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平成 29 年度第７回名古屋教育記者会懇談会
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Ⅱ ハイライト

自然言語理解に向けて

担当
武田価値創造研究
センター長

～価値創造研究センターのご紹介～
２． 学術研究のさらなる推進へ！
～高等研究院 15 周年記念式典～

周藤高等研究院
副院長

３． アジアに貢献！～YLP～
～アフガニスタン公衆衛生省から感謝状授与～

浜島教授
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長江 祐樹

７．12 月の行事予定
８．次回のご案内（12/21（木）
）

松尾総長

資料１

自然言語理解に向けて
～価値創造研究センターのご紹介～

2017年11月29日

名古屋大学大学院 情報学研究科 附属価値創造研究センター
センター長/教授 武田浩一
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自己紹介
1983年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社。
東京基礎研究所にて自然言語処理研究に従事

機械翻訳

第2次人工知能ブーム
(第5世代コンピュータ)

テキストマイニング
2017年4月 名古屋大学が
情報学部・情報学研究科を新設

質問応答
(Watson)

第3次人工知能ブーム
(機械学習・深層学習)
2

同時に設立された
価値創造研究センターに着任
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価値創造研究センターのミッション
基幹研究部門
•
•

人工知能・自然言語処理研究の推進
情報学分野での国際的な研究交流推進
• 米国オハイオ州立大学との学術交流協定
• 他に数名の外国人教員を招聘済み

人材育成部門
•
•
•

リーディングプログラム(実世界データ循環学)
を通して学生を育成
企業育成に携わった民間人材を特任教員に採用
ベンチャー起業のためのメンタリング
インキュベーション部門

•
•

教員連携など技術シーズの構築
学生ベンチャー活動を支援

• 情報学の発展を継続的に推進
情報科学から情報学(情報を扱う人間社会)へ
• 情報学研究科内の先進的な技術シーズを社会的価値の創造へとつなげる
モノづくり、医療、モビリティなど超スマート社会に向けた価値創造
3
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研究の動向：自然言語理解に向けて
知識ベース質問応答(大規模知識ベースを利用した質問応答)
画像質問応答(画像をコンテキストとした質問応答)

質問応答

自然言語理解
機械読解(Machine Reading)

テストによって読解
の程度を検証

米国では政府プロジェクトとして研究を推進
推論
システム

読解
システム

テキスト情報

4

読解結果の表現

質問
解答
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文書情報の深い解析
夏目漱石は大学時代に正岡子規と出会い、俳句を学んだが、
1904年に高浜虚子の勧めで『吾輩は猫である』を執筆した。
1. 形態素解析
解析対象のテキストを形態素(≒語)に分割
「夏目/漱石/は/大学/時代/に/…」
• 人手で整備した辞書と自動獲得辞書を活用し品詞を認識
• 「こんにちゎ」「食べたーい」等の非標準表記にも対応
•

人物であれば
• いつ・何をしたか
• どんな発言をしたか
• 誰と交友関係があるか
など

2. .構文・格解析
•
•

自動獲得した大規模語彙知識に基づき係受け構造を解析
明示されていない格助詞(e.g. が,を,に,…)を補完
「夏目漱石は 出会い」⇒「夏目漱石が 出会い」

実体の種類ごとに大規模
知識として再構築・再利用

3. 固有表現認識
•
•

機械学習を用いテキスト中に出現する人名、組織名、日付等
の固有表現を認識
夏目漱石=PERSON, 1904年=DATE
先行文脈における解析結果や係り先の情報などの大域的情報
を活用

4. 省略・照応解析
•
•
•
•

述語の省略された項を認識
[夏目漱石]が『吾輩は猫である』を 執筆した
代名詞の指示対象や、同一の人物・物体を参照する表現(=共
参照関係)を認識
単純な単語抽出だと正岡子規と高浜虚子を関連付けてしまう
省略・照応関係を解析することで異なる文に出現した人物の
関係を適切に認識

モノづくり・医療・
教育・人文科学など
の新しい応用や研究
に利用可能

汎化により常識や
一般的知識を抽出

(笹野准教授の文脈解析技術)
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対話技術と読解・質問応答技術との融合
スキルや
スクリプト

コマンド

音声合成

家電制御

家電制御サービス

応答
カレンダー
編集
大規模情報源

対話制御

質問

音声認識

テキスト対話

質問応答
解答
個人プロファイル

ロボット

AIスピーカー

スマートフォン
コールセンター

• 相談相手になれるようなコンピュータ
（個人レベルの生産性向上）
• 専門家向けには意思決定支援
（知的発見や根拠つき知見獲得） 人に関するより
深い洞察と理解
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多様なチャネルから対話
コーパス、質問事例を集積

対話ログ

学習による精度改善、
ユーザ行動の分析、
ニーズの把握など
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名古屋大学 高等研究院 創設15周年記念式典

資料2

高等研究院は、２００２年度に名古屋大学学術憲章に掲げた学術研究を推進するために設置されました。今年度で創設
１５周年を迎えるにあたり、これまでの活動を総括するとともに、今後の発展を目指し、記念式典を開催いたします。
◆高等研究院の１５年間のあゆみ
２００２年
２００３年
２００４年
２００５年
２００６年
２００７年
２００８年
２００９年
２０１０年
２０１１年
２０１３年
２０１５年
２０１６年
２０１７年

高等研究院発足
第１回高等研究院セミナー開催
高等総合研究館完成、第１回高等研究院フォーラム開催
第１回スーパーレクチャー開催
第１回名古屋大学レクチャー
初年次教育プログラムとして「学問の面白さを知る」を開講
第１回高等研究院レクチャー開催
高等研究院アカデミーを創設
ＹＬＣプログラム開始、第１回ＹＬＣセミナー開催
高等研究院アカデミーサロン開催
国立台湾大学高等研究院と第１回国際シンポジウム開催
FRIAS&NAGOYA IARのジョイントプロジェクトがスタート
第１回、２回卓越・先端次世代研究シンポジウム開催
滞在型海外研究者招へいプログラム開始
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プログラム
２０１７年１２月１日（金）１３：３０～１７：４５
理学南館 坂田・平田ホール
開会のご挨拶
：松尾清一(名古屋大学総長)
ご祝辞
：渡辺正実(文部科学省振興企画課長)
高等研究院の紹介 ：篠原久典(高等研究院長)
ご祝辞
：Morten Kyndrup (オーフス大学高等研究院長)
ご祝辞
：Michael Hannon (バーミンガム大学高等研究院長)
初代 高等研究院 院長 野依良治(名古屋大学特別教授)
高等研究院創設15周年記念講演
「名古屋大学を先導する高等研究院」
元高等研究院プロジェクト教員 関華奈子（東京大学教授）
研究成果
「火星からの大気散逸と生命居住可能性」
現 ＹＬＣ教員 松井裕美（文学研究科 特任助教）
研究成果
「見ることから知ることへ −近現代美術における、図式と抽象表現
への問い」
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アジアに貢献！

資料3

ヤングリーダーズプログラム
アフガニスタン公衆衛生省から感謝状授与
説明者：浜島信之
名古屋大学大学院
医学系研究科医療行政学
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2017年9月27日 卒業式
アフガニスタン公衆衛生省
のFeda Muhammad Paikan
副大臣からヤングリーダー
ズプログラムへ感謝状。

卒業生のDr. Bakhtar
Rasekh から浜島信之教授
に手渡された。
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Public Health
Letter of Appreciation
You are making a difference
I am writing this letter to extend my heartiest appreciation
towards you for yours continues support in building capacities of
Afghans and support of Afghanistan’ MoPH staff. Your hard work
and effort in building capacities of Afghanistan health work force is
out standing. Japan is one of the main supporters of Afghanistan
health sector, especially YLP-MEXT Scholarship program played a
great role in order to build staff capacities and train young leaders
as the main assets of the health sector.
I once gain would like to express my gratitude towards you,
people and government of Japan for the continuous support.
I sincerely welcome and appreciate the assistance you have
provided and wish for extension of your supports.
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ヤング・リーダーズ・プログラム
Young Leaders‘ Program

アジア諸国等の指導者として活躍が期待
される行政官、経済人等の若手指導者を、
我が国の大学院等に招へいし、1年程度の
短期間で学位を授与する留学プログラム。

４大学５コース
行政コース/地方行政コース：
政策研究大学院大学
医療行政コース 名古屋大学
ビジネスコース 一橋大学
法律コース
九州大学

名古屋大学のYLP JDS* 19人を含む151人の卒業生
18

2016年9月卒業生

16
14
12
10

YLP

8

JDS

6
4
2
0

*Japanese Grant Aid
for Human Resource
Development
Scholarship; JICAの人
材育成支援無償（奨学
金プログラム）
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名古屋大学のYLP対象国：13カ国
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査読付き学術雑誌に掲載された論文は61編
Aust N Z J Obstet Gynaecol, BMC Blood Disord, BMC Med
Ethics, BMC Public Health, Burns, Helicobacter, Indoor Air, Infect
Control Hosp Epidemiol, Injury, J Epidemiol, J Int AIDS Soc,
Nagoya J Med Sci, Pharmacoepidemiol Drug Saf, Public Health,
Southeast Asian J Trop Med Public Health, Waste Manag etc.

学内外の日本人および外国人講師による英語での授業

ﾗｵｽ
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ﾏﾚｰｼｱ
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2013年10月17日 YLP創立10周年記念式典

アジア・東ヨーロッパ諸国等の国家レベルで活躍中の卒業生・現
役生が約50名、YLP活動の関係機関である文部科学省、外務省、
厚生労働省ほか協力者約60名が名古屋の地に集まり、記念式典
及び祝賀会が開催された。モンゴル保健省大臣からビデオによる
祝辞も受け、盛況のうちに閉会した。

モンゴル保健省Udval Natsag大臣からの
ビデオ祝辞と感謝状
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大空へ羽ばたけ！
～機械航空女子シンポジウム～
工学研究科 航空宇宙工学専攻 助教
宮田 喜久子
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“機械航空女子“
～超小型人工衛星で宇宙利用の可能性を拓く～

小学生のころ…

大学に入って…

アポロ13号 ドキュメンタリー

自分が作ったものを
宇宙で実験

宇宙で事故が発生
何とかして乗組員を生還させよう
地上責任者の

「宇宙で人は死なせない．
失敗は選択肢にない！」
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機械航空に全国的に女性が少ない！
日本の大学における女子率ワースト学科(全学科中)
H28
機械工学
電気通信工学
原子力工学
金属工学
応用理学
航空工学
商船学
物理学
船舶工学
経営工学

0

5

10

15 [%]

H27

0

5

10

15 [%]

機械工学
電気通信工学
原子力工学
金属工学
航空工学
応用理学
商船学
船舶工学
物理学
経営工学

H26

0

5

10

15 [%]

機械工学
原子力工学
電気通信工学
航空工学
金属工学
応用理学
船舶工学
商船学
経営工学
物理学

文部科学省/学校基本調査より作成

機械工学(＜5%)

： 堂々の第1位

航空工学(約10%) ： 4位(H26)，5位(H27)，6位(H28)
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名古屋大学では…
H29年度名古屋大学入試倍率(男女混合)

H29年度在学生男女比
総学生数 女子学生数 女性率[%]

学科名
志願倍率
情報学部人間・社会情報学科
4.4
工学部機械・航空宇宙工学科
4.1
医学部保健学科作業療法学専攻
4
情報学部自然情報学科
3.6
医学部保健学科検査技術科学専攻
3.4
医学部保健学科放射線技術科学専攻
3.1
医学部保健学科計
3.1
工学部電気電子情報工学科
3
農学部資源生物科学科
2.8
法学部
2.7

堂々の第2位！

学部1年
学部2年
学部3年
学部4年
修士1年
修士2年
博士1年
博士2年
博士3年
総合

157
179
167
208
139
145
23
29
30

12
4
6
9
11
5
3
2
1

7.6
2.2
3.6
4.3
7.9
3.4
13.0
6.9
3.3

1077

53

4.9
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でも，中部地区って？？
日本の製造業／機械航空宇宙産業の中核を担う重要拠点
都道府県別 製造品出荷額等
三菱航空機 HPより

三菱重工 HPより

川崎重工 HPより

トヨタ自動車 HPより

経済産業省 平成26年度工業統計調査 産業編

産学官連携も盛ん，非常に研究活動が行いやすい！
更なる発展には… 様々な視点・感性が必要！
20

この分野の楽しさを伝えたい！

航空部学生

フォーミュラチーム学生
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資料7

名古屋大学 平成29年12月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

4日(月)、
18日(月)

役員会

19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(金)

教授会(環境医学研究所)

6日(水)

教授会(法学部・法学研究科、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)

13日(水)

教授会(文学部・人文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、経済学部・経済
学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

20日(水)

教授会(情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、医学系研究科、工学部・工学
研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、総合保健体育科学センター)
研究科委員会(医学系研究科)

21日(木)

教授会(創薬科学研究科)

22日(金)

教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

25日(月)

教授会(未来材料・システム研究所)

27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

概要

連絡先

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)

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

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：「ベーシックエアロビクス」(12/7、21)
講演題目：「体幹トレーニング」(1/16、30)
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

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)

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)

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：減災館
時間：13：00～16：00
入場料：無料
[スペシャルギャラリートーク](12/5)
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
－」
講演者：西澤泰彦(環境学研究科教授)

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

11月20日(月)～
3月24日(土)
博物館野外観察園セミナーハウス 場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
(土・日・祝日、
サテライト展示「野外観察園のボタ 時間：10：00～16：00
12月29日～1月
ニカルア－ト－Ⅱ冬と春の植物」 入場料：無料
3日休館、3月24
日臨時開館)

減災連携研究センター
052-789-3468

博物館事務室
052-789-5767

博物館事務室
052-789-5767

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29日(水)

場所：文学部2階237講義室
人文学研究科2017年度大学院説
時間：18：00～19：30
明会(オープンキャンパス)第2回
内容：研究科の紹介、入学試験の説明、個別相談会

文学部・人文学研究科
hum@adm.nagoya-u.ac.jp

場所：野依記念学術交流館
時間：9：00～18：00(11/30)、9：00～15：40(12/1)
内容：原核・真核細胞の表層構造と機能の基礎的研究から、解析手
IGER International Symposium on 法の新規開発、高度な生物界面の機能を組み込んだバイオ界面の 工学研究科
11月30日(木)、
Cell Surface Structures and
設計のような応用的研究まで、バイオインターフェイスに関する幅広 教授 堀 克敏
12月1日(金)
Functions 2017
いテーマの研究を対象とする
052-789-3339
定員：100名
対象：学生、一般
参加費：無料
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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
研究協力部研究支援課
講演題目：「ジェンダーと政治、家族を考える」
講演会「ジェンダーと名古屋大学」
052-789-2039
講演者：武田宏子(法政国際教育協力研究センター教授)
内容：開会挨拶(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(中部地区科学者懇談会幹事長
松田正久氏)、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

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)

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

11月30日(木)

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：14：00～16：30
国際機関キャリアガイダンス「国際
内容：プレゼンテーション(使用言語は英語)、フリーディスカッション
機関で働くとは」(2017年後期第5
(使用言語は日本語と英語)
回B人セミナー)
対象：学生、ポスドク
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6490

対象：学生、一般
参加費：無料

12月1日(金)、
12月15日(金)

[第15回](12/1)
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：12：15～13：00
講演題目：「UK / Japan : Partners and Friends －今後の日英関係
博士課程教育リーディングプログ
の展望－」
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
PhD登龍門推進室
講演者：ポール・マデン氏(駐日英国大使)
門」第15回、第16回グローバル人
052-789-5717
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
材のための国際情勢講座
用言語は英語で同時通訳あり)
[第16回](12/15)
場所：ナショナルイノベーションコンプレックス1階Idea Stoa
時間：13：30～15：00
講演題目：「人道支援と人間の安全保障」
講演者：斎藤之弥氏(日本赤十字社国際部参事)

12月1日(金)

場所：電気文化会館5階イベントホール(名古屋市中区)
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」
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」
未来材料・システム研究所第8回
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
エネルギーシステムシンポジウム
講演題目：「バーチャルパワープラントへの取組み」
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
講演者：稲垣征司氏(株式会社日立製作所研究チーム長)
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長)
定員：100名
対象：学生、研究者、一般
参加費：無料

12月1日(金)

第4回名古屋大学－ラクオリア創
薬合同創薬シンポジウム

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：30～17：50
対象：学生、一般
参加費：無料

ラクオリア創薬株式会社
052-446-6148

ベンチャーズトーク2017「名古屋
大学発ベンチャー企業の集い」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：15：00～17：40
内容：講演、ポスター展示・交流、プレゼンテーション、他
定員：200名
対象：学生、教職員、一般、金融機関関係者、他
参加費：無料(懇親会費は3,000円(学生は無料))

研究協力部社会連携課
052-789-5545

12月1日(金)

37

12月2日(土)

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
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)
講演題目：「宇宙から海洋プランクトンを観る」
講演者：石坂丞二(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「ちきゅう深部を掘ってみよう！」
宇宙地球環境研究所公開講演会 講演者：阿部なつ江氏(海洋研究開発機構主任技術研究員)
研究所事務部総務課
「地球を観る」
講演題目：「地球のCT－地震波で観る地下3000km－」
052-747-6303
講演者：大林政行氏(海洋研究開発機構主任研究員)
内容：月周回衛星「かぐや」、リモートセンシングと海、海洋底深部掘
削、そして地震波トモグラフィーをキーワードとする講演および総合
討論
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

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：「『高校世界史』における西洋美術」
講演者：木俣元一(人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究
センター教授)
2017年度経済学研究科オープン
経済学研究科
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－
エクステンション・サービス
るだけわかりやすく伝える
知識・博学への挑戦」
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
対象：高校生以上、一般
参加費：無料
［今後の開催予定］
1月20日、2月3日、2月17日、3月10日

12月2日(土)

場所：農学部講義棟3階第2講義室
時間：10：00～16：00
講演題目：「森林・木材・木造の将来-Woodism-city in Future-」
生命農学研究科都市の木質化プ
講演者：鍋田拓哉氏、山本剛久氏(愛知県)、他
ロジェクト 都市の木質化講座2017
内容：都市の木質化に向けたプラン作成、グループ討議、講演、ポ
「日本の森林と都市の持続的調
スター展示
和」(第7回)
定員：40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)

生命農学研究科
准教授 山﨑真理子
052-789-4146

Tongaliスクール2017「SchoolⅢ
－アイデアの事業化」

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：10：00～15：00
テーマ：「聞かせるプレゼンテーションの準備とは」、「考えたこともな 学術研究・産学官連携推進本部
かった伝える技術」
Tongaliプロジェクト事務局
定員：70名
052-747-6490
対象：東海地域の大学に在籍する学生、卒業生
参加費：無料

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

12月5日(火)

第136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：「揺れの数値予報：次世代の緊急地震速報を目指して」
講演者：干場充之氏(気象庁気象研究所地震津波研究部第3研究室 減災連携研究センター
長)
052-789-3468
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

12月6日(水)

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：14：00～17：00
高大接続改革シンポジウム
内容：国立大学におけるAO・推薦入試の現状と課題を整理した上
「国立大学におけるAO・推薦入試 で、大学関係者、高校関係者による議論を行い、AO・推薦入試の未 教育推進部教育企画課
の現在と未来：高校・大学の接続 来を模索する
052-789-2161
と連携」
定員：200名
対象：高等学校関係者、大学関係者、受験産業関係者
参加費：無料

12月2日(土)

12月5日(火)

全学同窓会事務局
052-783-1920
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12月7日(木)

12月9日(土)

12月9日(土)

12月9日(土)

高等教育研究センター
第88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：「アクティブラーニングの質の向上－認知学習論の視点
から」
高等教育研究センター
講演者：森 朋子氏(関西大学教授)
教授 夏目達也
内容：認知学習論の観点から学生・生徒の学びの構造とプロセスを
052-789-5693
解明することの意義と、その知見を活かした授業デザイン原則につ
いて報告する
対象：本学および近隣の大学関係者
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3階S30講義室、他
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 高等教育研究センター
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)

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
博物館事務室
出演：Jorge Millaqueo氏(Cante(唄))、山岸卓斗氏(Toque(ギター))、
052-789-5767
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

日本物理学会名古屋支部
公開講演会
「物理学とは何だろうか」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：00
テーマ：「小林・益川理論では説明できない現象を探る－いよいよ始
まるSuperKEKB/Belle Ⅱ実験－」
講演題目：「未踏のルミノシティを開拓するSuperKEKB加速器」
物理学会名古屋支部講演会担当
講演者：赤井和憲氏(高エネルギー加速器研究機構教授)
jps-nagoya@eken.phys.nagoya-u.ac.jp
講演題目：「Belle II実験で切り拓く素粒子物理学のフロンンティア」
講演者：飯嶋 徹(現象解析研究センター教授)
定員：300名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

12月9日(土)、
12月23日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
1月6日(土) 、 ボタニカルア－トサ－クル
1月27日(土)

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

12月9日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サークル

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

12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

12月11日(月)

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～20:00
講演者：田中輝美氏(ローカルジャーナリスト)、加藤博和(環境学研
究科附属持続的共発展教育研究センター教授)
環境学研究科附属持続的教育研 内容：全国で存続が危ぶまれているローカル鉄道が地方の活性化 環境学研究科
究センタートークライブ「鉄道が地 に果たす役割や、存続・活用のためにいかなる取り組みが必要かに 附属持続的共発展教育研究センター
域の未来を明るくするために」
ついて、全国の現場を取材し地元の山陰での鉄道活性化活動にも 052-789-2772
かかわる田中輝美氏の経験を講演
定員：100人
対象：一般
参加費：無料(交流会は実費)

12月11日(月)

第79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：「大地震による建物の揺れと被害を測る」
講演者：飛田 潤(災害対策室教授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468
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12月12日(火)、
第2回性と生殖の懇談会
13日(水)

12月13日(水)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～(12/12)
講演者：林 克彦氏(九州大学教授)、四本裕子氏(東京大学准教
授)、石黒啓一郎氏(熊本大学独立准教授)、浜地隆志氏(京都大学
理学研究科
教授)、菊水健史氏(麻布大学教授)他、第一線の日本人研究者10名
教授 田中 実
以上
052-789-2979
内容：性と生殖の先端研究の現状を共有議論する
定員：50名
対象：性と生殖の先端研究に興味のある専門家
参加費：未定

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：14：00～17：00
講演題目：「金属材料におけるミクロ組織と諸特性」
講演者：村田純教(工学研究科教授)
講演題目：「冷間鍛造を用いた異種金属板の固相スポット接合」
講演者：湯川伸樹(工学研究科バックキャストテクノロジーセンター准
教授)
金属×材料×加工 技術支援ネッ
講演題目：「名古屋市工業研究所における技術支援事例の紹介」
トワークによる基盤企業の技術力
名古屋大学協力会事務局
講演者：山岡充昌氏(名古屋市工業研究所主幹)、加藤雅章氏(同主
強化 テクサポネットセミナー(第3
052-782-1811
任研究員)
弾)
講演題目：「サポイン事業を活用した研究開発事例と成果」
講演者：高木幹晴氏(豊橋鍍金工業株式会社代表取締役社長)
内容：金属材料の特性や新たな金属接合法に関する技術講演とと
もに、金属めっき分野の中小企業における取組事例や公設試験研
究機関による支援事例を紹介する
対象：一般
参加費：無料(意見交換会は名古屋大学協力会非会員は1,000円)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：25～17：00
講演題目：「緑藻類の光行動から探る鞭毛運動調節機構」
講演者：若林憲一氏(東京工業大学准教授)
講演題目：「真核宿主細胞と細胞内共生体由来オルガネラの協調増
遺伝子実験施設
殖機構」
講師 松尾拓哉
講演者：宮城島進也氏(情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
t-matsuo@gnen.nagoya-u.za.jp
教授)
講演題目：「光合成における光エネルギーの利用と散逸の制御」
講演者：皆川 純氏(自然科学研究機構基礎生物学研究所教授)
対象：一般
参加費：無料

12月14日(木)

第17回遺伝子実験施設公開セミ
ナー「藻類が解き明かす生命の
仕組み」

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
究でよみがえる古生物・古人類の
対象：一般
くらし」
参加費：無料

博物館特別講演会

12月16日(土)

博物館事務室
052-789-5767

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：80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気管などの
「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)
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12月16日(土)

場所：白川町町民会館大研修室(岐阜県加茂郡)
時間：13：30～16：30
テーマ：「自然と向き合い、挑み、巡る－名古屋大学の学生・教員は
この地域をどう生かす－」
内容：「臨床環境学研修」受講生(博士課程後期6名)の2グループと、
2017年度白川町・東白川村臨床
「持続可能な地域づくり実践セミナー」受講生(博士課程前期)の2グ
環境学研修現地報告会、シンポジ
ループによる報告(プレゼンテーションおよびポスターセッション)を
ウム
行ったのち、白川町と東白川村の関係者と本学の学生、教員がパ
ネリストとなり、パネルディスカッションを行う
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
附属持続的共発展教育研究センター
特任准教授 杉山範子
052-747-6547

12月16日(土)

多元数理科学研究科2018年度博 場所：多元数理科学棟4階409講義室
士課程(後期課程)入進学説明・相 時間：13：00～14：30
談会第2回
対象：入進学希望者、進路の一つとして考えている方

多元数理科学研究科
exam18@math.nagoya-u.ac.jp

12月16日(土)、 ［博物館友の会会員向け］
1月20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

12月17日(日)

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～15：30
講演題目：「素粒子と考古学がさぐるピラミッド」
講演者：森島邦博(未来材料・システム研究所特任助教)、河江肖剰
(人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター共同研究
未来材料・システム研究所
員）
教授 中村光廣
内容：ピラミッドに未知の空間を発見！素粒子物理学者と、気鋭の
052-789-3532
エジプト考古学者による講演で4500年前の建造の、そして現在の研
究の、熱い息吹を感じよう！！
定員：300名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：無料

12月19日(火)

12月22日(金)

12月22日(金)

先進科学塾＠名大第17回講座

Campus Concert

博物館事務室
052-789-5767

場所：豊田講堂
時間：18：30～
演奏曲目：「間奏曲(フルートソロ)」(ジャック・イベール)、「コンクール
のための独奏曲第1番(オーボエソロ)」(シャルル・コラン)、「コンクー
ルのための独奏曲(クラリネットソロ)」(アンドレ・メサジェ)、「デンマー
クとロシアの歌によるカプリス 作品79(四重奏)」(カミーユ・サン＝
Development Office(DO室)
サーンス)、ほか
052-747-6558
出演：松原雅美氏(フルート)、小室真美氏(オーボエ)、小田美沙紀氏
(クラリネット)、近藤杏美氏(ピアノ)
対象：幼児以上、一般
参加費：無料

第23回名古屋メダルセミナー
(The 23rd Nagoya Medal of
Organic Chemistry)

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：10：00～18：00
講演題目：「From Groningen to Eindhoven - a personal journey」、
「The non-covalent synthesis of functional supramolecular
systems」、「The amplification of supramolecular chirality」
講演者：バード・マイヤー氏(アイントホーフェン工科大学教授)
講演題目：「Revolutionizing the discovery process of bioactive
peptides」
講演者：菅 裕明氏(東京大学教授)
定員：250名
対象：有機合成化学やケミカルバイオロジーに興味のある方
参加費：無料

アイデアピッチコンテスト

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス1階Idea Stoa
時間：16：00～19：30(予定)
内容：起業をはじめ、企業とタイアップした新事業、社会貢献、
学生イベントを盛り上げるためのアイデアなどのコンテストを実施
学術研究・産学官連携推進本部
し、優秀なアイデアはTongaliプロジェクトが起業に向けてサポートす Tongaliプロジェクト事務局
る
052-747-6490
定員：70名
対象：東海地域の大学および大阪大学の学生、ポストドクター(聴講
はどなたでも可)

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
052-789-4999
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12月25日(月)

場所：ES総合館、ナショナルイノベーションコンプレックス
時間：10:30～16:00
名古屋大学地域貢献事業
テーマ：「苦戦する青年の現状と大学における支援実践」(公開シン
「苦戦する青年を育てる地域づくり ポジウム)、「苦戦する青年を育てる産官学地域のあり方」(分科会)
－大学をプラットフォームとして産 内容：公開シンポジウム、分科会、個別相談会
官学地域をつなぐ－」
定員：200名
対象：青年の支援に関心のある方
参加費：無料

12月26日(火)

テクノ シンポジウム 名大
「機械航空女子シンポジウム」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～17：30
テーマ：「イキイキ・キラキラカッコイイよね機航女子☆ 聞いてみよ
う！ホントのトコロ」
定員：100名
対象：大学の機械航空系学科への進学や機械航空分野への就職
に関心のある中学生以上の女性
参加費：無料

第7回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
内容：研究成果や光源加速器・ビームライン開発に関するトピックを
紹介し、放射光を利用した新たな研究の可能性や有効性について シンクロトロン光研究センター
議論する
052-747-6562
対象：学生、一般
参加費：無料

1月19日(金)

2月6日(火)～
5月12日(土)
(日・月曜日休
館)

3月22日(木)

第37回博物館企画展
「春を迎える 年画に込められた願
いと意図」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

学生相談総合センター
052-789-5805

工学研究科
助教 宮田喜久子
wmae2017@gmail.com

博物館事務室
052-789-5767

博物館スポット展「ボタニカル作品
展」

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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The 16th Nagoya University
Medical Museum Special Exhibit

ミニ展示会

漢方の世界

２０１７年 ７月３日（月）ー１２月２７日（水）
平日： ９：００ー２０：００ （８月から９月は９：００ー１７：００）
土： １３：００ー１７：００
休館日： 日・祝日、８月１４ー１５日、８月２５日ー３１日
入場無料

名古屋大学附属図書館医学部分館 ２階入口ホール
問合せ先： 名古屋大学附属図書館医学部分館 (名古屋市昭和区鶴舞町６５)
電話： ０５２－７４４－２５０５

特別講演会 佐

藤 寿 一

(名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学講師)

２０１７年１０月１６日(月) １４：００－１５：３０
名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室２

我が国の伝統医学『漢方』の底力

43

朝鮮半島を経由して日本に伝えられた中国医学は、わが国の風土や気候等に合わせて、独
自に発展を重ね、今日における漢方医学に形成されました。明治政府の漢方廃絶方針により、
漢方医学は一旦衰退するものの、高齢化による疾病構造の変化、ストレス社会、患者の生活の
質の向上への対応として、個人差を踏まえた全人的な治療が見直され、現在では西洋医学と相
互に補完するものとして位置づけられています。
ミニ展示会
「漢方の世界」は、名古屋大学医学部史料室（附属図書館医学部分館４階）に所
蔵されている史料の中から、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、関連する図書、医療器具などを展示
公開します。

特 別 講 演 会

入場無料
予約不要

我が国の伝統医学『漢方』の底力
日時： ２０１７年１０月１６日(月) １４:００-１５:３０
会場： 名古屋大学医学部基礎研究棟 １階 会議室２
さ と う

佐藤
AE

じゅいち

寿一
AE

E

名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学講師
名古屋大学医学部医学科卒業
名古屋大学大学院医学研究科博士課程満了、学位取得
【主要論文】
「これからの医療と医学教育改革～全人的医療、総合
診療、そして漢方～」 漢方と最新治療 （２０１５）
「総合診療の専門性」 現代医学 （２０１５）

近代医学の黎明デジタルアーカイブ
The Dawn of Modern Medical Science Digital Archives
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/index.html

名古屋大学医学部史料室に所蔵している史料をデジタル化し、「近
代医学の黎明デジタルアーカイブ」としてインターネットで公開し
ています。ぜひご覧ください。

資料ご寄贈のお願い
皆様がお持ちの医学・医療史に関連する資料を、ぜひご
寄贈いただきますようお願いいたします。
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開館 : 平日10時～16時
10/21
休館 : 土・日・祝日
8/12 ～ 8/15
12/29 ～ 2018 1/3

地下鉄名城線名古屋大学駅
１番出口徒歩８分

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

野
外
観
察
園
の
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タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト

名
古
屋
大
学
博
物
館
野
外
観
察
園
サ
テ
ラ
イ
ト
展
示

Ⅰ夏と秋の植物
2017

7/18(火)～11/10(金)

Ⅱ冬 と 春 の 植物
2017

11/20(月)～2018 3/24(土)

会場
名古屋大学博物館
野外観察園
セミナーハウス2F
入場無料
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社会で の
る人
す
功
成
授！
伝
を
秘訣

知的財産
、
ファイナン
ス？！

要な
必
に
起 業 って？！
ル
スキ

起業の
知識や
ノウハ
ウを学
べる！

アイデア
創出の
方法論と
は？

2017
対象 : 東海地域の大学に在籍する学生、大学院生、卒業生

Tongali スクール スタート！
Tongaliプロジェクトでは、Tongaliシンポジウムに続き、いよいよ起業への知識や
ノウハウなど新事業創出方法を学ぶ Tongali Schoolが始まります。
アイデア創出や知的財産、
ファイナンスなど、各分野の専門家を講師に迎え、起業
に必要なスキルを段階的に学びながら、将来の起業家・イノベーションリーダー候補
（Tongali人材）
を育成します。起業はもちろんのこと、事業化、アイデア創出等に興味
のある方、ぜひご参加ください！

参加者

募集

お申し込みは、Tongali ホームページで
http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/tongali-school/
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Tongali スクール スケジュール
School Ⅰ

時間

会場

< ビジネスをデザインする >

10:00〜17:00（※昼休憩あり）
JRゲートタワー、名古屋大学 ナショナル・イノベーションコンプレックス
（NIC）

▶デンマーク流 アイデア創出とビジネス転換① 9/14（木）
▶デンマーク流 アイデア創出とビジネス転換② 9/15（金）
▶ビジネスモデルジェネレーション① 9/ 30（土）
▶ビジネスモデルジェネレーション② 10/14（土）
▶ビジネスモデルジェネレーション③ 10/28（土）

School Ⅱ

参加

費

無料

< テクニカルスキル >

18 : 00〜19 : 30

名古屋大学 ナショナル・イノベーション・コンプレックス
（NIC）

▶ 知的財産と起業① 10 / 3（火）
▶ 知的財産と起業② 10/10（火）
▶ シリコンバレーのベンチャーエコシステムと成功者たち
（共通するものは何か） 10/17（火）
▶ 国際標準化戦略 〜グローバル市場を目指せ〜① 10/24（火）
▶ 国際標準化戦略 〜グローバル市場を目指せ〜② 10/31（火）
▶ 社会起業を学ぶ 〜起業のポイントと継続性〜 11/7（火）
▶ 出口戦略としてのIPO実現ガイド 11/14（火）
▶ アントレプレナーシップファイナンス 11/21（火）
▶ 世界の事業創造の最前線 〜日本で新しい事業を起こすために必要なこと〜 11/27（月）

School Ⅲ

< アイデアの事業化へ！ >

10:00〜17:00
名古屋大学 ナショナル・イノベーション・コンプレックス
（NIC）

▶ 事業になるアイデアを発想するためのワークショップ
（ビジネスモデル構築プログラム） 11/23（木）
▶ 伝わるプレゼン 〜ワンランク上の信頼を勝ち取れ〜 12/2（土）
※スケジュール、内容は変更することがあります。随時、ホームページにてご確認ください。
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2017 International Woodism-city Conference & Festival

WOODISM

2017

Email: woodismnagoya@gmail.com

1
5 13
Forest Now
2
6 24
Timber Engineerig
3
9 9
Wood Science
4 5
10 28 29
Going to Woodism
2017 International Woodism-city Conference (IWCC)
6

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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4,000 10/28 4

6,000 10/29 5

TEL: 052-789-4146
052-712-4148
e-mail: woodismnagoya@gmail.com

, FAX:052-789-4147
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Going to Woodism
2017 International Woodism-city Conference (IWCC)

6

10 30
Woodism-city technical tour
2017 International Woodism-city Conference (IWCC)
CLT
12 2
Woodism-city in Future
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Wood Science

30

4

28

30
30

6
9
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1
40

10
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9
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30

17

51

2017

2017

5-6

9-12

7

7

30 40

International Woodism-city Association (IWCA)

EPO
1,000

7
7,500 10/30

6

4,000 10/28

6,000 10/29
Prof. S.G. Kang

5
CNU Prof. M.S.Kim

KAIST

TEL: 052-789-4146

052-712-4148

, FAX:052-789-4147

e-mail: woodismnagoya@gmail.com
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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
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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/
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IGER International Symposium on Cell Surface Structures and Functions 2017

N ov. 30 (Thu.)
8:30 - 9:00

Registration

9:00 - 9:10

Opening (Katsutoshi Hori, Michio Homma)

◇Section 1
9:10 - 9:50

1A1 Andrei Lupas (Max Planck Institute for Developmental Biology)
“Structural principles of fiber formation in trimeric autotransporters”

9:50 - 10:30

1A2 Dirk Linke (University of Oslo)
“Type Ve secretion systems in Enterobacteria”

10:30 - 10:40 Short break
10:40 - 11:00 1A3 Koji Nakayama (Nagasaki University)
“Type V pili in the Bacteroidia class bacteria”
11:00 - 11:20 1A4 Katsutoshi Hori (Nagoya University)

“Features on the structure and functions of the highly a dhesive
trimeric autotransporter adhesin AtaA from Acinetobacter sp. Tol 5”
11:20 - 12:00 1A5 Akihiko Kondo (Kobe University)
“Development of microbial cell factories by engineering cell surface and synthetic
pathway”
12:00 - 13:20 Lunch
◇Section 2
13:20 - 13:40 1P1 Yutaka Tamaru (Mie University)
“Natural strategies for biomass degradation on the cellulosome-producing anaerobes”
13:40 - 14:00 1P2 Akihiro Okamoto (National Institute for Materials Science)
“How do small molecules govern the rate of microbial electrogenic respiration?”
14:00 - 14:20 1P3 Tomoko Yoshino (Tokyo University of Agriculture and Technology)
“Molecular design of magnetic nanoparticle surfaces in magnetotactic bacteria and its
application”
14:20 - 14:40 1P4 Noriho Kamiya (Kyushu University)
“Enzyme-mediated fabrication of functional bioconjugates and biomaterials”
14:20 - 14:40 Coffee break
14:40 - 15:00 1P5 Madoka Takai (The University of Tokyo)
“Nanostructured polymeric interface that regulates protein adsorption and cell adhesion”
15:00 - 15:20 1P6 Ryuji Kato (Nagoya University)
“Interaction between cellular adhesion and surface physicochemical properties”
15:20 - 15:40 1P7 Satoshi Yamaguchi (The University of Tokyo)
“Photo-responsive chemical tools working on cell surfaces”
15:40 - 16:00 Picture time
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IGER International Symposium on Cell Surface Structures and Functions 2017

16:00 - 18:00 1P6 Poster presentation
18:30 - 20:30 Conference dinner (@HANANOKI)
Announcement of student poster award
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IGER International Symposium on Cell Surface Structures and Functions 2017

Dec. 1 (Fri.)
◇Section 3
9:00 - 9:40

2A1 Eric Cascales (Institute of Microbiology of the Mediterranean)
“Architecture and assembly of an anti-bacterial weapon: the Type VI secretion system”

9:40 - 10:20

2A2 Enguo Fan
(Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College)
“In vitro reconstitution of autotranporters”

10:20 - 10:30 Short break
10:30 - 10:50 2A3 Makoto Miyata (Osaka City University)
“Gliding motility of Mycoplasma developed from rotary ATPase”
10:50 - 11:10 2A4 Seiji Kojima (Nagoya University)
“Roles of nucleotide -binding proteins for regulation of flagellar number and positioning
in the marine bacterium Vibrio alginolyticus”
11:10 - 11:30 2A5 Souichiro Kato
(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
“Microbial energy metabolisms based on electrochemical interaction with solid surfaces”
11:30 - 11:50 2A6 Tamotsu Zako (Ehime University)
“Development of over-1000 nm near infrared fluorescent nanoparticles and application to
cancer therapy”
11:50 - 13:20 Lunch
◇Section 4
13:20 - 13:40 2P1 Tomoaki Matsuura (Osaka University)
“Decorating liposome surface with biological molecule and its application”
13:40 - 14:00 2P2 Shuji Nakanishi (Osaka University)
“Electrochemical control of photosynthetic electron transfer”
14:00 - 14:20 2P3 Satoshi Fujita
(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
“Efficient intracellular delivery of the functional molecules on cell microarray”
14:20 - 14:40 2P4 Chikashi Nakamura
(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

“Functionalized nanoneedle for living cell analysis and manipulation”
14:40 - 15:00 Coffee break
◇Students award speech
15:00 - 15:10 2P5 Student1
15:10 - 15:20 2P6 Student2
15:20 - 15:30 2P7 Student3
15:30 - 15:40 Closing (Katsutoshi Hori)
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平成29年度
第５回
Ｂ人セミナー

国際機関
キャリアガイダンス
～国際機関で働くとは～

国際機関で働くためのグローバル人材とは、どういう人材なのでしょうか。どういう場で働いて活躍しているのでしょうか。
今回は、実際に国際機関で働いている方を数名お呼びし、①これまでのキャリアについて（人生の目標、そのためにどのように
キャリア構築したのか、苦労したこと、大学院までの専門性と国際機関で必要な専門の構築方法など）、②現職をはじめとした国際
機関での仕事ややりがい、③学生らへのアドバイスをお話しいただきます。聴講される学生の皆さんには、今から何をして、どのよう
な経験を積み、どのような職を経ていくとよいのか、今後のキャリアパスに生かすための機会としてもらいたいと思います。

【日時】 ２０１７年１１月３０日（木） １４：００～１６：３０
【会場】 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ＶＢＬ） ３Ｆ ベンチャーホール
【講師】 国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP） 貿易 投資課 経済担当官
阿部 真人氏
国連食糧農業機関（FAO）
井出 望氏
国連工業開発機関（UNIDO） 東京投資・技術移転促進事務所 次長
村上 秀樹氏
【対象】 ポスドク、大学院生 （前期・後期）、学部生 （名古屋大学以外の方も参加可能です）
【内容】 第一部（14：00～16：00）：スライドを用いたプレゼンテーション 【言語：英語】
第二部（16：00～16：30）：フリーディスカッション（学生の皆さんから自由に質問をしてください）【言語：日本語・英語】

【主催】 名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 国際産学連携・人材育成グループ（ビジネス人材育成センター）
【共催】 法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム、名古屋大学 リーディング大学院推進機構、
名古屋大学 国際機構

申込方法
＆
お問合わせ

ＨＰよりお申込みください
（http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career）
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 国際産学連携・人材育成グループ
（ビジネス人材育成センター）

TEL：052-747-6490 E-mail：b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/
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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：出口1
63
から徒歩5分

第 2 回 名 古 屋 大 学 発 ベン チ ャー 企 業 の 集 い

名古屋大学では、2016年7月名古屋大学発ベンチャー企業
への称号授与制度を制定し、2016年9月15社、2017年3月3
社、2017年9月4社、合計22社（うち、2社学生ベンチャー）のベ
ンチャー企業に対して、名古屋大学発ベンチャー称号及び名古
屋大学発学生ベンチャー称号の授与を行いました。
名古屋大学発ベンチャー、名古屋大学発学生ベンチャー、金
融機関関係者、名古屋大学関係者などが一堂に会し、ベン
チャー企業が大学に必要としている支援、金融機関からの出
資・投資へのアドバイス、大学のベンチャー支援への取り組み
などについて相互理解を深めます。

V E N T U R E S

T A L K

2 0 1 7

第1部

参加無料

2017.12 / 1
15:00~17:40
第 2 部

懇親会

金

会場 / 名古屋大学 ESホール

2017.12 / 1 金 18:00〜19:30
会 場 / 名 古 屋 大 学 N I C1 階 I dea Sto a
会 費 / 3 , 0 0 0 円 、学 生 無 料

対 象

▶名古屋大学発ベンチャー 22 社
▶金融機関関係者
▶ファンド投資先
▶名古屋大学の教職員、学生（どなたでも参加可）

【主催】名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部
※本イベントは、文部科学省次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）
の支援を受けた
Tokai-EDGE（Tongali）
プログラムの一環として実施するものです。
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VENTURES TALK
2017
第 1 部

スケジュール（予定）

司会 進 行 ： 名古屋大学 松岡陽子 URA（学術研究・産学官連携推進本部知財・技術移転グループ）

15 : 0 0 〜 15 : 0 5
15 : 0 5 〜 15 : 2 5
15 : 2 5 〜 15 : 4 5
15 : 4 5 〜 16 : 0 5
16 : 0 5 〜 16 : 15
16 : 15 〜 16 : 2 5
16 : 2 5 〜 17 : 0 0

開会挨拶

名古屋大学 財満 鎭明 理事（学術研究・産学官連携推進本部長）

Plug and Play Japan 代表取締役 Phillip Seiji Vincent 氏

｢ テクノロジー アクセラレーター兼投資家の立場から」
株式会社イーディーピー 代表取締役社長

藤森 直治

氏

｢ 産 総 研から製 造業ベンチャーを設立して｣
株式会社名古屋証券取引所 執行役員

鈴木 武久

氏

｢ 名 古 屋 証 券 取 引所のご紹介｣
名古屋市信用保証協会

経営支援部長

飯田 洋一

氏

｢ 創 業 者 支 援について」
名古屋大学 鬼頭 雅弘 教授（学術研究・産学官連携推進本部知財・技術移転グループ）

｢ 名 古 屋 大 学 発 ベンチャーに期待すること｣
休憩
名 古 屋 大 学 発 ベンチャー企業ポスター展示・交流
名 古 屋 大 学 発 ベンチャー企業紹介・大学などへの期待・希望
各 企 業あたり５分程度のプレゼンテーション

17 : 0 0 〜 17 : 3 5

17 : 3 5 〜 17 : 4 0
第 2 部

閉会挨拶

懇親会

18 : 0 0 〜 19 : 3 0

参加申し込み

NU-Rei 株式会社
株式会社U-MAP
ストレックス株式会社
超臨界技術センター株式会社
株式会社フレンドマイクローブ
株式会社トライエッティング
Lawin 株式会社

場 所 / 名 古 屋 大 学 N I C1階 I d e a St o a
会 費 / 3, 000 円、学生無料

【締切】11月20日（月） 【定員】200名
▼ホームページよりお申し込みください。

http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/t-kigyou/ventures-talk/
お問い合わせ

国 立大 学法 人名 古屋 大学 研究協力部 社会連携課

（ベンチャー称号授与担当

谷口・林）

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 ナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）2 階
TEL 052-789-5545 FAX 052-789-2041 E-mail：nu-venture＠aip.nagoya-u.ac.jp
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第８回エネルギーシステムシンポジウム
「需要家サイドにおけるエネルギーリソースへの期待」

■ 講演内容 ■
「エネルギーリソースアグリゲーションの展望」
林 泰弘（早稲田大学 教授）
「太陽光発電の発電予測に関する最近動向」
大関 崇（産業技術総合研究所）
「バーチャルパワープラントへの取組み」
稲垣 征司（株式会社日立製作所）
「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」
植地 修也（中部電力株式会社）
場 所： 電気文化会館 ５階 イベントホール

【会場案内】

名古屋市営地下鉄 東山線・鶴舞線「伏見」駅
④番出口より東へ徒歩2分

日 時： 平成29（2017）年12月1日（金）
13：00～16：30
定 員： 100名
参加費： 無料

電気文化会館

主 催： 名古屋大学 未来材料・システム研究所
協 賛： 電気学会東海支部，IEEE Nagoya Section
事前申込先： 名古屋大学 未来材料・システム研究所 寄附研究部門
（URL: http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/katolab/）
TEL： 052-789-2098 FAX： 052-789-2108 E-mail： mmatsuda@nuee.nagoya-u.ac.jp
※当日受付もいたしますが、可能なかぎり事前のお申込みをお願いいたします。
申込み締切り：11月22日(水）
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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
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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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第 136 回名古屋大学防災アカデミー
気象庁気象研究所地震津波研究部
第３研究室⻑

⼲場 充之

揺れの数値予報
︓次世代の緊急地震速報を⽬指して
2017

.12.5

現在

(⽕)

18︓00 -19︓30
名古屋⼤学減災館 1 階減災ホール

揺れの数値予報

※予約不要・⼊場無料

10秒後

緊急地震速報の本格的な運用が始まってから
20秒後

10 年が経過した． 所定の効果を発揮してきていると
言えるが， まだ， 課題も多い． 特に， 広い震源域をも
つ巨大地震の場合や地震が続発した場合への対応が求めら
れている． 天気の数値予報のように， 地震の揺れを数値予報
することでこれらの課題を克服する研究が進んでいる．

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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高大接続改革シンポジウム

日

場

月6日
12
14:00〜17:00

2017年

時

（13:00 開場・受付開始）

名古屋大学 IB 電子情報館大講義室

所

参加予定人員

約 200 名

主な対象者

高等学校関係者、大学関係者、受験産業関係者

申込方法

Web、FAX、メールのいずれかによる事前申込制
（定員に達し次第、申込みを締め切らせていただきます。
）

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

URL

参加費
無料

総合司会：石井秀宗

Program

14:00

●

開

会

松尾

清一 名古屋大学 総長
元一 名古屋大学 副総長

●

趣旨説明

木俣

14:10

●

話題提供

佐久間淳一
荒幡 克己
飯田 和生
井門 康司

●

15:45

●

総長補佐

主催者挨拶

14:05

15:25

名古屋大学

名古屋大学

文学部長

岐阜大学

応用生物科学部教授

三重大学

学長補佐

名古屋工業大学

副学長

休 憩

パネルディスカッション
パネリスト

川村 昌宏
櫛部 祐成
佐久間淳一
江馬
諭
飯田 和生
井門 康司

愛知県立時習館高等学校
岐阜県立可児高等学校
名古屋大学
岐阜大学

理事・副学長

三重大学

学長補佐

名古屋工業大学

副学長

木俣 元一 名古屋大学 副総長
戸田山和久 名古屋大学 総長補佐
松下

●

総

括

17:00

●

閉

会

校長

文学部長

コーディネーター
16:55

校長

裕秀 名古屋大学 理事・副総長

プログラムの内容等は、諸般の事情により変更となることがありますので、ご了承ください。

主

催：名古屋大学

後

援：名古屋工業大学／岐阜大学／三重大学／愛知県教育委員会／岐阜県教育委員会／三重県教育委員会

お問い合せ先：名古屋大学教育基盤連携本部（TEL:052-789-2161）お電話によるお問い合わせは、平日の 9 時から 17 時までにお願いいたします。
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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 88 回客員教授セミナー

アクティブラーニングの質の向上
－認知学習論の視点から－

森

朋⼦ ⽒

講演概要

（関⻄⼤学教育推進部・教授）

⽇本の教育政策は、質転換答申（2012）、⾼⼤接続答申（2014）、学習指導要領改訂
（2017）をもって、⼀体化改⾰を推し進めている。
「新しい能⼒」
（松下 2013）を獲得
し、予測不可能な社会で⽣徒や学⽣が⽣き抜くためには、アクティブラーニングの導⼊
にとどまらず、その質の向上が必須である。本セミナーでは、認知学習論の観点から学
⽣・⽣徒の学びの構造とプロセスを解明することの意義と、その知⾒を活かした授業デ
ザイン原則について報告する。

2017 年 12 ⽉ 7 ⽇（⽊） 16:00－18:00
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 5F アクティブラーニングスタジオ
参加申込：下記ウェブサイトよりセミナー参加申込をお願いいたします。
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html
○いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利⽤くださいますようお願いいたします。
構内駐⾞された場合の⽤務証明書発⾏はいたしかねますので、ご了承ください。
お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp

Tel: 052-789-5696

【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】
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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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… For the advancement of higher education

大学教務実践研究会

第５回大会

大学教務実践研究会は、教務の現場における事例を持ち寄り、それを整理した上で実践的な知識まで高
めることを目的に活動しています。
第５回となる本大会では、スタッフ・ディベロップメント（SD）の義務化を踏まえ、
「現場で活躍でき
るプロフェッショナルな職員の育成」を全体テーマとして、
「教学マネジメント」
「教務事務」
「教職課
程」をテーマとした３つの分科会を設定し、実践的な知識を共有します。また、６月に開催した初任者
向け講習会の続編をオプションで選択できるようにいたしました。学生が輝く大学・短大・高専づくり
に日々取組まれている教職員の方々のご参加をお待ちしております。

10:00

初任者向け講座

※希望者のみ、いずれか１つを選択していただきます

①教務系高等教育政策用語の基礎知識〜３つのポリシー・GPA を中心に〜
②教員免許状申請における「学力に関する証明書」の作成について
③教務事務関係法規の理解
11:00

開会・大会企画説明

11:05

会場校挨拶

11:10

講演

※本年６月 17 日開催の教務事務初任者向け講習会と同一内容です

村瀬隆彦 実行委員長

山口 大地 文部科学省初等中等教育局教職員課課長補佐
「課程認定申請・変更届実務における職員の力量」

12:30

休憩

13:30

分科会

※いずれか１つを選択していただきます

①教学マネジメントにおける大学職員の役割
②教務事務関連法規

〜運用の実際〜

③教職課程（免許法改正に伴う在学生、科目等履修生の取り扱いについて）
15:00

閉会

2017 年 12 月９日（土）10:00-15:00
※9:30 受付開始です。

会場

：名古屋大学

全学教育棟

定員

：200 名（定員に達し次第、締め切ります）

お申込み ：https://goo.gl/forms/TMJUzZGxn2QKcpzm1
参加費

からお申込み下さい。11 月 10 日（金）締切。

：1,000 円
※当日受付でお支払いください。

※名古屋大学所属の方は無料です。

お問合せ ：kyoumujissen@gmail.com（教務実践研究会）

主催

大学教務実践研究会

名古屋大学高等教育研究センター
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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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気管軟骨

参加者

募集
小学５年生以上

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

じん臓糸球体

ミクロの探検隊®
ほ に ゅ う 類 の 組 織 を
電 子 顕 微 鏡 で 見 よ う

12/16(土)

2017

〆切 12/4(月)

13：00～16：00
名古屋大学総長のお話(講演)も含みます
名古屋大学博物館実験室及び展示室にて､各自､生物顕微鏡
走査型電子顕微鏡を使用して、じん臓や気管などの組織を
観察し、形と働きの関係を学びます。
※費用:５０円（保険料）
※持ち物：筆記用具、あればコンパクトカメラ
※定員：２２名

名古屋大学総長 松尾 清一

対象：小学生５年生～大人

応募方法
往復ハガキに「ミクロの探検隊・組織、郵便番号、
住所、参加者全員の氏名(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
小中高生を優先とさせていただきます。

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駅２番出口すぐ】
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL052-789-5767 FAX052-789-5896
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腎臓の
働きと形
じ ん

ぞ う

腎臓の研究者で医師でもある
名古屋大学総長松尾清一が、
わかりやすく腎臓の解説をします。

12/16

2017年

13:00〜14:00
対象

小学5年〜大人

会場

名古屋大学博物館講義室

土

入場無料
申し込み不要

当日
先着

80

名

名古屋大学総長

松尾 清一
同時
開催
※申し込み必要

ほ乳類の組織を
電子顕微鏡で見よう
生物顕微鏡電子顕微鏡を使って腎臓、気管、
腸などの組織を観察し形と働きの関係を学び
ます。詳細はチラシやWebでご確認下さい。

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番出口すぐ】
〒464-8601名古屋市千種区不老町

TEL 052-789-5767

FAX 052-789-5896
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2017年度白川町・東白川村ORT報告会

自然と向き合い，挑み，巡る
～名古屋大学の学生・教員はこの地域をどう生かす～
日時：12月16日（土）13:30～16:30（開場13:00）
会場：白川町町民会館大研修室
入場無料・事前申込不要

プログラム
13:30

開会
開催挨拶 横家 敏昭（白川町 町長）
今井 俊郎（東白川村 村長）
岡本 耕平（名古屋大学大学院 環境学研究科 研究科長）

13:40

「臨床環境学」研修（ORT: On-site Research Training）について
高野 雅夫（持続的共発展教育研究センター 教授）

13:45

白川町・東白川村臨床環境学研究の報告—修士課程学生グループ

14:05

白川町・東白川村臨床環境学研究の報告—博士課程学生グループ
●Ann SANGEETHA, Lvyun ZHENG, 橋本 洋治
●原 香菜子, 三歩一 孝, Syarifah Dailmunthe

14:35

研究・取組み内容ポスター展示（休憩）

15:00

総合討論（自然に囲まれた地域の生きる道筋 ～自然は宝の山か？金食い虫か？～ ）
討論者：未定
コーディネーター：加藤 博和（環境学研究科 附属持続的共発展教育研究センター 教授）

16:30

閉会
閉会挨拶 久野 覚 （環境学研究科 附属持続的共発展教育研究センター センター長）
主催：名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター
後援：白川町・東白川村
問い合わせ：持続的共発展教育研究センター事務局（杉山）TEL: 052-747-6547
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先進科学塾＠名大

第 17 回講座

ピラミッドに未知の空間を発見！
素粒子物理学者と、気鋭のエジプト考古学者による講演で
4500 年前の建造の、そして現在の研究の、熱い息吹を感じよう！！
催しの情報（事前の申し込みが必要です。）
講師
日時

場所

： 森島邦博（もりしま くにひろ）
河江肖剰（かわえ ゆきのり）
： 2017 年 12 月 17 日（日）
受付：13：00～13：30
講演：13：30～15：30

： 名古屋大学 理学部南館坂田・平田ホール
(詳しい場所はホームページでご案内します。)
対象 ： 小学 5 年生以上～一般の方
定員 ： 300 名
参加費： 無料

講師プロフィール：森島

邦博

名古屋大学 Ｆ研 特任助教
ニュートリノ振動の研究で博士
号を取得後、宇宙線ミューオンを使
った透視技術の開発に携わり、この
秋クフ王のピラミッドに未知の空
間を発見。

講師プロフィール：河江

肖剰

名古屋大学 CHT 共同研究員
気鋭のエジプト考古学者。1992
年～2008 年エジプト在住。
「ピラミ
ッドタウン」の発掘、メンフィス地
区の巨石建造物の３D 計測調査に
従事。
著書に「ピラミッドタウンを発掘す
る」（新潮社）

申し込み方法：
「先進科学塾@名大」ホームページ（http://asw.flab.phys.nagoya-u.ac.jp/）に開講のお知らせを
掲載しますので、講座のお知らせ欄から申し込んでください。受付番号を発行しますので、当日
その番号とお名前を受付でお知らせ下さい。今回は、申し訳ありませんが、はがき、FAX による
申し込みは受け付けません。
実施主体/問い合わせ先：
先進科学塾の会／事務局＠名大 中村光廣
〒464－8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学理学部物理 F 研究室内
電話：052－789－3532、FAX：052－789－2864
問い合わせは、「先進科学塾＠名大」ホームページからも出来ます。
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予約不要 入場無料
未就学児入場可

キ ャ ン パ ス コ ン サ ー ト 2 0 1 7・冬

2017.

12.19

(Tue.)

OPEN 18:00 START 18:30
名古屋大学東山キャンパス 豊田講堂ホール

フルート

松原 雅美

障害等のある方で、配慮が必要な方は、
11月28日（火）までにご相談下さい。

オーボエ

イベール
イベール
イベ
イベール／
ル／間奏曲
間奏曲（フルートソロ）
（フルー
（フ
ル トソ
トソロ）
ロ）
ロ）

小室 真美

コ
コラ
コラン／
ラン／
ン／

コンクールのための独奏曲 第１番
コンクールのための独奏曲
第１番（オーボエソロ）
（オーボ
（オ
ーボエソ
エ ロ）
ロ）
メサジェ／
メサジェ
メサ
ジェ／
ジェ／

コンクールのための独奏曲（クラリネッ
コンクールのための独奏曲
（ ラリ
（ク
ラリネッ
ネットソロ）
ネッ
トソロ）
トソ
ロ）
サ
サン
サン＝サーンス／
ン＝サ
サーン
ンス／
／

デンマークとロシアの歌によるカプリス 作品79
デンマークとロシアの歌によるカプリス
作品79
（四重奏）
（
（四
四重奏
奏）
ほか
ほか

ピアノ

近藤 杏美

クラリネット

小田 美沙紀
♬ お問い合わせ ♬
名古屋大学Development Oﬃce（DO室）
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL:052-747-6558 （平日9:00〜17:00）
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フルート

松原 雅美（まつばら まさみ）

オーボエ

静岡県浜松市出身。9歳よりフルートを始め、信愛学園高等
学校音楽科（現：浜松学芸高等学校音楽科）、愛知県立芸術
大学音楽学部を卒業。同大学卒業演奏会、第23回読売中部
演奏会など新人演奏会に出演。フルートを田中貫一、長山慶
子、寺本義明各氏に師事。室内楽を村田四郎、菅原眸、中川
良平各氏に師事。現在、東海地方を中心にオーケストラ、吹
奏楽、室内楽など演奏活動の他、後進の指導も行っている。
愛知室内オーケストラフルート奏者。一宮市消防音楽隊委託
演奏員。名古屋アカデミックウィンズ団員。

クラリネット

⼩⽥ 美沙紀（おだ みさき）

愛知県立芸術大学音楽学部卒業、同大学院修士課程修了。
オーボエを渡辺潤也、岩崎勇、小畑善昭の各氏に師事。
2002年ザルツブルク、モーツァルテウム夏期講習会にてイ
ンゴ・ゴリツキ氏のマスタークラスを、2008年上石津オー
ボエミュージックキャンプにてフランチェスコ・ディ・ロー
ザ氏のクラスを受講。
現在、東海・関西地方を中心にフリー奏者として活動中。名
古屋二期会オペラ管弦楽団、名古屋ダブルリードアンサンブ
ルメンバー。

ピアノ

広島県広島市出身。愛知県立芸術大学音楽学部音楽科卒業。
クラリネットを小川秀樹、三浦慈子、黒岩義臣の各氏より、
室内楽を村田四郎、和久井仁、原田綾子の各氏より師事。第
28回広島市新人演奏会に出場後、広島プロミシングコンサ
ート2007に選出され、広島交響楽団と共演。また30回記
念広島プロミシングコンサート2012公演のゲストとしてロ
ビーコンサートを行う。第12回大阪国際音楽コンクール管
楽器部門木管Age-Gエスポアール賞。平成29年度前期愛知
県立芸術大学非常勤講師（管楽合奏）。愛知室内オーケスト
ラ、名古屋アカデミックウインズ、Kito’ Akira Brass Band！、
トリオさき、CHIZ 各メンバー。

⼩室 真美（こむろ まみ）

近藤 杏美（こんどう あずみ）
愛知県立明和高等学校音楽科、愛知県立芸術大学音楽学部
卒業。愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士前期課程修
了。第56回全日本学生音楽コンクール高校の部名古屋大会
入選。第11回フッペル平和記念鳥栖ピアノコンクールコン
チェルトコース読売新聞西部本社賞受賞。大学在学中より小
劇場コンサートシリーズや新進演奏家コンサート、オーケス
トラとの共演等、多数の演奏会に出演。
現在、ソロ、アンサンブル、伴奏等の演奏活動をしながら、
後進の育成にも力を注いでいる。これまでに、加藤真弓、清
水皇樹、熊谷恵美子の各氏に師事。
愛知県立刈谷北高等学校、同朋高校音楽科非常勤講師。
会場

お子様が泣いたり声をたててしまう場合は、他のお客
様のご鑑賞の妨げとなりますので、途中退席をお願い
しております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

地下鉄名城線「名古屋大学」駅 ２番出口より徒歩すぐ
※公共交通機関をご利用ください。

名古屋大学
東山キャンパス

豊田講堂ホール
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文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

！
む
求
ア

デ
アイ

アイデアピッチ
コンテスト開催！

海東京
トは東
ン
ベ
本イ

財 団の

支

ます。
開 催し
て
け
援を受

ワクワ
ク
カタチ を
変え に
る！

大学生・大学院生・ポストドクターを対象にアイデアコンテストを実施します。
アイデアの内容は起業をはじめ、企業とタイアップした新事業、社会貢献、
学生イベントを盛り上げるためのアイデアなど、おもしろアイデアならなんでもOK。
優秀なアイデアはTongali プロジェクトが起業に向けてサポートします！
開催日

2017.12.22

16:00〜19:30（予定）

（ 19:30〜20:30 懇親会 ）

▶ 場所 ： 名古屋大学 ナショナル・イノベーション・コンプレックス
（ＮＩＣ）Idea Stoa
▶ 対象 ： 東海地区（愛知県・岐阜県・三重県）および大阪大学

(EDGE-NEXT協力機関）の

すべての学部生・院生・ポストドクター
▶ 優秀賞 ：１案につき

上限10万円 ×5 チーム

（奨励金使用後に報告書の提出が必要になります。）

▶ 個人でもチームでも応募可能

選ばれた方々は、平成30年1月から開
始のセミナー「リーンローンチパッド名
古屋」、優秀チームの中からデンマーク
KAOSPILOTでの課題解決研修に
ご招待します！

▶ 応募受付開始 ： 11/6〜【 締切12 /15
（金）17:00】
▶ 応募方法 ： 下記ホームページより申請書をダウンロードの上、メールフォームよりお申し込みください。

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

※応募多数の場合は事前に書類審査を行う場合があります。

お問い合わせ

情報は随時更新していきますので、ホームページをご確認ください。

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
Tongaliプロジェクト事務局

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

Tongali プロジェクト

で検索 !
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テクノ・シンポジウム 名大

主催
協賛

名古屋大学大学院工学研究科
共催 公益財団法人 日比科学技術振興財団 一般社団法人 日本機械学会 LAJ委員会
一般社団法人 日本航空宇宙学会 中部支部
協⼒ 一般財団法人 トヨタ⼥性技術者育成基⾦

Women in Mechanical & Aerospace Engineering

機 械 航 空 女 子 シ ン ポ ジ ウ ム
2017年

12月26日(火)
くわしくは

名古屋大学 坂田･平田ホール

先着100名様限定

大学の機械航空系学科への進学や機械航空分野への就職に関心のある
中学生以上の女性の方が対象です（参加無料、事前お申込みが必要です）

13:30～17:30

名古屋大学工学部ＨＰ

をごらんください

お問合せ先：名古屋大学 宮田 喜久子 wmae2017@gmail.com

92

“テクノ シンポジウム 名大”

機械航空女子シンポジウム

Women in Mechanical and Aerospace Engineering
２０１７年１２月２６日（火）13:30-17:30 名古屋大学東山キャンパス坂田･平田ホール 参加無料
主催：名古屋大学 大学院工学研究科， 共催：公益財団法人 日比科学技術振興財団，一般社団法人 日本機械学会 Ladies' Association of JSME
後援：名古屋市教育委員会 (依頼中)， 協賛：一般社団法人 日本航空宇宙学会 中部支部， 協力：一般財団法人 トヨタ女性技術者育成基金

多様で調和のとれた技術革新を目指すためには、より多くの女性にこの分野に参加してほしい。
そんな思いのもと、機械航空工学の新しい展開を担う人材を育成するために、
最先端で活躍を続ける大学・企業の女性技術者・研究者をお招きし、
機械航空工学に出会い、興味を持ち、この分野に挑戦する価値について考える機会を提供するシンポジウムです。

----------------------------------------------プ ロ グ ラ ム--------------------------------------------13:00 開場
13:30- 新美智秀 名古屋大学 大学院工学研究科長 ご挨拶
つじ

あ つ こ

13:33- 辻 篤子 先生 「女性と工学が拓く未来」
名古屋大学 国際機構・特任教授，科学記者，元 朝日新聞社論説委員
やまにし

よ う こ

14:10- 山西 陽子 先生 「多分わたしだから作った「針なし気泡注射器」、あなたなら何を作る？」
九州大学 大学院工学研究院・教授，日本機械学会 Ladies' Association of JSME 委員長
かみ で

ひ ろ こ

14:50- 上出 寛子 先生 「科学者の自在性」
名古屋大学 未来社会創造機構・特任准教授

15:20- カフェタイム「講演者と話してみよう」「子育て中の教職員・学生のためのコワーキングスペース」のミニ見学会
や ま だ

(希望者のみ)

はるか

16:00- 山田 悠 様 「モノづくりの魅力！自動車設計の仕事とは」
トヨタ自動車(株) 第2ドライブトレーン開発部
や す だ

とも か

16:30- 安田 知加 様 「エアラインエンジニアってどんな仕事？」
JALエンジニアリング 技術部

17:00- 見学会「わたしの職場をのぞいて行きませんか？」
参加者の希望で４つに分かれて、見学・質疑20分程度を予定。

プレゼンター
う え の



あい

上野 藍（名古屋大学

大学院工学研究科 機械システム工学専攻・助教）

『熱』を究め，地球そして宇宙の未来を拓く
みぞしり



み ず え

溝尻 瑞枝（名古屋大学 大学院工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻・助教）

事前登録制 定員 100 名
参加無料

マイクロ・ナノ領域での微細加工，材料評価，材料創成とそのアプリケーション
あんどう



よ り こ

安東 頼子（名古屋大学

大学院工学研究科 機械システム工学専攻・特任助教）

生物に学び，生物を究める機械工学：バイオメカニクス
み や た



き

く

こ

宮田 喜久子（名古屋大学

大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻・助教）

航空機・宇宙機を自在に操る全ての根幹となる技術



講師 1 人に対して 10 名程度。



講師と参加者が本音で議論ができる
イベントを目指しています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------お問い合わせ ―――――会場案内図―――――
名古屋大学
宮田

喜久子

大学院工学研究科

―――――参加案内―――――


航空宇宙工学専攻

事前登録制となっております。下記サイトにて 11 月 1 日
12:00－受付いたします。イベント詳細もこちら。
http://jupiter.nuae.nagoya-u.ac.jp
/wmae/

wmae2017@gmail.com

名古屋大学の事務室や教職員への直接のお問合せはご遠慮ださ







大学の機械航空系学科への進学や機械航空系分野への就職に
関心のある中学生以上の女性の方が対象です。
機械航空以外の理系分野に興味がある方や、名古屋大学以外
の大学を志望される方もぜひご参加ください。
御父兄様も参加可能です。当日参加も可能ですが、
事前登録にご協力いただけると助かります。
自家用車でのご来場はご遠慮ください。
その他お問合せはこちら wmae2017@gmail.com
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