際教育協力フォーラム/ International Education Development Forum

開催場所： 大学院国際開発研究科 8 階 多目的オーディトリウム
/ Nagoya University GSID 8F Auditorium
開催日時： 2017 年 11 月 3 日（金）～4 日（土）/ 3rd ~4th November, 2017
内容：
IEDF is a yearly event in a field of education development. We have member
universities both in Japan and overseas, and each member university takes turn
hosting the event. This year, Nagoya University will be the host organization and we
have 6 member universities registered for the forum: Waseda University, Hiroshima
University, Osaka University, Kobe University, International Christian University and
Seoul National University (South Korea). The forum is divided into two sessions:
1） Professor’s session
We usually raise a theme and invite some international scholars to have a
comparative discussion on the theme. For this year, the tentative theme of the
session is “Equity of Education”.
2） Student’s session
We have 46 students from 7 universities who have registered for the forum (as of
05 Sep). In the forum, they will give a presentation about their research. The topic
is not fixed, so students can present any research interest related to the education
development.
講演者/ Lecturers （仮 / Tentative）
1) アーロン・ベナボット/ Prof. Aaron Benavot
-

アメリカ ニューヨーク州立大学、教授/ Professor of State University of New York、
前グローバルエデュケーションモニタリングレポートチーム、ディレクター/ Former
Director of Global Education Monitoring Report1

2) サムシディ・ディ/ Dr. Samsideth Dy
-

カンボジア教育・若者・スポ－ツ省、教育局次長/ Deputy Director-General for
Education, the Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia, カンボジア教
育研究評議会 事務局長/ Head of Education Research Council Secretariat

担当者の連絡先 / Contact：
山田肖子/ Shoko Yamada（教授/Professor）syamada@gsid.nagoya-u.ac.jp 内線番号 4956
李 雪 梅 / Xuemei （ 博 士 後 期 課 程 /Doctoral Student ） lixuemei1225@gmail.com 携 帯
080-3682-0368
The Global Education Monitoring Report (the GEM Report, formerly known as the
Education for All Global Monitoring Report) is an editorially independent, authoritative and
evidence-based annual report published by UNESCO.

1
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International Education Development Forum
- Special Symposium -

Equity in Education in Global Context
Date: Nov. 3, 2017, 17:15 – 19:00
Venue: Auditorium, 8 th floor, Graduate School of
International Development,
Nagoya University

After decades of concerted effort by the international community, now the
majority of school-aged children have a chance to participate in primary and
secondary education. However, there still remains the challenges to enable
satisfactory learning outcomes. The panelists are going to discuss the means to
achieve such learning processes and outcomes for all learners regardless of
their geography, gender, socio-economic background, disability status and so
on.

Panelists and Presentations:

Moderator: Shoko Yamada

Dr. Aaron Benavot
Professor, School of Education, State University of New York at Albany;
former director of the Global Education Monitoring Report

“Will a global learning metric improve equity in Education?”

Dr. Samsideth Dy
Deputy Director-General for Education and Head of the Secretariat of the
Education Research Council, Ministry of Education, Youth and Sports,
Cambodia
“Placing Equity in Education at the Center of Teacher Education Reform
in Cambodia”

Dr. Jialing Han
Professor of Sociology Institute, Beijing Academy of Social Sciences, China
“Education of Migrant Children in China”

Hosted by: International Graduate School of International Development, Nagoya University / International
Education Development Forum / International Relations Committee /Japan Comparative Education Society /
Applied Social System Institute of Asia
For inquiry, please contact syamada@gsid.nagoya-u.ac.jp
66

平成30年度名古屋大学入試個別相談会
日
会

時：平成29年11月 4日（土）13:30～17:30
場：豊田講堂シンポジオン、アトリウム及びホワイエ

対

象：受験生（志願予定者も含む）及びその保護者
進路指導担当教員の方々も参加いただけます。

当日の予定
13:00（入場開始）
［個別相談会：アトリウム、ホワイエ等］
13:30 入試個別相談開始
17:30 入試個別相談終了
［講演：シンポジオン］
14:00 入試・学生生活
14:30 情報学部
15:00 入試・学生生活
15:30 理学部
16:00 入試・学生生活

会場へは公共交通機関でお越し
ください。
地下鉄名城線名古屋大学駅下車
2番出口より徒歩すぐです。

・学部・学科別にブース対応いたします。
・各学部の教職員が質問にお答えします。
・全学部に共通する質問にもお答えします。 名古屋大学入試課 電話052-789-5765
・並行して講演も準備しております。
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名古屋大学附属図書館
友の会 トークサロン

郷土資料、郷土人資料の
おもしろさについて
－ 思いもよらぬ発見が続々－
かたり:

戸田 豊志 氏
（半田市立図書館）

郷土資料、郷土人資料は、一般には田舎くさく、かたくるしい印象
がある。しかし、関わってみると、なかなか面白いことが見つかる。
地方の町の小さな歴史が、全国どころか世界ともつながっていたり
もする。日々の仕事のなかで経験し、考えてきたことを、さまざまな
エピソードを交えて話します。

２０１7年１1月６日（月） 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
名古屋大学附属図書館友の会
TEL
052-789-3684
E-Mail tomo@nul.nagoya-u.ac.jp
URL
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/tomo/

参加無料
申込不要
会員以外の方
も歓迎します

（後援）
名古屋大学附属図書館，
同研究開発室
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名古屋大学博物館 第36回企画展
Nagoya University Museum, The 36th Special Display

明治〜平成のアナログ計測・観測・計算機器
2017年

11/7

火

2018年

〜 1/

20

土

開館／10：00〜16：00（入館は15：30まで）
入館
休館／日曜日、月曜日
無料
12/29〜1/3、1/13
会場／名古屋大学博物館

関連イベント
◆ ギャラリートーク
11月14日（火） 13：00〜14：00 博物館友の会対象
◆ 博物館コンサートNUMCo

「フラメンココンサート」

12月 9日（土） 14：00〜15：00
◆ 博物館公開シンポジウム

「最新研究で蘇る古生物・古人類の暮らし」
12月15日（金） 13：00〜16：00

問い合わせ先

名古屋大学博物館
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL：052-789-5767 FAX：052-789-5896
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

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

69

第 30 回国際経済政策研究センター ・ キタン国際学術シンポジウム

新たなグローバル化を迎えて
Toward a New Globalization

2017 年 11月 9 日 （木）
9 : 30～17 : 00 （9 : 00 開場）
名古屋大学
アジア法交流館２階
ACフォーラム
主 催

共 催

後 援

定 員

言 語

名古屋大学大学院経済学研究科附属

国際経済政策研究センター
一般社団法人キタン会

日本貿易振興機構･アジア経済研究所
清華大学国情研究院
国際低炭素経済研究所
世界銀行・貧困と不平等研究部
炭素排出権取引湖北省協同創新センター
中国経済経営学会
中国社会科学院･人口労働経済研究所

100 名（参加無料）
英語、日本語（同時通訳付き）

第一部
司会者：薛進軍

( 名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター教授 )

9：30 〜 10：00

開会の挨拶

名古屋大学総長 松尾清一
キタン会会長 鈴木武
名古屋大学大学院経済学研究科長
10：00 〜 12：00

野口晃弘

基調講演

1.「新グローバル化の道を広げる 一帯一路 」
胡鞍鋼（清華大学国情研究院長）
2.「トランプ政権の下の米中貿易関係」
趙忠秀（対外経済貿易大学副学長、中国商務部経貿政策諮詢委員会委員）
3.「グローバル化の雇用・所得分配に対する影響」
猪俣哲史（日本貿易振興機構アジア経済研究所上席主任調査研究員）

12：00 〜 13：30

ランチタイム

第二部
司会：萬行英二

（名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター教授）

13：30 〜 16：55

基調講演

4.「中国における労働賃金の上昇と国際競争力」
都陽（中国社会科学院人口労働経済研究所教授）
5.「中国におけるタスク・スキルへの需要の変化：
グローバル化、技術及び構造変化の役割」
Albert PARK（香港科技大学教授）
6.「グローバリゼーションにおける貧困と格差問題」
Shaohua CHEN（世界銀行主席統計学者）
7.「気候変動・環境問題とグローバリゼーション」
薛進軍（名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター教授）
劉竹（イースト・アングリア大学講師、ハーバード大学科学と国際問題センター特別研究員）
16：55 〜 17：00

閉会の挨拶

山田基成（名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター長）

( 注 ) 講師及びタイトルは、変更になることがあります。
変更については、決定次第、ホームページ等でお知らせします。

◎お申込み・お問合せ

名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL

052-789-4945 FAX 052-789-4942

ＨＰ http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/erc/

メール
アドレス

erc-info@soec.nagoya-u.ac.jp
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第 30回 国際経済政策研究センター・キタン国際学術シンポジウム

参加をご希望の方は、名古屋大学国際経済政策研究センターのホームページ
(http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/erc/) からか、住所、氏名 ( フリガナ )、
電話番号及び勤務先 ( または職業 ) を記載し、ハガキまたは FAX でお申し込み下さい。
皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込み及びお問い合わせ先

名古屋 大 学 国 際 経 済 政 策 研 究センター 国 際シンポジウム係
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL (052)789-4945（8:30-17:00 土日祝日を除く）
FAX (052)789-4942
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/erc/

M
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Since 2005

第55回

フィールドセミナー

地球教室

博物館の収蔵庫と野外で

深海の

地層と化石を

調べよう！
11/11・12
2 日セット ( 日帰り )

深海でできる地層の特徴や化石の観察
方法を学び、実践していただきます。
１日目は博物館の収蔵庫にある秘蔵
標本を見学、２日目は知多半島に出かけ
て野外観察を行います。
定員 : 30 名
対象 : 小学 3 年生以上および一般
※小学生は保護者同伴

参加費 : 無料
申込方法 : 往復はがきに
①イベント名（第55回地球教室）②郵便番号・住所・
電話番号・Eメールアドレス ③参加者の氏名（ふりがな）
・性別・年齢（学年） ④この企画を知った方法
⑤名古屋大学博物館友の会の方はその旨
を記入して、返信側に返信用の宛名を書いて、右の宛先
までお申し込みください。
※「消せるペン」での記入はお控えください。

申込締切 : 平成 29年

1 0 月 3 0 日 ( 月 ) 必着

※応募多数の場合は抽選となります。ご了承下さい。

とき : 11月 11日 ( 土 )・11月 12日 ( 日 )
※ 11/11は 13:30 〜 16:00、11/12は 9:00 〜 16:00（予定）
2 日セットなので 1 日だけの参加はできません。

ところ : 11/11 名古屋大学博物館
11/12 南知多の海岸
※ 両日とも、集合・解散場所は名古屋大学博物館です。

お申込み・問い合わせ先
464-8601

名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館
Tel: 052-789-5767 Fax: 052-789-5896
E-mail: earth@num.nagoya-u.ac.jp
http://www.num.nagoya-u.ac.jp/

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
名古屋大学地域貢献特別支援事業
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環境学研究科

地球環境科学専攻

大学院説明会
環境総合館

【日時】 2017年11月11日 13:00 〜

ここが
会場よ。

（受付 12:30 〜 13:00）

【会場】 名古屋大学 東山キャンパス内
（名古屋市千種区不老町）
環境総合館１階 ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ
事前の参加申し込み
はいりません。

参加費
無料です。

アクセス
ス

地下鉄名城線「名古屋大学駅」
2番出口より徒歩3分

問合せ先

日高 洋 Tel 052-789-3829

hidaka@eps.nagoya-u.ac.jp

第１部 全体説明会（１３：００～１４：００）
・専攻長挨拶
・専攻紹介：地球惑星科学系・大気水圏科学系
・入試についての説明
・教務についての説明
・奨学金情報

第２部 パネルによる研究内容の紹介（１４：００～１５：００）
※ 大学院説明会終了後、研究室の見学を行います。
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あいち・なごや強靱化共創センター設立記念 防災人材交流シンポジウム
もしもの時のチカラは、絆の強さ
世代・地域・企業間の防災・減災の担い手を「つなぐ」

日

時

平成29年11月11日(土)

13:00〜16:00
（12:30受付開始）

場

所

名古屋大学豊田講堂

参 加 費 無料
定

（事前申込制・先着順）
員 1,200名

主

催 防災人材交流セミナー実行委員会

(名古屋大学/愛知県/名古屋市/認定特定非営利活動法人レスキュース
トックヤード/あいち防災リーダー会/特定非営利活 動 法 人 あ い ち 防
災リーダー育成支援ネット/なごや防災ボラネット/特定非営利活動
法人耐震化アドバイザー協議会)

パネルディスカッション
聴講のみなさまには
災害時に役立つグッズを
プレゼント !!

あいち・なごや強靱化共創センター

共

催 一般社団法人日本損害保険協会中部支部

中日新聞社
一般社団法人国立大学協会

内

容

第〜1 部
『被災地に思いを馳せる若者』と
『これから災害を体験するであろう若者』
とのパネルディスカッション
●阪神・淡路大震災の経験から兵庫県立舞子高校環境
防災科に進学し、現在は防災NPOに勤務する若者

●新潟県中越地震で弟を亡くし、張り裂けそうな想いと
葛藤した当時中学生だった若者

●東日本大震災で壊滅的な被害を受けた故郷を憂い、
東京からUターンして復興に尽力する若者

●熊本地震で自身が通う東海大学の仲間が犠牲となり、
変わり果てた南阿蘇村への支援活動に奔走する若者

被災地に思いを馳せる4名の若者の話を聞き
ます。また、
これから災害を体験するであろう
若者が午前中に行った分科会の成果を発表し
ます。この地域の防災・減災のベテラン陣や福
和センター長によるアドバイスと、若者を代表
するゲストもまじえてパネルディスカッション
を行います。

第 2 部
来場者全員参加のクイズ大会！
防災・減災のことを楽しく学んで帰りましょう！
優秀者の方には賞品として被災地の物産など
をプレゼントします。

お問い合わせ先

出演者紹介

ゲ スト

あいち・なごや強靱化共創センター長
名古屋大学減災連携研究センター長・教授

福和 伸夫

建築耐震工学や地震工学に
関 する教 育・研 究 の かたわ
ら、地域の防災・減災の実践
に携わる。各 地 の 地 震 被 害
予測や防災・減災施策づくり
に協 力しつつ 、振 動 実 験 教
材『ぶるる』の開発や各地で
出前講座を行い、災害被害
軽減のための国民運動づく
りに勤しむ。平成29年6月に設立されたあい
ち・なごや強靱化共創センターのセンター長
も務める。

本田 剛文
BOYS AN D M EN

認定 特 定 非 営 利 活 動 法 人
レスキューストックヤード代 表 理 事

栗田 暢之

阪神・淡路大震災を契機に、
現在まで45箇所を超える災
害現場で支援活動を展開。
また、そ の 現 場での 学びを
生かし、地 域 防 災 力 向 上や
災害ボランティア育成等に
尽力している。2000年東海
豪雨水害時は
「愛知･名古屋
水害ボランティア本部」
の本
部長を務めた。全国災害ボランティア支援団
体ネットワーク
（JVOAD）代表理事、愛知県
被災者支援センター長等も務める。

高橋 萌
OS☆ U
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あいち・なごや強靱化共創センター 052
（747）
6979／平日10:00-12:00、13:00-16:00

近

い 将 来 の 発 生 が 危 惧 さ れ て い る 南 海 ト ラ フ 地 震 。私 た ち は 学 び 、そ し て
備 え て き ま し た 。そ ん な 防 災・減 災 の 担 い 手 た ちが、この中部エリアには

たくさんいます。しかし、想定外の大災害に立ち向かうには産・官・学・民の連

携 を 始 め 、世 代 、地 域 、組 織 を 超 え て 、人 と 人 と の 顔の見えるネットワークをさ
らに拡大・強化する必要があります。

本シンポジウムは普段から遠慮なく想いを伝え合い、協力し合える 絆の強化
を図り、災害時にその力を最大限に発揮できるしなやかで強い地域づくり・人づ

くりをめざして開催するものです。

10:30〜12:00 減災館

「減災館」開放

自家発電・太陽光発電装置などを備えた免震建物で、模型・展示物や防災・減災に関する最先端の研究を紹介す
るとともに建築耐震技術の開発と実験の場となる
「減災館」
を一般開放します。
《特別展示》
● 名古屋大学減災連携研究センター監修、
中日新聞社作成の防災パネルの展示
● 中日新聞特集紙面(毎月連載)の
「備える」
「備える3.11から」
を全て収めた、
「備えるホルダー」
の展示

12:00〜16:00 豊田講堂アトリウム

防災・減災を学ぶ作品展示
● 一般社団法人日本損害保険協会主催
「ぼうさい探検隊マップコンクール」
の作品展示
● ＮＩ
Ｅ(Newspaper In Education)の新聞切り抜きコンクールの作品展示
● 防災教育チャレンジプランの活動紹介

● 優れた防災教育の取り組みを顕彰する
「ぼうさい甲子園」
のオリジナル新聞紹介
● 中日新聞販売店ブース

アクセス

〒464-8601 名古屋市千種区不老町

至本山

減災館

線

城

名

鉄

下

地

産学官が戦略的に推進するため、
平成29年６月に設立。

出入口①

徒歩5分
②出入口

豊田講堂

の社会・経済活動が維持されるための研究開発や事業を、

バス停●

●バス停
学駅

災害発生時においても、
愛知・名古屋を中核とした中部圏

屋大

愛知県、名古屋市、名古屋大学が、産業界と共に、大規模

郵便局
名古

【あいち・なごや強靱化共創センター】

本申込書はあいち・なごや強靱化共創センターのホームページから入手できます
■防災人材交流シンポジウム「つなぎ舎」参加申込書 （URL
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/kyoso）

ＦＡＸ： 052-789-2975

/ Ｅメール： kyoso@gensai.nagoya-u.ac.jp

団体名

◀該当なしの場合は記入不要

代表者氏名

年齢

歳

代表者居住の市町村
電話番号

FAX番号

メー ル
今後の防災イベント等のご案内

希望する・希望しない

同行者人数
（代表者以外）

名
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※参加申込みに関する個人情報は、本事業以外の目的には使用しません。 なお、参加決定通知は行いません。定員を超過した場合はご参加いただけない方へご連絡します。

GEN SCIENCE CAFE
げんさいカフェ
【第 78 回】

地震予測研究の
これまでとこれから
Guest
地震学者

山岡 耕春

さん

名古屋大学大学院環境学研究科
地震火山研究センター教授
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。
気象庁は 11 月から東海地震予知に関する情報の発表を取りやめ、新たに「南海トラ
フ地震に関連する情報（臨時）」を発表することにしました。
この変更の意味は？地震の予測に関する研究の現状は？専門家に聞いてみましょう。

2017. 11. 13（月） 18:00 〜 19:30
名古屋大学減災館減災ギャラリー
名古屋大学減災館
館減災ギャラリー

Facilitator

隈本 邦彦

江戸川大学教授／

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

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

主催：名古屋大学減災連携研究センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
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tel:（052)789-3468
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こころの絆創膏セミナー 2017
「現代における多様化する学生への支援 ― 情報意見交換会」
司会 古橋 忠晃

（名古屋大学総合保健体育科学センター 准教授）
プログラム

11/20

月

会場：
名古屋大学
国際開発研究科棟８階
多目的オーディトリアム

10:30-

受付

10:50-11:00

学生相談総合センター 松本真理子 センター長 挨拶

11:00-12:00

講演
「コミュニケーション社会における「コミュ障」」
愛知大学文学部人文社会学科 樫村愛子 教授

12:00-13:00

＜昼食＞

13:00-13:30

質疑応答

13:30-15:00

パネリスト発表
(1)名古屋大学 総合保健体育科学センター 横山慶子 講師

主催 名古屋大学総合保健体育科学センター
共催 名古屋大学学生相談総合センター・名古屋市

テーマ：身体運動を題材とした「ひきこもり」学生の支援
(2)名古屋市立大学 事務局学生課学生支援係 森本早織 主事
テーマ：名古屋市立大学における健康支援について
～支援体制や今後の課題～
(3)南山大学 保健センター 岡田暁宜 教授
テーマ：南山大学における学生支援について
－保健センターの立場から－

【申込締切】 2017年11月6日（月） 先着80名まで
【参加申込・お問合せ】
氏名・所属（職名）・ＴＥＬ・メールアドレス・情報意見交換会で参加
したいテーマ番号（第１・第２希望）・懇親会参加の有無をご記入の
上、メールにてお申し込みください。なお、パネルディスカッション以降の参
加は教職員のみを対象とさせて頂きます。
E-mail; seminar2017@gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp
TEL.
052-789-5778
【参加費】
セミナー ：無料
懇親会 ：2,000円（当日セミナー会場にてお支払い願います。）

15:00-15:10

＜休憩＞

15:10-15:40

パネルディスカッション

15:40-15:50

＜休憩＞

15:50-16:50

情報意見交換会
＊パネリストのテーマごとにグループに分かれ情報意見交換を行って頂きます。

16:50-17:00

名古屋市からの情報提供

17:30-

懇親会

（ES館1階 Chez Jiroud）

＊＊＊本セミナーは、名古屋市が行っている自殺防止対策事業の一環として行われております＊＊＊
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名

古

屋

大

学

博

物

館

野外観察園見学会
季節の花をみながら自然を学びます
ミクロの自然を見るイベントもあります

2017 年

月
協力：
日立ハイテクノロジーズ

日（水）・

月

日（水）

いずれも 13 時～14 時：観察園見学
14 時～15 時：電子顕微鏡観察

事前の申込は必要ありません＊電子顕微鏡観察は抽選２０名まで＊
集合時間： 13 時
集合場所： 名古屋大学博物館野外観察園（現地集合）
参加費： 無料
持ち物： 天候により日よけの帽子・雨具など
服装など： 汚れてもいい服・歩きやすい靴
その他： 雨天でも行います
問合せ先：名古屋大学博物館事務室 Tel. 052-789-5767

北

名古屋大学駅
①出口

中央図書館

名大前

博物館
ファミリーマート

体育館

南部生協

山
手
通

至 八事

野外観察園
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第 135 回名古屋大学防災アカデミー
予約不要
入場無料

追手門学院大学経営学部教授

「

井出 明

」

防災・復興と
ダークツーリズム
11/24

( ⾦ ) 2017

18︓00 -19︓30

名古屋⼤学減災館 1 階減災ホール

戦争や災害をはじめとする人類の悲劇の記憶を旅で辿る「ダークツーリズム」は、
イギリスでその概念が提唱されてから２０年ほど経過し、今や世界中に拡大しつつ
ある。この講座では、ダークツーリズムの考え方を紹介するとともに、災害におけ
る悲劇の記憶の承継のあり方をともに考える。

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

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

第12 回

市民 公開 講座
院
病
大
名
プログラム

発達障害のある人のために医療でできること

− 子どもから成人まで

岡田 俊

名古屋大学医学部附属病院
親と子どもの心療科 准教授

こころの病気や薬の効き目に、
遺伝や遺伝子はどの様に関わるのか
尾崎 紀夫

名古屋大学医学部附属病院
精神医学・親と子どもの心療学分野 教授、遺伝カウンセラー室室長

ご存知ですか？ 治験って…

〜より安心して治験にご協力して頂くために〜

加藤 勝義

名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター 講師

2017 年

日時

11 月 26 日（日）
13：00 〜15：15（開場 12：00）

会場

名古屋大学 豊田講堂

定員

500 名（要事前申込・先着順）

地下鉄：名城線「名古屋大学」駅 2 番出口より徒歩 3 分

参加 無料

３

２
「名古屋大学」駅
2番出口

豊田講堂

1

総合案内

博物館

申し 込 み 方 法

ホームページ

ハガキ・FAX

申し込 みフォーム

①講座名、②郵便番号、
③住所、④氏名、⑤電話番号、
⑥参加人数をご記入ください。
〈送付先〉〒466 - 8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65

から、お申し込 み
ください。

名大病院 先端医療・臨床研究支援センター

www.nu-camcr.org/cms/shimin

FAX：052 -744 -1303

受付締切：11 月 17 日（金） ※ 定員に達し次第、締め切ります。
お問い合わせ
TEL : 052 -744 -1956 FAX : 052 -744 -1303
Mail : koukaikouza@med.nagoya-u.ac.jp

（担当 : 浅井、伊藤）
主催：名古屋大学医学部附属病院

後援：中日新聞社、中部先端医療開発円環コンソーシアム
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Global Media
and
Communication
Unit,
Graduate
School of
Informatics,
Nagoya
University

名古屋大学大学院情報学研究科社会情報学専攻

グローバルメディア論講座
入 試 説 明 会
◆ グローバルメディア論講座では、政治学、社会学、歴史学や学際的アプローチ
によるメディア・コミュニケーション研究を行います。
◆ 研究者養成とともに、国際社会や地域社会のメディアで活躍できる人材を養成
します。
日時：2017年11月29日（水） 午後4時00分〜５時30分
会場：名古屋大学東山キャンパス全学教育棟（北棟）301教室
内容：グローバルメディア論講座の紹介
2017年度入試についての確認
質疑応答など
申し込み：必要。ihara@i.nagoya-u.ac.jpまで事前にご連絡くださ
い。
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大学院説明会
2017

第2回

オープンキャンパス

募集!!
を
生
学
入
月
平成30年4

11
時間

29

水

プログラム

6 ～7 30

午後

時

時

分

名古屋大学
個別
相談会

●入学試験の説明

文学部本館

文学部本館、
文系共同館の各教室

（

教員および在学生との質疑応答
留学生相談コーナー

）

Access

地下鉄名城線・名古屋大学駅
「1番出口」から徒歩2分

名古屋大学大学院人文学研究科

勇気ある知識人を
育てる

NAGOYA UNIVERSITY

文学部本館、
文系共同館

●個別相談会

237講義室

名古屋大学

●挨拶
●研究科の紹介

場所

全体会

求します

探
文学の英知を
人
る
す
造
創
き、世界を
世界を読み解

The Graduate School of Humanities

連絡先

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

MAIL

hum@adm.nagoya-u.ac.jp

HOMEPAGE

http://www.hum.nagoya-u.ac.jp/84

日本学術会議中部地区会議学術講演会

今般名古屋大学にジェンダー研究を担う拠点として、ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
（ＧＲＬ）が今年度開設
されました。名古屋大学がこの課題に長年取り組んできた成果でもありますが、今後は大学内での政策の遂
行とともに、理論面での研究の促進が期待されています。今回は、文理両分野の研究者から研究の一端を
紹介していただきます。

日時

会場

平成29年

月

日
（木）

【受付開始 12：45】

名古屋大学 アジア法交流館 ２階
アジアコミュニティフォーラム
（名古屋市千種区不老町）

13:15▶13:25

開会挨拶

名古屋大学総長

13:25▶13:35

主催者挨拶

日本学術会議中部地区会議代表幹事

13:35▶13:45

科学者との懇談会活動報告

松尾

清一

中部地区科学者懇談会幹事長
13:45▶15:55

戸田山 和久

松田

正久

学術講演会 「ジェンダー問題に関する日本学術会議の取り組み」
日本学術会議副会長、奈良女子大学副学長

三成

美保

「フィールド研究におけるジェンダー」
日本学術会議連携会員、
名古屋大学大学院生命農学研究科教授

「ジェンダーと政治，家族を考える」
名古屋大学法政国際教育協力研究センター教授

閉会挨拶

16:00

（司会）日本学術会議第一部会員、名古屋大学副総長

名古屋大学 キャンパスマップ
附属図書館

情報文化学部

武田

経済学研究科・経済学部

総合案内

文系
総合館
教育発達科学研究科・
教育学部
国際開発研究科

国際棟

アジア法交流館

問い合 日本学術会議中部地区会議事務局
わせ先 （名古屋大学研究協力部研究支援課内）

肇

アク
セス

地下鉄名古屋大学駅1番出口より徒歩3分

主催

日本学術会議中部地区会議

共催

名古屋大学

協賛

名古屋大学男女共同参画センター
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
名古屋大学ハラスメント相談センター

法学研究科・法学部

八事

宏子

和田

1

文学研究科・文学部

竹中 千里

TEL：052-789-2039

事前申
込
不要
どな
たでも参
加できま
す

FAX：052-789-2041

http://www.scj.go.jp/ja/area/index.html
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名大ＥＲＣ・キタン会 ＊ 名古屋ビジネスセミナー
2017年11月30日 （木）18:
30-20:
00

＊キタン会：名大経済学部同窓会

[
18:
00開場]

お申込は名大ERCのサイトから
名大ERC 検索

第

見 たくないことも 直 視

ht
t
p:
//www.
s
oec.
nag
oya-u.
ac.
j
p/er
c/

回

センター長

◆会場

日本経

済新聞

名古屋

社

支社３
F

日経栄
カンファレンスルーム

地下鉄
東山線

栄駅 :
出口13
から徒歩5分

し

減災連携研究センター教授

企業の南海トラフ地震 対策を ！

参加無料
事前申込制

定員百名 先着順

◆ 講師 名古屋大学

26

中日ビル

三越

福和 伸夫氏

お問合せ先
名古屋大学国際経済政策研究センター（名大ERC）
〒464-8601名古屋市千種区不老町
TEL：052-789-4926・4945（FAX：4942） 葉書・FAXからお申込の方は

松坂屋
北館
松坂屋
本館

住所、氏名（フリガナ）、電話番号、勤務先 （又は職業）をご記載ください
主催：名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター，一般社団法人キタン会
後援：日本経済新聞社名古屋支社，一般社団法人中部経済連合会

地下鉄

日本経済新聞社
名古屋支社

矢場町駅86
：出口1
から徒歩5分
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名 古 屋 大 学全学同窓会講演会

チカラある
分子をつくる
名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所拠点長

日
時

平成29年

伊丹 健一郎 氏

12月5日（火）

フォレスト

環境総合館

16:00〜17:30（開場15:30〜）
場
所

名古屋大学理学南館1階
坂田・平田ホール
伊丹 健一郎 氏
1994年
1996年
1998年
1997-1998年
1998-2005年
2005-2008年
2008年〜
2012年〜
2013年〜

グリーンサロン
東山

ナショナル
イノベーション
コンプレックス

ITbM
ES総合館

理学南館

館

３
２

豊田講堂

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長
名古屋大学 大学院理学研究科物質理学専攻 教授
JST-ERATO 伊丹分子ナノカーボンプロジェクト 研究総括

京都大学 工学部 合成化学科 卒業
京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 修士課程 修了
京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 博士後期課程 修了
スウェーデン・ウプサラ大学留学
京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 助手
名古屋大学 物質科学国際研究センター 助教授・准教授
名古屋大学 大学院理学研究科物質理学専攻 教授
名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所（WPI-ITbM） 拠点長
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ERATO伊丹分子ナノカーボンプロジェクト

研究総括

お 申 込 み

参加費無料

11月24日（金） 17：00まで
員 ［講演会］250名様 ［夕食会］50名様

申込期限

どなたでもお申込み頂けます

定

＊申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。
詳細は全学同窓会Webページ等にてご確認ください。

終了後、夕食会を開催します
申し訳ございませんが、夕食会は同窓会会員、
学士会会員ご本人様のみとさせて頂きます。

http://www.nual.nagoya-u.ac.jp/
（全学同窓会Webページ）

https://www.facebook.com/nualface
（全学同窓会facebook）
上記のQRコードからも
ご確認頂けます。

時
間
場
所

会
費

主
催

18:00〜20:00
グリーンサロン東山
レストラン花の木
5,000円

名古屋大学全学同窓会

お問い合わせ

nual-jimu@adm.nagoya-u.ac.jp
（052）
783-1920

受付時間 9:00〜17:00

一般社団法人 学士会

後
援

名古屋大学
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F

NUMCo 第 71 回名古屋大学博物館コンサート
EL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE NAGOYA PRESENTA

フラメンココンサート

LAMENCO
2017/12/9（土）14：00 〜
会場：名古屋大学博物館
入場無料・全席自由・申し込み不要

200 席ご用意しますが、足りない場合は立ち見となります。

Cante（唄）：Jorge Millaqueo
Toque（ギター）：山岸卓斗

Baile（踊り）：稲吉直子 / 田中あや / 西川正恵 / 小嶋奈見子

田中あや、西川正恵、小嶋奈見子

Jorge
Jorge Millaqueo
Millaqueo

山岸卓斗
山岸卓斗

稲吉直子
稲吉直子

曲目：タンゴ、ブレリアそのほか
ほか
曲名：タンゴ・ブレリア

※地下鉄名港線「名古屋大学」2 番出口すぐ

★お問い合わせ：名古屋大学博物館
名古屋市千種区不老町 TEL:052-789-5767
★お問い合わせ：名古屋大学博物館

名古屋市千種区不老町 TEL：052-789-5767
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