
平成30年2月21日 

平成 29年度第９回名古屋教育記者会懇談会 

テーマ 議 題 担当 

Ⅰ 輝け！名大生 １．起業している社会人学生の紹介 

～ 株式会社フランジア ～ 

経済学研究科博士

課程前期課程 2年 

服部 裕輔 

Ⅱ ハイライト ２．アジアでの法整備を支援！ 

～ カンボジア日本法教育研究センター設立 

10周年記念行事 ～ 

３．さらなる産学連携の推進を！ 

～ ラクオリア創薬産学協同研究センター設置 ～ 

４．環境への配慮が評価される！ 

～ 平成 29年度省エネ大賞省エネ事例部門 

資源エネルギー庁長官賞（業務分野）受賞 ～ 

５．世界に向けたジェンダー平等のための取組の 

発信！ 

～ 2018.3.16名古屋大学 HeForShe国際セミナー 

/ NU Run for HeForShe ～ 

６．学生主体の恒例イベント！ 

～ 名古屋大学下宿用品リユース市 ～ 

瓦井法学研究科特

任講師 

山中環境医学研究

所長 

田中施設・環境計画

推進室特任教授 

岡田副理事 

松尾総長 

Ⅲ その他 ７．来年度の開催予定 ほか 松尾総長 
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Hanoi Ho Chi Minh Da Nang Tokyo Shimane Nagoya Oita Dhaka Singapore  Phnom Penh Cebu   

日本、ベトナム、フィリピン、カンボジア、バングラディシュ、シンガポールの
6カ国、11都市、約1,000名からなるグローバルITカンパニー

①SOFTWARE DEVELOPMENT
＝プロダクト開発（システム設計・UI/UX設計・デザイン・インフラ構築を含む）

②BUSINESS DEVELOPMENT
＝スタートアップのアクセラレートプログラム

③HUMAN DEVELOPMENT
＝テクノロジー人材育成

ABOUT US
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“人々を熱狂させる様な”AWESOME!”
明るい未来を切り開く事に貢献し続ける”をモットーに、世の中が思わず

"Awesome!" つまり「すげー！」とか「やべー！」と言ってしまう様な感動体験を
たくさん産み出していくことをミッションにしています。

OUR VISION

WE MAKE IT AWESOME!
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品質とスピードを両立
・リーン・スタートアップやアジャイル開発のアプローチ
・Ruby on Railsをはじめとした高速なプロトタイピング
・独自に構築したCI/CD環境

上場(IPO)を通じて新たなステージにチャレンジしているパートナーも多数

150社、200を超える開発実績
スタートアップ、新規事業の立ち上げにフォーカス

大手企業の新規事業の立ち上げも続々とサポート

SOFTWARE DEVELOPMENT

業界大手の日本交通のITを担うJapanTaxiソニー発のコーポレートベンチャーである
Sony Global Education

国内最大のMBAスクールを運営するGlobis学習支援クラウドサービスを展開するソフト
バンクとベネッセの合弁会社Classi
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全国タクシー
Japan Taxi株式会社
アプリ 決済 配車

NewsPicks／SPEEDA
株式会社ユーザベース

アプリ プラットフォーム SNSWeb メディア

cakes／note
株式会社ピースオブケイク
アプリ Web プラットフォーム

いつもNAVIシリーズ　多言語アプリ
株式会社ゼンリンデータコム
アプリ 地図

Whytlink（ホワイトリンク）
リーズンホワイ株式会社
アプリ 医療 SNS出版

KOOV
株式会社ソニー・ グローバルエデュケーション
アプリ プログラミング学習

Ruby on Rails Android iOS MySQL Ruby on Rails Unity MySQL Java Scala Selenium

Ruby on Rails Android iOS AngularJS Android iOS Java Objective-C Ruby on Rails Android iOS MySQL

OUR PROJECTS
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aruku&（あるくと）
株式会社マピオン
アプリ ゲーム

らくらく連絡網
株式会社イオレ
アプリ アドネットワーク メーリングリスト

Yahoo!予約 飲食店
ヤフー株式会社
アプリ 予約 飲食

EventRegist
イベントレジスト株式会社
アプリ イベント管理

Filmarks
株式会社つみき
アプリ 映画 SNSソーシャル

たまごリピート・ヒキアゲール
テモナ株式会社

Web マーケティング定期通販 決済

Ruby on Rails ReactJS Ruby on Rails Android iOS MySQL Ruby on Rails

Android Swift PHP Symfony Ruby on Rails PHP

OUR PROJECTS
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BUSINESS DEVELOPMENT

開発そのものだけでは無くサービスの成功をゴールとしているため、よりサービスの成長にコミット出
来るように資本の出資や立ち上げ時のアクセラレートなども積極的に行っています。自社プロダクトも
多く開発していますが、事業として独立採算で運営出来ると判断した時には、スタートアップとして独
立させ、別法人を立ち上げ運営をするようにしています。そうする事で我々はスタートアップのプラッ
トフォームとしてのパフォーマンス向上、独立した法人は事業運営にそれぞれ集中する事が出来ます。

サービスの成功にコミットする
アクセラレータープログラム

アパレル業界向け対話型O2Oコマース支援アプリの開発・運
営などを行うスタイラー社の「FACY」の開発を支援。フラン
ジアのエンジニアリソースと豊富な経験を活用するとともに、
フランジアの国内のサービスを海外向けにローカライズして
いく経験と実績をもとに、海外展開も視野に入れています。

アクセラレータープログラム開発事例
スタイラー株式会社「FACY」

BUSINESS DEVELOPMENT
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Hishab Ltd.
アジア最貧国バングラデシュで、世界初のテクノ
ロジーで新興国の課題を解決するソーシャルビ
ジネスを展開するベンチャー企業。電話を掛け
るだけで利用できるボイスユーザーインターフェー
スのERPソリューションを展開しています。

日本酒応援団株式会社
全国各地の酒蔵や大手百貨店と提携し、これまで
にない日本酒の商品企画からデザイン、ブランディ
ングを行い、日本と世界に向けて新しい日本酒の
市場を開拓しているベンチャー企業。全量、純米・
無濾過生原酒にこだわり醸造・販売を行う。

ジェイピーモバイル株式会社
上海と日本に拠点を持ち、訪日外国人旅行者向け
にSIMカードやスマートフォンの販売を行ったり、
民泊事業者向けに特化したWi-Fiルーターのサービ
ス提供や、業界特化型MVNO、インバウンド広告
事業などを展開するベンチャー企業です。

株式会社TENT
高級キャンプ用品からキャンピングカーまで、様々
なキャンプギアをレンタル、シェアできるサービ
ス「Tental」をはじめ、キャンプに関する情報
メディア「CAMPIC」を開発・運営するアウト
ドア界の注目スタートアップ。

株式会社トライエッティング
名古屋大学発人工知能ベンチャー。業界最高クラ
スの精度を誇る需要予測を活かした在庫管理シス
テムや人工知能によるハイパフォーマンス人材の
予測システムなど、あらゆる領域の事業課題を解
決するAIソリューションを提供している。

株式会社ZENKIGEN
画面接採用ツール、HARUTAKAを運営する株式
会社ZENKIGEN。選考の場所や時間の制約を無く
し、選考機会の最大化を実現するとともに、レジュ
メだけでは判断できなかった「印象」もチェック
可能な次世代採用管理ツールです。

OUR INVESTMENTS
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・独自の教育カリキュラムの作成
・現地トップ大学と提携したグローバルIT人材の育成

ベトナムでは理系最高峰のハノイ工科大学、ベトナム国家大学、ダナ
ン工科大学と共に、日本語可能なIT人材育成の選抜コースを運営。

・ナレッジ共有プラットフォーム「VIBLO」の運営
・プログラミング関連のイベントの開催

アジア各地のトップレベル大学と
産学連携でグローバルIT人材を育成

蓄積したナレッジをシェアする
オープンなコミュニティ活動

HUMAN DEVELOPMENT
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 Phnom Penh 

ABOUT US
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①ベトナムにおける
高度IT人材育成の事例
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　　　　　高度IT技術✕日本語人材育成プロジェクト

ベトナムトップ理系大学
ハノイ工科大学
HEDSPIのご紹介
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日本のIT人材は30万人以上の不足に陥る

2 0

日本のIT部門の10％が、IT組織の「一員」としてロボットや
スマート・マシンを採用

オフショアを実施する日本のIT部門の50％が、
コスト削減ではなく人材確保を目的とする

非IT部門が単独で進めるITプロジェクト (開発・運用・保守)
の80％以上が、結局はIT部門の支援・助力を必要とする

ガートナー ジャパン株式会社の調査

日本国内の出生率低下、労働人口の高齢化によりIT人材は大幅に不足し、海外
リソースに頼らざるを得なくなり、今後、海外人材活用のノウハウを蓄積して
いるかどうかが業績に影響を及ぼす可能性がでてくる。

https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20170124-01.html
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ベトナムの持つ可能性①　親日国であるベトナム人の気質

日本に興味を持っている親日家が多い
日本はベトナムの政府開発援助金（ODA）供与国として、人材育成や法制度整
備、国道や電力などインフラ整備のための技術協力を実施。電通の「ジャパン
ブランド調査2015」では、調査対象国の中で「日本のことを好きな国」として
1位になっています。日本は、敗戦後の復興から驚異的なスピードで経済大国
へと成長を成し遂げた国としてお手本にすべき対象であり、ベトナムの家族に
とって「日本で働く技術者の親類」は誇りとされています。

日本の企業文化に馴染みやすいベトナム人の気質
ベトナムは日本と同じ仏教の教えが根付く国なので、宗教的な価値観による違
いはほぼ感じられません。一般的に、北部（ハノイ）出身者は忍耐強く勤勉で
努力家、南部（ホーチミン）出身者は明るくおおらかな性格と言われていま
す。どちらも共通して人情に厚く、家族やつながりをとても大切にします。丁
寧にコミュニケーションを取り、信頼関係を築けば、日本人のメンバーと同様
に事業の成功にコミットしてくれます。
特にジョブフェアに参加する学生は、日本文化や環境に馴染もうとする意識を
持ち、成長意欲や向上心が高いです。在学中は朝の6時から授業を受ける生活
を続けているため、勉強することを苦に感じないメンタリティがあります。こ
れらの気質は、高度成長期の日本人に似ていると言われています。

日本に対する好意度がもっとも高い国
ジャパンブランド調査2015
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ベトナムの持つ可能性②　理系人材育成への取り組み

ベトナムでは理数系教育に注力しているため優秀な技術者が育つ土壌がある
ベトナムのGDPに対する教育への政府支出割合は、日本は3.77％であるのに対して、5.65％と世界的に見ても
高い水準を保っています。なかでも特に理系・工科系の教育に注力しており、国際数学オリンピック※1、情報
オリンピック※2、物理オリンピックでゴールドメダリストを排出する常連国です。
※1 高校生以下を対象とした数学の問題を解く能力を競う国際大会で毎年100ヶ国前後が参加する権威ある大会
※2 同じく高校生以下を対象としたプログラミングでアルゴリズムを解く国際大会

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

ベトナム 9位 7位 10位 5位 11位

日本 17位 11位 5位 22位 10位

国際数学オリンピックの結果

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

ベトナム 10位 16位 16位 8位 7位

日本 4位 15位 8位 5位 34位

国際情報オリンピックの結果
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ベトナム理系大学ランキング

No. 大学名 最低合格点

1 ハノイ工科大学 23.5
2 ベトナム国家大学（ハノイ） 22

3 ベトナム国家大学（ホーチミン） 21.5

4 ホーチミン工科大学 21.5

5 ダナン工科大学 21.5

6 ベトナム国家科学大学（ハノイ） 21.5

7 ベトナム国家科学大学（ホーチミン） 21.5

8 運輸通信大学 18.5

9 電力大学 18

10 水資源大学 15

2014年の大学入試3科目(化学、物理、数学)30点満点の試験でハノイ工科大学は最低合格ラインが最も高く23.5点でした。
これはベトナムで入学するのが最も難しい大学であることを意味します。
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ハノイ工科大学の特徴
ハノイ工科大学は1956年に理系分野の教育・研究活動において先導的
役割を果たすために設立されたベトナム最初の国立技術系総合大学で
す。日本のODAによってHEDSPIという日本語が使えるエンジニアを
育成するプロジェクトを行っており、日本の多くの大学と交流協定を
結んでいます。

ハノイ工科大学の学生の特徴
1.労働意欲が高く、勤勉である
2.勉強が自分のためではなく、家族や国ためと考える傾向にある
3.地頭が良く創造力がある（主体性と長期的思考に欠ける傾向がある）
4.プログラミングスキルが他大学の学生に比べて高い
5.新しい知識や技術を身につけることに対して貪欲である
6.細部の確認などは不得意（ベトナム人全般に言える傾向）
7.自尊心が強く、若干自信過剰なところがある

交流協定を結んでいる大学
東京工業大学、京都大学、東北大学、慶應義塾大学、立命館大学、会津大学、金沢大学、岐阜大学、長
岡技術科学大学、同志社大学、名古屋大学、奈良先端科学技術大学院大学、他多数

TOP of the TOPと言われる理由

人数 割合

出生数 1,700,000

ハノイ工科大学入学 3,500 0.206%

IT学部入学 600 0.035%

HEDSPI選抜 120 0.007%

国費留学 20 0.001%

出生数170万人に対して、HEDSPIに選抜される学生は
年間120人。これは割合にすると 0.007%になります。
さらに国費留学に選ばれる学生は、20名で0.001%の優
秀な人材と言えます。
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ハノイ工科大学 HEDSPI プロジェクトとは？

2006年に日本語のできる高度IT人材を育成するために日本政府のODAでハノイ工科大学にて開始
ODAで始まった取り組みを2014年にフランジアが継承
毎年、入学者3500名のうち、最も人気の高いIT学部に合格した600名から120名を選抜
※ベトナム国内の大学進学率は15%

日本語や日本の商習慣、プログラミング教育をし、ITSS レベル3※の人材育成を行う
※業務に必要な知識を持ち合わせ、独力で業務を進めることができるレベル

ハノイ工科大学ITSS教育能力強化プロジェクト

経済産業省が策定したIT技術者の実務能力指標「情報
処理技術者スキル標準（ITSS）」を基に、大学のカリ
キュラム、シラバス、教材の開発、教授法を伝授。

高等教育支援事業（ITセクター）

機材の購入や日本語教育、日本の大学（立命館大学、
慶應義塾大学、会津大学）へのHEDSPIから約20名の
留学生派遣（2014年終了）を行う。

HEDSPIの2つの構成

＋

HEDSPI（Higher Education Development Support Project on ICT）
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HEDSPI のシラバス
１年生と２年生の講義内容
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３年生と４年生の講義内容

HEDSPI のシラバス
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５年生の講義内容

1年生：C言語
2年生：C言語
3年生：Java（Androidではない）
4年生：Ruby（Framgia提供・ベトナム語）
　　  ：PHP/Python/Javascript (学生によって異なる）

学年ごとに学ぶ言語

HEDSPI のシラバス
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 Phnom Penh 

ABOUT US
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②日本における
AI･IoT･ビッグデータ人材育成の事例
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 Phnom Penh 

ABOUT US
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Real-World Data 
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カンボジア日本法教育研究センター設立10周年
本学カンボジア修了生外務大臣表彰

2018年2月

１

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）

　　　資料２
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アジアに展開する
８つの海外研究教育拠点

ガ ジ ャ マ ダ 大 学
インドネシア・日本法教育研究センター

タ シ ケ ン ト 国 立 法 科 大 学
日 本 法 教 育 研 究 セ ン タ ー

教育

2005設立

モ ン ゴ ル 国 立 大 学
日 本 法 教 育 研 究 セ ン タ ー

教育

2006設立

カ ン ボ ジ ア 王 立 法 経 大 学
日 本 法 教 育 研 究 セ ン タ ー

教育

研究
2008設立

ハ ノ イ 法 科 大 学
日 本 法 教 育 研 究 セ ン タ ー

教育

研究
2007設立

ホ ー チ ミ ン 市 法 科 大 学
日 本 法 教 育 研 究 セ ン タ ー

教育

2012設立

ヤ ン ゴ ン 大 学
ミャンマー・日本法律研究センター

研究

2013設立

ラ オ ス 国 立 大 学
ラオス・日本法教育研究センター

教育

研究 2014設立

研究

2014設立
35



立法、法の運用ができる人材育成

日本法を日本語で学び、日本法と
自国の法を比較することで、自国
の法をより深く、客観的に理解で
きるようになる。
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カンボジアと日本との関係

内戦中に知識人が虐殺

JICA、ODAの援助

チュルイ・チョンバー橋（友好橋）

日本の
国旗

500リエル紙幣
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日本法センター修了生の活躍（2017年9月）

全修了者数約230名

カンボジア2008年設立

名古屋大学
大学院法学
研究科進学

11名

修了生
修士：4名
博士：1名

【就職先】
内務省、労働仲裁委員会、憲法院、
日系法律事務所、JICA、弁護士事務所
等

現役
修士：3名
博士：3名

修了生：48名 進学

就職
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名古屋大学修了生の活躍

年 センター名 修了生

2015 ウズベキスタン Barhanov Acmal 国会議員

2016 モンゴル Batbold Amarsanaa

モンゴル国立大学学科長

2017 ハノイ Le Thanh Long 司法大臣

2018 カンボジア Hor Peng 国立経営大学学長
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外務大臣賞授賞
「日本とカンボジアとの総合理解の促進」

 チェット・チアリー氏

国際開発（GSID）博士号 2002年3月

王立プノンペン大学学長

 ホー・ペン氏 法学研究科博士号 2005年3月

王立経営大学学長

2008年開所当時 王立法経大学行政学部長
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祝賀記念行事

◇2月25日：名古屋大学同窓会 および
日本国外務大臣賞受賞（チェット・チアリー氏
ホー・ペン氏）祝賀会

◇2月26日：カンボジア日本法教育研究センター
10周年記念式典

主催：カンボジア王立法経大学
名古屋大学法学研究科
名古屋大学法政国際教育協力研究センター
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記者懇談会

「ラクオリア創薬産学協同研究センター」
を設置

−名大発の創薬へ向けて産学協同研究を加速 −

＊本学初のセンターを環境医学研究所に＊

環境医学研究所

山中宏二

資料３
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環境医学研究所

神経科学

次世代創薬研究センター

・産学連携プロジェクト

・動物実験施設

人体環境の恒常性維持と破綻メカニズム
の解明と医学応用・創薬シーズの開拓

遺伝素因、生活習慣、ストレス

内分泌
・代謝学

ゲノム
科学

肥満マウス

ドラッグデリバリ

小動物用MRI

代謝測定装置

環境シミュレーション

行動神経薬理

光遺伝学による
神経活動制御

グリア細胞・神経炎症

産学協同研究部門
(ラクオリア創薬)

H26〜

医学系研究科：
産学協同研究講座
(ラクオリア創薬)H27〜

創薬科学研究科：
産学協同研究講座
(ラクオリア創薬)H27〜

背景

出口戦略

・疾患モデル動物を使った基礎
医学研究、創薬研究に強み

・精神・神経疾患
（不眠、認知症、神経難病ほか）

・生活習慣病
（肥満、糖尿病、肝疾患）

・ゲノム科学、がん
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ラクオリア創薬

会社名
ラクオリア創薬株式会社

設立
2008年2月
（2008年7月 事業開始）

株式上場
2011年7月
（東証ジャスダック市場 グロース）

社長
谷 直樹

従業員数
60名（2018年2月1日現在）

資本金

27億6,297万円

会社設立経緯

ファイザー中央研究所からスピンアウトし、
従業員約60名でラクオリア創薬をスタート

研究内容

最先端の創薬研究技術を活用し、疼痛領域、
消化器疾患領域を中心に新たな低分子開発化
合物を創出する

背景
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大手製薬企業による創薬

標的分子
化合物

スクリーニング

リード

取得

リード

最適化
前臨床 臨床開発

死の谷 ＝ 大きなリスク

承認申請

販売

背景

大手製薬企業による創薬

デメリット

高額な研究開発費用

承認・販売にいたる成功率の低さが近年問題に
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前臨床標的分子
化合物

スクリーニング

リード

取得

リード

最適化
臨床開発

死の谷 ＝ 大きなリスク

承認申請

ラクオリア創薬 製薬企業

ビジネスモデル
 探索研究からの創薬研究を実施し、創出した新薬の種を早期ステージで製薬会社

へ導出して収益を獲得。

 アカデミアとの探索段階からの共同研究を積極的に推進し、アカデミア、製薬企業
とのオープンイノベーションを実践。

アカデミア
（名古屋大学）

導出

ラクオリア創薬とのユニークな
イノベーション

背景

創薬ベンチャーの創薬

アカデミアとの協同による、
オープンイノベーション

名大病院での臨床研究
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保有数 38万
化合物合成

週150可
High 

Throughput 
Screening 

• 化合物ライブラリー
- 豊富な化合物を継続拡充

• 化合物の合成と分析
- 自動化システムの確立

• スクリーニング
- SCARAロボットシステム導入

- オートパッチ（QPatch）導入

• 国内外の製薬企業で
の豊富な創薬研究経
験を有する研究員

• 「疼痛」、「消化管
疾患」領域に精通し
た研究員

• イオンチャネル創薬
分野で複数の製薬企
業と共同研究を実施

創薬シーズ・世界レベルのサイエンス・cutting  edgeの技術
標的疾患領域の拡大：癌、代謝性疾患、循環器疾患、等
医学部における臨床研究へのアクセス

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

・
リ
ソ
ー
ス

ラクオリア
研究インフラ

研究インフラを学内に誘致して、
産学の強みを融合

名古屋大学

背景

ハ
ー
ド
・
イ
ン
フ
ラ

ソ
フ
ト
・
イ
ン
フ
ラ

迅速かつ連続的に企業に技術移転 47



産学協同研究の実績と今後

1

2

3

4

5

6

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
件
数

特
許
件
数

導出 臨床研究

導出
臨床
研究

導出

産学連携
部門・講座

産学協同研究
センター

産学協同研究の実績

12件の共同研究の実施

2件のプロジェクトにおいて、

リード化合物候補の同定

センター後の研究計画

毎年２件以上の新規共同研究

センター後に期待される

アウトプット

大手製薬企業への導出：

3件以上

名古屋大学医学部での臨床研究：

2件以上

実績と展望
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センター設立前
３部局に独立して
産学協同講座が設置

創薬科学研究科
・新薬創成化学講座

環境医学研究所
・薬効解析講座

医学系研究科
・薬剤科学・分析化学講座

センターの将来展望展望

名大発の医薬創出

創薬の社会実装
・神経系（痛み）、消化器
＋

・がん
・生活習慣病
・循環器疾患（心不全）

 本学初のセンター

 医薬系3部局連携の強化

 産学協同研究の加速

 意志決定の迅速化

センター設立後
３部局が相互連携

特徴
 企業の研究施設が学内に
 国内唯一の協同研究形態 49



名古屋大学産学協同研究センター

Ａ研究科 Ｂ研究科 Ｃ研究科 Ｄ研究所

･〇〇講座 ･○△講座 ･○◇講座 ･○□部門

･△○講座 ･△△講座 ･△◇講座 ･△□部門

･◇○講座 ･◇△講座 ･◇□部門

･□○講座 ･□△講座 ･□□部門

・ ・ ・

・

・

・

名古屋大学

〈29講座･部門_H30.1.1現在〉

Ａ研究科 Ｂ研究科 Ｃ研究科 Ｄ研究所

･〇〇講座 ・ ・ ･○□部門

・ ･△△講座 ･△◇講座 ･△□部門

･◇○講座 ･◇△講座 ･◇□部門

・ ・ ・

・

・ ･☆☆センター ･★★センター

・ ･△○講座 ･□□部門

・ ･○△講座 ･□○講座

･○◇講座 ･□△講座

名古屋大学

産学協同講座 産学協同研究センター

 異なる研究分野を融合・集約
 新たなイノベーションを加速

研究計画･進捗状況の透明化
と安心をもたらす「運営委員会」

研究室(講座･部門)の管理 → 研究者

センターの管理 → 運営委員会

研究計画(ロード
マップ)に添って進
捗状況を透明化し、
組織的に管理

・課題整理
・ロードマップ
・進捗報告
・成果活用

運営委員会〈例〉

密接なコミュニケーションによる研究マネジメント

関係研究科
及び研究所
の教員等

センター
の教員等

これまでの

これからの

センター制度化
(H28.3.1～)

参考資料
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記者懇談会配布資料 

2018.02.21 名古屋大学環境医学研究所 

「ラクオリア創薬産学協同研究センター」を設置 

− 名大発の創薬へ向けて産学協同研究を加速 − 

 設置の目的

 この度、名古屋大学初の産学協同研究センターとして、「ラクオリア創薬産学協同研究

センター」を設置します。本センターは、多彩な技術やシーズを保有する本学教員と、新

薬創出を目指すラクオリア創薬との間で共同研究を継続的に推進することにより、本学の

創薬研究活動をさらに加速させることを目的としています。 

 設置の経緯

平成 26年 4月 1日、本学環境医学研究所に産学協同研究部門「薬効解析部門」が設置

され、さらに平成 27年 4月 1日、大学院医学系研究科に「薬剤科学・分析化学講座」お

よび創薬科学研究科に「新薬創成化学講座」がそれぞれ設置されました。これらの産学協

同究部門および講座により、ラクオリア創薬株式会社との本格的な産学連携が実施されて

まいりました。 

この度、オープンイノベーションをより活性化するため、３部局の３つの同部門及び講

座を統合し、産学協同研究センターを設置することが決まりました。今回設置するセンタ

ーをハブとして医薬系３部局の連携を強化することにより、本学研究成果の迅速かつ連続

的な産学協同研究への移行が可能となり、本学の創薬開発の推進が期待されます。 

 研究内容および概要

医薬品候補化合物の創出を目指した研究活動 

「薬効解析部門」 

 創薬標的分子の同定および検証

 化合物評価系の構築および化合物ライブラリーのスクリーニング

 新規医薬品候補化合物の薬効・薬物動態・安全性評価

「新薬創成科学部門」 

 新規医薬候補化合物の合成

 創薬標的分子の構造情報および構造活性

相関情報を基にした新規化合物のデザイ

ン薬剤開発ならびに分析化学

 設置予定日：2018年 4月 1日

 お問い合わせ先

担当窓口：名古屋大学研究協力部社会連携課 

TEL：052-788-6144 

＊ニュースリリースの内容は発表時のもので

す。時間の経過、または、様々な後発事象に

よって最新の情報と異なる場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。 
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低炭素エコキャンパス実現に向けた

教職協働によるエネルギーマネジメント

国立大学法人 名古屋大学

名古屋大学キャンパスの概要

１９３９に創設された、9学部１３研究科を擁する総合大学

❶ 主要なキャンパス： 東山, 鶴舞, 大幸 の3キャンパス

❷ 建物延べ床面積： 約７３万㎡（４３０棟）

❸ 構成員数： 約2.2万人（非常勤職員除く）

❹ 第1種エネルギー管理指定工場（省エネルギー法）

東山・鶴舞キャンパス（名古屋市第１位のｴﾈﾙｷﾞｰ消費事業者）

サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）

第３回サステイナブルキャンパス賞 受賞 と W受賞

Nagoya University

資料４
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次世代対応運用面

2005年度比のCO2排出削減目標

CMP2010：2014年度までに20%削減
CMP2016：2024年度までに30%削減

●キャンパスマスタープラン（CMP）2016 基本コンセプト

●CMP2016 CO2削減アクションプラン

施設整備

名
大
の
Ｃ
Ｏ
２

削
減
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（

Ｃ
Ｍ
Ｐ
２
０
１
６

）
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省エネルギー対策の主要な成果

CO2排出量： 2015年度実績、対 ’05年度 24.7% 削減

2006年度からの累積エネルギー削減量：57,194 kL（原油換算）

名
古
屋
大
学
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
成
果

CMPで定めたCO2削減の評価方法：

2006年以降のエネルギー消費量は、2006年以降に新築された建物およびｽｰﾊﾟｰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ更新などの大型機器導入分を当該年度の実績から差し引いて評価する。
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ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 [千kL/年] 「省ｴﾈﾙｷﾞｰ法」報告実績

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 [kL/千㎡]

CO2削減率

24.7

52.7(全ｷｬﾝﾊﾟｽ)

(東山・鶴舞)
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名古屋大学のエネルギーマネジメントの実施体制

施設整備、運営・管理は 「キャンパスマスタープラン」の方針に基づいて実行

キャンパスマネジメント が支援

❶ ファシリティ ❷ エネルギー

❸ デザイン

キャンパスマネジメント・ｸﾞﾙｰﾌﾟ

(CMG)

❶ 大学執行部

❷ 施設管理部（職員）

❸ 施設・環境計画推進室（教員）

→教職協働

●キャンパスマネジメントのフロー

●キャンパスマネジメントの実施体制

名
古
屋
大
学
の
主
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
メ
ニ
ュ
ー
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名
古
屋
大
学
の
主
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
メ
ニ
ュ
ー

包括的・持続的な省エネルギー対策（約20年間）

長期にわたり 多種・多様な省エネ対策メニューを実施

・省エネ推進経費

- 既存建物の網戸

- ｻｰﾊﾞ買い替え

- ﾌﾘｰｻﾞ買い替え

- 小規模ｴﾘｱLED化

- 小規模省ｴﾈ改修

・性能検証・改修提案
- 省ｴﾈﾙｷﾞｰ診断

ｿﾌﾄｳｪｱ

対策

キャンパス

マスタープラン

中期目標・中期計画

省エネルギー法

・省エネ制御の投入

- 消し忘れ防止

- 空調省エネ制御

・電力デマンド対策

- 電力使用”見える化”

- 最大電力”見える化”

etc.

新築・改修

対策

機器更新

対策

・計画機器更新

- 空調更新

- 照明LED化

etc.

既存装置

対策

構成員の

運用対策

・省ｴﾈ･節電実行計画

- 全学の対策ﾒﾆｭｰ （15年経過）

- ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ･ｼｽﾃﾑ試行

- 契約電力超過ﾍﾟﾅﾙﾃｨ･ｼｽﾃﾑ試行

etc.

外部資金

省エネ化

・ESCO事業

- 図書館

- 病院

- 動物実験棟

・補助金取得

- ZEB改修

etc.

創エネ

設備導入
・太陽光, 風力発電

-施設整備補助金整備

-自助努力整備

-発電ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ分析

・部局独自の取り組み

- 節電ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

- 省ｴﾈﾙｷﾞｰ診断

etc.

・学内整備標準の策定

- 高気密・高断熱

- 日射遮蔽

- LED照明の採用

- 高効率機器の採用

- 自然換気促進

- ｱｰｽﾁｭｰﾌﾞ

- 網戸導入 etc.

組織・体制

づくり

・学内規定の作成

- 全学委員会の設置

- 支援組織の結成

etc.

・バイオマス発電

-燃料供給分析

-発電ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ分析 56



ES総合館：南面（新築） 理学E館：南面（改修）理学南館：西面（新築）

●建築的工夫による対策： 日射遮蔽材の設置

学内建築ストックの省エネ品質確保

１｜ 新築・改修時の「標準仕様」の策定・運用

❶ 建築的な配慮（高断熱化・通風促進・日射遮蔽 など）

❷ 設備的な配慮（容量適正化・高効率機器・全館LED など）

❸ 建物詳細エネルギー計測システムの導入（2002年~）

❹ 自然エネルギー利用（アースチューブ:5建物，PV導入）

2 ｜ インハウス・ビルコミッショニング（性能検証）

❶ 企画・設計要件書(OPR)発行の標準化：10棟に適用

❷ エネルギー削減目標を設定：20～40%削減

❸ 運用後に達成状況を確認：1,127 kL/年 削減

●インハウスによるビルコミッショニング実施体制

･ 

発注者 

施設管理部 

(企画フェーズ) 

(設計・施工フェーズ) 

(管理・運用フェーズ) 

設計請負者 
(設計フェーズ) 

工事請負者 
(施工フェーズ) 

納品・発注 

ＣＭＴ (コミッショニング・

マネジメント・チーム) 

施設・環境計画推進室 

工学部施設整備推進室

助言 
・ 
相談 

使用者 

教員代表 

担当事務

学内協力者 

教員･学生 

技術支援職員
ＣＴ 

コミッショニング 

チーム 

対応･要望 

要請･分担 

建
物
の
建
設
・
大
規
模
改
修
時
の
取
り
組
み
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計
画
的
か
つ
多
様
な
財
源
に
よ
る
既
存
設
備
の
更
新

多様な財源による既存設備の省エネ更新

１｜ 中長期保全計画にもとづく計画的な機器更新

❶ 5.2億円/年 を学内で捻出

❷ 空調更新：42棟（687系統）、照明LED化：1万台

❸ 2010~2015年：1,624kL/年 削減

2 ｜ ESCO事業による大規模設備改修

❶ 中央図書館, 動物実験施設, 附属病院等

❷ 「管理一体型」契約で継続的な運用改善

❸ 適用から8年間で、累計 27,859 kL 削減

3 ｜ 省エネ推進経費による小規模改修

（地下水浄化事業益）

❶ ユーザ主導の小規模な改修・実験装置の省エネ更新

❷ 3~4千万円/年を確保、投資額7割補助、3割分割返却

❸ 2008年から9年間で3億円投入：累計 1,927 kL 削減

●省エネ推進経費のしくみ

導入前 導入後 

地下水浄化サービス事業 

導入後の料金比較 

上水道の 

使用料金 

上水道料金 

井水供給 

ｻｰﾋﾞｽ料 

削減 ﾒﾘｯﾄ 

約 3,000 万円 

省エネ推進 
経費 

事業受注者

へ支払 

水道局 

へ支払 
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構
成
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に
よ
る
運
用
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

お知らせ ← デマンドの現状や状況に応じたお願いメッセ-ジを表示

●Webによる電力使用の見える化

全学的対策と構成員による自律的活動

１｜ 省エネ・節電実行計画（全学活動）

❶ 毎年 夏季（6～9月）・冬季（12～3月）に実施

❷ ベース電力削減の行動強化週間と実施内容報告

❸ 個別エアコンの一元管理制御（設定温度制限・定時一旦OFF）

❹ 部局の省エネ成果に応じたインセンティブ(報酬)制度 など

2 ｜ 学内構成員による省エネ・ソリューション

❶ ユーザ・管理者・各種業者・教員で 解決策を吟味

❷ 技術・資金相談などを経て改善を実践・評価・展開

改修後 

●実験給排気設備における最小風量の半減改修
（工事費80万円，3ヶ月で100万円の省コスト効果）
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エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
く
省
エ
ネ
対
策

年次成果報告会 風景 

学内を実証フィールドとした効果検証と全学展開

１｜ 産学実証研究成果の学内フィードバック

➊ 個別エアコンの群管理制御 → 2010年から全面採用

➋ 個別エアコンの新省エネ制御 → 2016年から全面採用

➌ 各室の空調利用実態把握 → 機器の選定法を再構築

2 ｜ フィールドテスト

➊ 企業主体で省エネ提案、学内で省エネ実証を展開

➋ 効果的な提案は、省エネ対策の参考に

➌ 2009年～制度化、これまで12企業が参加

3 ｜ エネルギーマネジメント研究・検討会

❶ 教員・職員・学生等による 学内のｴﾈﾙｷﾞｰ問題への取り組み

❷ 即効性のある省エネ対策の実証評価

➌ 教育心理的評価やエネルギー見える化システムの開発 など

❹ 活動成果の情報発信：12年継続（延1,900名参加)

●エネルギーマネジメント研究・検討会

60



国
立
大
学
法
人

名
古
屋
大
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概
要

受賞概要

１｜ 教職協働による エネルギーマネジメントの下で、包括的・継続的な

省エネルギー対策を実践して、着実に省エネ実績を上げたこと

2 ｜ 「キャンパスマスタープラン」で掲げた低炭素エコキャンパス実現をスローガンに、

施設整備の「標準仕様」や建設建物毎に「設計要件書」を策定して、

新築・大規模改修時の省エネ対策をマネジメントしたこと

3 ｜ ESCO事業の積極活用による設備改修の他、「学内版ESCO」として

省エネ推進財源の確保と活用による経済的好循環型の仕組みを導入する等、

計画的な取り組みを教職協働で実践し、大きな成果を挙げたこと

4 ｜ 成果：2006～2015年度の省エネルギー量の累積は57,194kLにおよび、

大学全体のエネルギー消費原単位は、2009年～2015年に 年1%以上

削減を達成

参考資料
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先進性・独創性

１｜ キャンパスマスタープランにもとづく、省エネ活動の体系化と実践

●省エネ･省CO2に関する数値目標、対応方針、ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの役割の明確化

2 ｜ 教職協働による、全学エネルギー管理体制の早期構築と発展的運用

●ｴﾈﾙｷﾞｰ使用の合理化規定：2005年制定。経営判断にもとづいたPDCAを長期に運用

3 ｜ 学内外の多様な財源確保による網羅的な省エネ対策の実施

●施設整備補助金、基幹設備整備費(5.2億円)、省エネ推進経費、ESCO事業

4 ｜ 建設建物におけるOPR(設計要件書)の発行とインハウス・コミッショニング

●建物設計時のｴﾈﾙｷﾞｰ性能の目標設定と、建設段階と運用段階の性能検証

5 ｜ ＥＭ研究・検討会など、学内構成員による省エネソリューション活動

●教員・職員・学生等による学内のｴﾈﾙｷﾞｰ問題への取り組み（成果報告会:12年継続）

参考資料

62



国
立
大
学
法
人

名
古
屋
大
学
の
概
要

省エネルギー性

１｜ 2006～2015年度の省エネルギー量 累積 57,194 ｋL

●CMP評価基準による2015年度のCO2排出量 2005年度比 24.7%削減 相当分

●省エネ法での報告実績：2009~2015年 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位 1%/年 以上削減

2 ｜ OPRとコミッショニングによる新営ビルの省エネ量 1,127 kL/年

●検証済の４建物： 830 kL/年、建設中の３建物 297 kL/年(見込)

3 ｜ 空調・照明設備の計画的な更新 2010~2015年に 1,624 kL/年

●中長期保全計画の策定と学内財源確保により実現

4 ｜ ESCO事業３件による省エネルギー量：2009~16年 累積 27,859 kL

●中央図書館 366 kL, 動物実験施設 1,460 kL, 附属病院等 26,033 kL 削減

5 ｜ 省エネ推進経費による省エネルギー量：2008~16年の累積 1,781 kL

●小規模な空調設備更新, 照明LED化, フリーザーはじめ実験機器の更新

参考資料
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汎用性・波及性

1 ｜ 「キャンパスマスタープラン」、「総合的な中長期マネジメント計画」をHPで公開

2 ｜ 教職協働によるエネルギー管理体制：他大学の模範

3 ｜ 井水浄化事業益による省エネ改修財源確保のしくみは他機関でも可能

4 ｜ 大学を実証フィールドとし、効果的手段を全学展開するしくみ

5 ｜ 実施した活動・検証した省エネ対策は、即効的な省エネメニューとして公開

改善持続性

1 ｜ 6年毎に改訂する「キャンパスマスタープラン」

を軸に、点検・評価する 組織・しくみ が確立

2 ｜ 大学施設の整備・管理運営の日常業務の

しくみの中に、これら手法が組み込まれている

参考資料
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この10年余りのキャンパス整備とエネルギー

国立大学法人化※1990年度実績を100としたときの割合（％）

100 100 101 101 104 113 113 115 119 119 118 126 123 123
138 138 138 139 139 139 136 143 146 150 148 

100 102 103 106 107 108 108 109 108 108 107 106 105 104 103 103 103 102 102 101 102 103 103 104 104100 111
130 142 

156 
177 

195 203 214 
228 240 248 252 257 260 266 268 266 263 266 270 272 269 270 266 

100 100 102 102 103 107 109 109 109 112 113 113 112 113 112 111 111 111 110 107 106 105 104 103 104100 100 112 118
133 140 151 155 

170 
191

205 213 221 232 234 225 226 226 238 
263

294 305 315 323 327

100 106 116 114 123

176 
158 

172 165 

251 242 248 

305

350

429 422

465 452 448

511

569

627
652

892

833

100 99 110 103 100

139 
161 

181
164 

192
219

176 175
202 

243

286

401

458

507 505 504

546

496

675 668

100 101 102 103 114 122 119 128 136 145 149 154 159 164 175 183 186 188 197 189
215 216 216 219 221

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

建物面積

学部生数

大学院生数

教員数

留学生数

科研費･COE等

受託研究費等

電力消費(東山・ 鶴舞)

大学院重点化

施設緊急整備5か年計画開始

１４８

２２１
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お申込み 
名古屋大学HeForSheホームページ  
http://heforshe.provost.nagoya-u.ac.jp/ 
 

052-789-3939 
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp 

申込締切 3月13日(火) お問合わせ 

名古屋大学HeForShe国際セミナー

13:40 HeForShe基調講演 
「HeForSheに課せられた挑戦」 
 

13:00 イントロダクション 

開催挨拶  
来賓挨拶

Elizabeth Nyamayaro氏 UN Women 事務局長付上級顧問 
HeForShe グローバル責任者 

15:00 コーヒーブレイク 
 

14:00 パネルディスカッション１ 
「女性リーダー推進に必要なこと」 

15:20 パネルディスカッション２ 
「女性活躍推進の事例から学ぶこと」 

16:20 学生との意見交換 

16:55 閉会の挨拶 

 モデレーター 
Dinal Limbachia氏 UN Women HeForShe 担当マネージャー 

 パネリスト 
Rosemary E. Kilkenny氏 ジョージタウン大学 副学長 

（ダイバーシティ・男女平等担当） 
Kate Williams氏 レスター大学 副学長補佐 

（平等・ダイバーシティ担当） 
Florence K.Nyamu氏 ケニヤッタ大学 男女共同参画センター長 
鹿島章氏 PwC Japanグループ グループマネジメントパートナー 
束村博子 名古屋大学副理事・男女共同参画センター長 

 モデレーター 
岡田亜弥 名古屋大学副理事（国際貢献・HeForShe 担当） 

 パネリスト 
Judith B. Greiman氏 ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 

学長補佐 
Diana C. Parry氏 ウォータールー大学 副学長補佐 

（人権・男女平等・社会的包摂担当） 
Steven J. Cannon氏 香港大学 副学長 

宮本悦子氏 愛知県副知事 

塩島義浩氏 株式会社資生堂 執行役員(サステナビリティ戦略担当) 

中村裕司氏 トヨタ自動車株式会社 人材開発部部長 

髙橋雅英 名古屋大学理事（男女共同参画担当）・副総長 

2018年 3月16日(金) 13:00 - 17:00 
名古屋大学 野依記念学術交流館カンファレンスホール 
言語：英語（同時通訳付き） 

ジェンダー平等はどうすれば実現するの？ 
女性の活躍推進は誰のためのもの？ 
男性の意識は変えられるの？ 

HeForSheは国連機関UN Womenが行うジェンダー
平等を推進する運動です。とりわけ男性(He)が変革
の担い手になることを目的とし、世界中に大きなイ
ンパクトを与えています。 

世界の政府・企業・大学からそれぞれ１０人の男性 
リーダーが選ばれ、トップからジェンダー平等に 
 

プログラム。 

本セミナーでは、世界の１０大学に選ばれた大学 
を中心に産学官の代表が集まり、ジェンダー平 
等を実現させるための取組みを広く共有し、世界
に発信します。 

IMPACT 10x10x10 

後援（五十音順）   

 愛知県   
 愛知県経営者協会     
 (株)資生堂        
 (株)中日新聞社        
 中部経済同友会(申請中)      
 (一社)中部経済連合会       
 (一社)中部産業連盟    

17:15 懇談会（19:00まで） 

松尾清一 名古屋大学総長  
田中良生氏 内閣府副大臣（確認中） 
外務省 代表（調整中） 

文部科学省 代表（調整中） 
大村秀章氏 愛知県知事 
石川雅恵氏 UN Women 日本事務所長 

HeForSheクラブ代表 

HeForShe推進専門委員会 
 

 内閣府男女共同参画局(申請中) 
 名古屋市     
 日本経済新聞社名古屋支社(予定) 
 (一社)日本経済団体連合会 
 PwC Japanグループ   
 UN Women 

向けて変革を進めるHeForSheの「IMPACT 10x10x10」 

入場無料
 

 資料５－１
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NU Run
For

HeForShe

Nagoya University HeForShe Committee
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp

Nagoya University Running Club for 
Gender Equality

NAGOYA UNIVERSITY
is proud to be a 

HeForShe
IMPACT Champion

PRACTICE RUN
Higashiyama Campus
2nd Tue & 4th Thu 5:45 pm 
Meet in Green Area in front 

of Toyoda Auditorium
Tsurumai Campus
1st & 3rd Thu 6:30 pm 
Meet at JR Tsurumai

Nagoya University Hospital 
Wicket

For sign up, please contact
koi@agr.nagoya-u.ac.jp

練習会

東山キャンパス
第2火曜・第4木曜17:45
豊田講堂前 芝生広場に集合

鶴舞キャンパス
第1・第3木曜 18:30
JR鶴舞駅名大病院側
改札付近集合

参加希望者はメール連絡を。
koi@agr.nagoya-u.ac.jp

本学の教職員・学生対象。
レベルにかかわらず、どなたでも参加可能です。

Open to Students, Faculty & Staff 
of all running abilities.

ジェンダー平等実現に向けてHeForSheの推進をマラソンを通
じてアピールしていきます。2018年３月11日開催予定の名古
屋シティマラソンや多くのマラソン大会に参加しましょう。

We will showcase Nagoya University’s commitment to gender 
equality through marathon. Join us in the Nagoya City 

Marathon on March 11, 2018 and many marathon events! 

  資料5-2
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2018 年 3 月 11 日(日) 10：00 開場

リユース市とは? 

卒業生の方や地域の方から提供していただいた

家具や家電製品などを新たな引き取り手へと引

き渡すイベントです。 

名大生に限らず、他大学生や地域の方々など

誰でも参加できます。 

まだまだ使えるものが GETできますよ！ 

扱う予定の物品 

家電製品…冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レン

ジ、炊飯器、オーブントースターなど 

家具…ベッド、テーブル、勉強机、扇風機、 

電気スタンド、こたつ、棚など 

収納用品…衣装ケース、各種ラックなど 

日用品…姿見、掃除機、ゴミ箱、小物入れ、物

干し竿など 

連絡先 

主催： 名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会 

代表： 高見澤 陽（名古屋大学文学部 2年） 

Ｅｍａｉｌ： reusemarket758@yahoo.co.jp 

Ｔｗｉｔｔｅｒ： ＠reuse_market 

カンパご協力のお願い 

リユース市は非営利を原則としていますが、 

運営に費用がかかるため来場者の方々に 

カンパをお願いしています。 

リユース市継続のため、ご理解とご協力を 

お願いします。 

スタッフ募集中！！！ 

リユース市では一緒に活動してくれるスタッフを

募集しています！ 

前日、当日のみのお手伝いも大歓迎です！！ 

是非下記メールアドレスまでご連絡ください！ 

詳しくは HP 

http://www.reuse-nagoya.org/ 

をご覧ください。 

　　　　資料６
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第 23回名古屋大学下宿用品リユース市 

企画書 

名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会 

2018年 1月 13日 
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1，はじめに 
 本名古屋大学では、全国各地からの多くの学生が集い、大学周辺にて下宿生活を送っています。

下宿している卒業生にとって、家電製品などの巨大な家具を転居先あるいは実家へと搬送すること

は困難で、毎年、多くの家具が捨てられているという現状があります。在学期間しか使用しておら

ず、捨てるにはもったいないと感じている下宿生も多いでしょう。「捨てるくらいなら、まだ使え

るものだから他の方に譲って使っていただきたい」という声も聞かれます。 

このリユース市というイベントは、ただ物品が手に入るという点だけではなく、物品提供者と新

たな使い手との間に「繋がり」が生まれるというところに強い意味があると思います。物品を提供

される卒業生の方々や、当日ご来場頂く方々にはそういった点についても感じて頂きたいです。ま

た、このイベントを通じて「環境活動の在り方」について考える機会にして頂ければなお幸いで

す。 

名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会 第 23回代表 高見澤 陽 

2，名古屋大学下宿用品リユース市とは 
名古屋大学下宿用品リユース市（以下、リユース市という）とは、卒業生や地域の方が使わなく

なった家具、家電製品、日用品などを譲り受け、それらを主に下宿をする予定の新入生、下宿して

いる在学生に提供するイベントです。リユース市は、名古屋大学環境サークル Song Of Earth のメン

バーが中心となり、名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会を組織し、企画・運営を行っていま

す。例年、下宿をする予定の新入生が参加しやすい 3月頃に名古屋大学内で開催し、2018年春で

23回目を迎えます。  

3，目的・目標 
目的：環境負荷軽減のために、下宿用品のリユースを推進する  

目標：1.提供者、来場者の家電・家具のリユースに対する意識を高める 

2.来年度以降リユース市を運営するスタッフの養成

名古屋大学下宿用品リユース市では、下宿用品のリユースを推進し、ごみの減量化を図り、環境負

荷を軽減することを、目的として掲げています。  

また、例年、リユース市という企画名で開催しておりますが、リユースの意義を知らせる機会がほ

とんどありません。第 23回リユース市では、掲示等を通じてリユースに関する広報を行い、提供

者、来場者の方とリユースについて考えることを目標とします。また、第 23回のリユース市実行

委員会のコアスタッフには運営初経験となる１年生なども含まれていることから、前回と同様に、

来年度以降のリユース市を運営するスタッフの養成を目標とします。 

4，企画の概要 
名称：第 23回名古屋大学下宿用品リユース市  

主催団体：名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会  

後援：名古屋市（申請予定）、名古屋大学（申請予定）  

開催日：2018年 3月 11日（日）  

開催場所：名古屋大学豊田講堂  

開催規模：想定物品提供者数 50人、想定取扱物品数 200品、想定来場者数 400人、想定当日スタ

ッフ数 20人 

想定来場者：下宿予定の名古屋大学新入生、下宿中の在校生、地域住民の方々  

提供物品：大型家電製品、台所用家電、空調用機器、AV機器、寝具、机類、収納家具、その他日

用品など 

提供方法：抽選により引き取り手を決定する。物品は無償で提供する。  
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5，前回の概要 
名称：第 22回名古屋大学下宿用品リユース市  

主催団体：名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会  

後援：名古屋市、名古屋大学 

目 的：環境負荷軽減のために、下宿用品のリユースを推進する 

目 標：1.来場者に環境の意識をもってもらう 

2.来年度以降運営を行うスタッフの確保と育成

開催日：2017年 3月 12日（日）  

開催場所：名古屋大学豊田講堂 

開催規模：物品提供者数 52人、取扱物品数 244品、来場者数 209人 、当日スタッフ数 14人  

提供対象：下宿予定の名古屋大学新入生、下宿中の在校生、地域住民の方々 

提供物品：大型家電製品、台所用家電、空調用機器、AV機器、寝具、机類、収納家具、その他日

用品など 

提供方法：抽選により引き取り手を決定する。物品無償で提供する。 

6，今までの実績 
・名古屋大学総長顕彰 

名古屋大学下宿用品リユース市は、平成 15年度名古屋大学総長顕彰の「正課外活動への取り組

み」部門における「その他（サークル活動）」分野で表彰されました。また、平成 19年度名古屋

大学総長顕彰の「正課外活動への取り組み」部門における「社会貢献活動」分野で表彰されまし

た。 環境負荷の少ない循環型社会の形成を理念とし、多くの参加者からの賛同を受けていることが

評価されました。 

・助成金 

第 10回から第 12回、第 14回の名古屋大学下宿用品リユース市は名古屋大学全学同窓会から助

成金をいただきました。また、第 13回のリユース市は財団法人学生サポートセンターから助成金

を受けました。 

・報道など 

第 16回リユース市では、中京テレビ、CBCテレビ 

第 17回リユース市では、NHK、名古屋テレビ、CBCラジオ、MID-FM761 

第 18回リユース市では、NHK 

から取材を受け、回収活動や当日の様子が紹介されました。 

7，開催までのスケジュール  
9月：開催日・開催場所決定 

10月：目的・目標決定、回収日等決定 

11月：回収日等決定 

12月：回収告知広報、開催日マニュアル推敲 

1月：HP開設,回収活動準備、開催告知広報,回収告知広報 

2月：回収活動開始、開催告知広報 

3月：回収活動、物品清掃と管理、開催準備、リユース市開催 

4月：物品配送、反省会 
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8,当日スケジュール 
8:30 コアスタッフ集合 最終打ち合わせを行う。 

9:00 お手伝いさん集合 

9:20 午前の担当別に説明、午前リハーサル 

10:00 開場、受付開始 来場者を入場させる。 

11:15 入場受付終了  受付を終了する。 

11:30 一旦閉場 来場者を全て外に出す。 

11:50 抽選、設営開始 抽選開始。午後の設営も並行して行う。 

12:20 抽選、設営終了 当選者のエントリーナンバーを会場入り口付近に掲載

します。 

13:00 午後の担当別に説明、午後リハーサル 

13:30 再開場               来場者を再入場させる。 

14:00  残品セール  投票されなかった物品の引き取り手を、くじで決定する。 

これ以降運べるものから順次片付け開始 

17:00 閉場 

9,予算 
物品は無償で提供し、運営費に対するカンパを募ります。 

・支出の部の「スタッフ補助費」は回収日・開催日に外部からお手伝いに来ていただいた方の昼食

代、開催日のスタッフの昼食代などです。 

支出 予算 収入 予算 

運送費 

レンタカー費 80,000 

運営カンパ 

回収カンパ 80,000 

燃料代 10,000 当日カンパ 50,000 

駐車料金 2,000 その他 0 

消耗品費 8,000 配送料 14,200 

備品購入費 10,000 利子 0 

通信費 5,000 小計 144,200 

印刷費 500 前回繰越 342,336 

スタッフ補助費 10,000 合計 486,536 

HP維持費 5,000 

保険料 8,000 

物品処分費 5,000 

広告宣伝費 700 

小計 144,200 

次回繰越 342,336 

合計 486,536 

10，連絡先 
名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会  

第 23回代表 高見澤 陽（名古屋大学文学部２年） 

個人メールアドレス： 

個人電話番号 

リユース市電話：080-9486-0910 

リユース市実行委員会メールアドレス：reusemarket758@yahoo.co.jp 
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資料７

時間

1 平成30年4月24日（火） １４：００～

2
平成30年5月頃を予定

（議題を固定せず懇談形式）
未定

3 平成30年6月27日（水） １４：００～

4 平成30年７月17日（火）　※ １７：３０～

5 平成30年10月24日（水） １４：００～

7 平成30年12月26日（水） １４：００～

8
平成31年1月頃を予定

（議題を固定せず懇談形式）
未定

9 平成31年2月27日（水） １４：００～

平成30年度教育記者会との定例懇談会開催予定日

※7月17日（火）は定例懇談会はありません。
　部局長会・教育研究評議会メンバーの納涼会に合わせて、
　17:30～情報交換会を開催します。
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

5日(月)、
19日(月)

役員会

6日(火)、
20日(火)

教育研究評議会、部局長会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(木) 教授会(農学部・生命農学研究科)

5日(月) 教授会(農学部・生命農学研究科)

7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、法学部・法学研
究科、情報学部・情報学研究科、情報科学研究科、医学部・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、環境学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科、医学系研究科)

8日(木)
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)

13日(火) 共同利用・共同研究委員会(宇宙地球環境研究所)

14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)

22日(木)
教授会(医学系研究科、創薬科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

23日(金) 教授会(環境医学研究所)

28日(水)
教授会(未来材料・システム研究所、宇宙地球環境研究所、総合保健体育科学セ
ンター)

名古屋大学　平成30年3月予定表

(教育記者会用)

　　　資料８
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

11月20日(月)～
3月24日(土)
(土・日・祝日休
館、3月24日臨
時開館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示「野外観察園の
ボタニカルア－ト－Ⅱ冬と春の植
物」

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

博物館事務室
052-789-5767

2月1日(木)～
4月27日(金)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「医療器具で見る日本医学史」

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)
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

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」

博物館スポット展「ボタニカルアー
ト作品展」

2月13日(火)～
4月14日(土)
(日・月曜日休
館、3月26日臨
時開館)

博物館スポット展「人類を進化さ
せた石器－アフリカと西アジアに
おける原人・旧人・新人の遺跡調
査」

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

2月19日(月)～
3月12日(月)

特別展「文化創造の図像学－絵
写本・奈良絵本、絵入り版本とそ
の周辺－」

場所：附属図書館2階ビブリオサロン
時間：8：00～22：00
入場料：無料

人文学研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

2月22日(木)
高等教育研究センター
第147回招へいセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：15：00～17：00
講演題目：「ラーニングアナリティクスの活用による大学教育の未来
像」
講演者：緒方広明氏(京都大学教授)
内容：ラーニングアナリティクスの活用による大学教育の未来像を
考える契機として、学習活動のログ分析を用いた学習支援等の研
究、および京都大学や九州大学での実践と、それらを踏まえた未
来像について紹介する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

2月23日(金)

第1回オハイオ州立大学－名古屋
大学日本語・日本語教育研究
ワークショップ(The OSU-NU
Japanese Linguistics and
Pedagogy Workshop)／第4回人文
学研究科言語学分野公開講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：9：30～15：30
講演題目：「日本語学、心理言語学、そして日本語教育－日本語名
詞・再帰代名詞の第2言語習得研究の成果に基づいて－」
講演者：中山峰治氏(オハイオ州立大学教授)
内容：オハイオ州立大学(OSU)と本学の日本語・日本語教育研究者
の研究・教育上の相互交流の活性化を目指す(14：00より第4回人
文学研究科言語学分野公開講演会)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp

2月23日(金)
医学部附属病院中央診療棟B開
院記念講演会「『がん』と戦う－名
大病院の先端医療－」

場所：鶴舞キャンパス中央診療棟3階講堂
時間：14：15～16：50
講演題目：「がんにならない、がんに負けない、がんと生きる」
講演者：堀田知光氏(国立がん研究センター名誉総長)
内容：講演、パネルディスカッション
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040

2月6日(火)～
5月12日(土)
(日・月曜日休
館、3月26日臨
時開館)

博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料
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2月24日(土)、
25日(日)

第56回地球教室－フィールドセミ
ナー－「鉱物をさがそう！」

場所：名古屋市科学館(名古屋市中区)(2/24)、蒲郡市生命の海科
学館(蒲郡市港町)、三田石材(西尾市東幡豆町)(2/25)
時間：14：00～16：30(2/24)、9：00～16：00(2/25)
内容：鉱物の性質について学習し鉱物の採集と鑑定をする
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：1,000円(バス代、保険代)

博物館事務室
052-789-5767

2月25日(日)、
3月10日(土)、
3月24日(土)

リーンローンチパッド名古屋2018

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス(3/10、3/24)、名古屋
ルーセントタワー16階会議室(名古屋市中村区)(2/25)
時間：10：00～17：00(2/25)、13；00～17：00(3/10、24)
内容：新規事業立ち上げの理論を実践的に学び今求められている
「新たな価値を創造する力」を鍛える
定員：10チーム
対象：学生、ポストドクター、若手研究者、起業を考えている教職
員、社会人、他
参加費：無料(教科書の購入が必要)

学術研究・産学官連携推進本部
Tongaliプロジェクト事務局
052-747-6490

2月28日(水)、
3月4日(日)、
3月27日(火)

第5回、第6回、第7回人文学研究
科言語学分野公開講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：14：00～15：30(2/28)、15：30～17：00(3/4、27)
講演題目：「普遍性と個別性の間－対照的視点から見る東西の助
動詞選択－」(2/28)
講演者：鷲尾龍一氏(学習院大学教授)
講演題目：「ぎざじゅうアピール：言語の定形性と創造性」(3/4)
講演者：鈴木亮子氏(慶應義塾大学教授)
講演題目：「中国語を対象とする機能主義言語学・会話分析の展
開」(3/27)
講演者：遠藤智子氏(成蹊大学講師)
参加費：無料

人文学研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp

3月2日(金)
第6回「名古屋大学水田賞」授賞
式

場所：本部棟1号館5階第2会議室
時間：10：00～10：30(予定)
内容：第6回「名古屋大学水田賞」を若手研究者に授与する

研究協力部研究支援課
052-789-2039

3月2日(金)
第18回大学施設マネジメント研究
会「ライフサイクルを考慮した大学
施設の戦略的維持管理」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「大学法人等施設の長寿命化に向けたライフサイクルの
最適化」
講演者：笠原　隆氏(文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官)
講演題目：「データサイエンスを活用した不動産・施設マネジメント
－ライフサイクルを見据えた事後保全と予防保全」
講演者：板谷敏正氏(プロパティデータバンク株式会社代表取締役
社長)
講演題目：「地方大学におけるインフラマネジメントに関する取組
み」
講演者：沢田和秀氏(岐阜大学教授)
内容：講演、パネルディスカッション
参加費：無料(意見交換会は3,000円)

工学部・工学研究科施設整備推進室
052-789-3742

3月2日(金)
創薬科学研究科第2回特別講演
会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～15：30
講演題目：「薬物からサイエンスへ、サイエンスから薬物へ；薬理学
の冒険」
講演者：成宮　周氏(京都大学特任教授)
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

創薬科学研究科事務部
052-747-6586

3月2日(金)

名古屋大学・シンガポール国立大
学 材料工学分野における産学官
連携セミナー「バックキャスティン
グサイエンスによる、エネルギー、
交通、環境の為の材料、プロセス
設計」

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：9：00～16：00
内容：研究成果の発表、企業との産学連携についての議論(使用言
語は英語で午後は同時通訳あり)
対象：一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-747-6476
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3月3日(土)
医学系研究科看護学・医療技術
学・リハビリテーション療法学専攻
大学院説明会

場所：大幸キャンパス本館2階、東館4階
時間：9：00～12：00
内容：全体説明会、専攻別説明会
対象：大学院入学を検討している方
参加費：無料

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518

3月3日(土)
第8回医学系研究科トータルヘル
スプランナー養成コース年次集会

場所：大幸キャンパス本館2階第2講義室
時間：13：30～16：30
講演題目：「在宅緩和ケアサービスと地域ケアの展望」
講演者：赤津裕康氏(名古屋市立大学特任教授)
内容：講演、活動報告、他
対象：THP在学生・修了生、大学院生、教員、保健医療職
参加費：無料

医学部・医学系研究科保健学科
052-719-3158

博物館ハンズオン展示「人類を進
化させた石器－アフリカと西アジ
アにおける原人・旧人・新人の遺
跡調査」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～12：00、15：00～16：00
入場料：無料

博物館ハンズオン展示関連講演
会とギャラリートーク「人類を進化
させた石器－アフリカと西アジア
における原人・旧人・新人の遺跡
調査」

場所：博物館3階講義室、2階展示室
時間：13：00～15：00
講演題目：「名古屋大学によるアフリカと西アジアの旧石器遺跡調
査」
講演者：門脇誠二(博物館講師)
参加費：無料

3月4日(日)
文部科学省新学術領域研究「コ
ホート・生体試料支援プラットホー
ム」市民公開講座

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：13：30～16：30
テーマ：「市民とともに歩む医学研究」
内容：講演、質疑応答
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科予防医学分野
052-744-2132

3月5日(月)
第82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：「激甚化する豪雨災害」
講演者：曽根好徳(減災連携研究センター寄附研究部門教授)
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

3月6日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第42回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「明治期・愛知県における流行歌謡小冊子の出版－岡
崎・鳳仙堂の薄物唄本を中心に－」
講演者：浦部幹資氏(元愛知県図書館)
内容：鳳仙堂の唄本作りと頒布、人々の享受の仕方を探り、明治の
民衆文化、書籍文化の一端を提示する
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

3月6日(火)
高等教育研究センター
第89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：13：30～15：30
講演題目：「大学のガバナンスと教育研究活動」
講演者：リウドヴィカ・ライシト氏(ドルトムント工科大学教授)
内容：欧州における大学ガバナンスの変化とそれが教員の教育研
究活動に与える影響について検討する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

3月3日(土)
博物館事務室
052-789-5767
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3月10日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2018

場所：中京大学名古屋キャンパス1号館(名古屋市昭和区)
時間：13：00～18：30
講演題目：｢大学ガバナンスから見た教育改革｣
講演者：吉武博通氏(首都大学東京理事)
内容：講演、分科会、ポスターセッション
対象：学生、一般
参加費：1,000円(学生は無料)

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

3月10日(土)
2017年度経済学研究科オープン
カレッジ「自由奔放！サイエンス
－知識・博学への挑戦」

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：「意味の意味を求めて：意味を後にして」
講演者：齋藤洋典(情報学研究科教授)
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
るだけわかりやすく伝える
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

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

3月10日(土) 博物館企画展関連講演会

場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「絵は口ほどにモノを言う！？－中国年画でたどる政治
－」
講演者：辻　千春氏(愛知文教大学教授)
内容：プロパガンダに使用された年画についてのギャラリ－ト－ク
があり
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月12日(月)
環境学研究科附属地震火山研究
センター2017年度年次報告会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：10：15～17：00
講演題目：「御嶽山2014年噴火と御嶽山火山研究施設設立の経
緯」
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)
講演題目：「御嶽山の魅力と災害。御嶽山火山研究施設での9ヶ月
間」
講演者：國友孝洋(同特任准教授)
講演題目：「御嶽山火山研究施設にできること」
講演者：田ノ上和志(同研究協力員)
内容：研究成果報告、講演
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
附属地震火山研究センター
052-788-3046

3月12日(月)
enPiT-Pro三拠点合同シンポジウ
ム「IoTが急拡大する時代の社会
人育成」

場所：早稲田大学戸山キャンパス38号館(東京都新宿区)
時間：13：00～17：30
講演題目：「情報技術人材の育成拠点の形成enPiTの取組みとこれ
からの社会人教育(仮題)」
講演者：井上克氏(大阪大学教授)
講演題目：「社会人教育の必要性と期待ほか(仮題)」
講演者：山本里枝子氏(富士通研究所システム技術研究所長)
内容：講演、3拠点の紹介、ポスターセッション、他
定員：300名
対象：一般
参加費：無料(交流会費3,000円)

早稲田大学スマートエスイー事務局
https://www.nces.i.nagoya-
u.ac.jp/enpit-pro-emb/
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3月14日(水)、
15日(木)

総合保健体育科学センター
家族、母子関係、夫婦関係、無意
識、「ひきこもり」に関する日仏シ
ンポジウム(Symposium franco-
japonais sur la famille, la relation
entre la mère et l’enfant, les liens
conjugaux, l’inconscient et le
"Hikikomori")

場所：教育学部1階大会議室
時間：14：00～17：00
講演題目：「日仏におけるひきこもり現象」
講演者：古橋忠晃(総合保健体育科学センター准教授)
講演題目：「現代の家族形態におけるジェンダーアイデンティティの
構成」
講演者：アンヌ・テヴノ氏(ストラスブール大学教授)
講演題目：「アタッチメント、アイデンティティ、ひきこもり」
講演者：杉村和美氏(広島大学教授)
講演題目：「西洋における喪失、分離、喪と死の諸表象の変動につ
いて」
講演者：マリ=フレデリック・バッケ氏(ストラスブール大学教授)
講演題目：「無意識の因果性－精神分析における時間と無」
講演者：新宮一成氏(奈良大学教授)
内容：フランスにおける青年と高齢者の社会的孤立とその背景にあ
る家族構造、教育問題、社会背景などについて、シンポジウム形式
で学術発表を行いシンポジスト間で意見交換を行うと同時に、フロ
アの日本の社会学者や教育学者、精神医学関係の専門家を集め
意見を集約する
定員：80名
対象：大学院生、社会学者、教育学者、精神医学関係の専門家
参加費：無料

総合保健体育科学センター
准教授　古橋忠晃
052-789-5778

3月14日(水)

平成29年度COIシンポジウム「人
がつながる“移動”イノベーション
－ゆっくり自動運転Ⓡのチャレン
ジ」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～17：30
講演題目：「これからのモビリティと接続可能なコミュニティ」
講演者：清水和夫氏(SIP自動走行システム推進委員会構成員・国
際自動車ジャーナリスト)、吉澤武彦氏(一般社団法人日本カーシェ
アリング協会代表理事)
内容：過去4年間の研究成果を紹介し未来のクルマ・人・社会のあ
り方について考える
定員：250名
対象：モビリティ研究・事業に係る企業・自治体・大学関係者、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-788-6056

3月16日(金)
細胞生理学研究センターRichard
Henderson博士講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～15：30
講演題目：「Electron cryomicroscopy in structural biology：
progress and prospects.(構造生物学における低温電子顕微鏡：進
展と展望)」
講演者：リチャード・ヘンダーソン氏(英国MRC分子生物学研究所)
内容：低温電子顕微鏡を用いた単粒子解析法を中心に将来の展
望も含めて講演
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

創薬科学研究科事務部
052-747-6586

3月16日(金)
実世界データ循環シンポジウム
2018

場所：名古屋マリオットアソシアホテル17階コスモス(名古屋市中村
区)
時間：13：00～16：30
講演題目：「完全自動運転とAI」
講演者： 加藤真平(未来社会創造機構客員准教授・東京大学准教
授・株式会社ティアフォー取締役)
内容：4年半に渡って実施してきた様々な取組みや成果を広く周知
するとともに、産業分野と交流を深めることで産学官の参画のもと
に進める実践的な人材育成の体制づくりにつなげることを目指す
対象：一般
参加費：無料

情報学研究科
052-789-3171

3月16日(金)
HeForSheセミナー「ジェンダー平
等のために何ができるか：ベスト・
プラクティスに学ぶ」

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：13：00～17：00
講演題目：「HeForSheに課せられた挑戦」
講演者：Elizabeth Nyamayaro氏(UN Women事務局長付上級顧問・
HeForSheグローバル責任者)
内容：講演、パネルディスカッション、学生との意見交換(使用言語
は英語で同時通訳あり)
対象：一般
参加費：無料

総務部職員課
(HeForShe推進専門委員会)
052-789-3939

81



3月17日(土)
教育発達科学研究科心理危機マ
ネジメントコース創立10周年記念
シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～16：00
テーマ：「壊れそうなこころを守り支えるために心理学ができること」
講演者：氏家達夫(教育発達科学研究科教授)、窪田由紀(同教
授)、森田美弥子(同教授)
内容：すべての人が意図せずに巻き込まれるこころの危機に対し
て、心理学はどのような貢献ができるのか。これまでの研究成果を
提示しつつフロアと共に考える
対象：一般
参加費：無料

文系事務部総務課
052-789-2603

3月17日(土)
第73回博物館コンサート NUMCo
「早春のクラシックコンサート－魅
惑の歌声とピアノ」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「野ばら Op.3-3 D.257」(フランツ・ペーター・シューベル
ト)、「乙女の花 Op.22」(リヒャルト・シュトラウス)、「ポロネーズ第6番
変イ長調 Op.53『英雄』」(フレデリック・ショパン)、他
出演：萩　賢輔氏(ピアノ)、川田真由氏(ソプラノ)
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月20日(火)

第30回次世代自動車公開シンポ
ジウム“名古屋大学･日本大学合
同”「人とクルマの共生未来社会
－生活者中心のクルマに向けた
研究－」

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：13：30～17：45
内容：自動車とヒト・環境の相互作用を多角的な視点から議論する
定員：80名
対象：モビリティ研究・事業に係る企業・自治体・大学関係者、一般
参加費：無料(技術交流会は会費3,000円)

未来社会創造機構
社会モビリティ領域
052-747-6846

3月21日(水)
名古屋大学オープンレクチャー
2018

場所：理学南館1階坂田・平田ホール、他
時間：15：00～17：00
内容：少人数の講義スタイルで大学・研究者・最先端研究が身近に
感じられるようわかりやすくお話しする
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
052-789-6791

3月22日(木)
工学研究科創造工学センター平
成29度第2期高大連携・ものづくり
公開講座(第16回)

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：「ガラスの不思議を体験しよう！」
内容：ガラスの性質について講義・実験で学び、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：6名
対象：高校生
参加費：300円(傷害保険料)

工学研究科創造工学センター
052-789-4553

3月23日(金)
平成29年度後期理学部装置開発
室公開講座「3D工房」

場所：工学部7号館B棟2階716講義室、理学部E館地階E-B115室、
1階生命講義室(131室)
時間：9：30～17：00
内容：3D-CADと3Dプリンタによる研究活動体験
定員：35名
対象：高校生以上でパソコンの使える方
参加費：500円(傷害保険料含む)

理学部・理学研究科第一装置開発室
副技師　山口隆正
052-789-2439

3月26日(月) 平成29年度名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：9：30～11：10(大学院生)、11：50～13：00(学部学生)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

3月29日(木)
平成29年度退職者表彰式および
退職職員懇談会

場所：豊田講堂3階第1会議室、2階ユニバーサルクラブ
時間：16：30～18：15

総務部職員課
052-789-5980

3月31日(土)
博物館スポット展関連細密画体験
「深海魚を描こう！」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～15：30
講師：氏原　温(環境学研究科准教授)
内容：南知多町の豊浜漁港に揚がった深海魚標本を観察しながら
博物画(魚の細密画)に挑戦
定員：20名
対象：小学3年生以上、一般
参加費：500円

博物館事務室
052-789-5767
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4月4日(水)
博物館スポット展関連ボタニカル
アート実演

場所：博物館
時間：13：30～14：30
講師：東海林富子氏(植物画家)
内容：ボタニカルアートの技法を講師が実際に絵を描きながら説明
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月5日(木)～
5月11日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示「博物館友の会
写真サークル 写真展」

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

博物館事務室
052-789-5767

4月5日(木) 平成30年度名古屋大学入学式

場所：豊田講堂
時間：9：30～10：20(大学院生)、
11：00～11：50(文学部・法学部・経済学部・理学部・医学部)、
13：00～13：50(教育学部・情報学部・工学部・農学部)

教育推進部基盤運営課
052-789-2159

4月14日(土)

ミクロの探検隊Ⓡ
「ミクロの世界をのぞいて放散虫
の進化に触れよう！－電子顕微
鏡のふしぎ」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～16：00
定員：24名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

4月21日(土)、
24日(火)

博物館企画展関連ワークショップ
「『年画』を刷ってみよう！」

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：00
内容：中国・台湾で春節に貼り替える縁起物の版画である年画を中
国天津楊柳青の画師(版画師)韓　祖音氏が実演し、参加者で版画
の刷りを体験する
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月24日(火) 第139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：「農業用水の歴史と過去の渇水対策から学ぶ…これか
らの水対策」
講演者：山本信介氏(愛知県土地改良事業団体連合会(水土里ネッ
ト愛知)専務理事)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468
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Ⅰ夏と秋の植物 
  2017 7/18(火)～11/10(金)  

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

会場  

 名古屋大学博物館 
 野外観察園 
 セミナーハウス2F 
 

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

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

地下鉄名城線名古屋大学駅 
１番出口徒歩８分 

野
外
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察
園
の
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ニ
カ
ル
ア
ー
ト 
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屋
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学
博
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The 17th Nagoya University Medical Museum 
Special Exhibit ミニ展示会 

医療器具で見る日本医学史 
Japanese Medical History through 

Medical Instruments 
 

2018 年 2月 1 日（木） － 4 月 27日（金） 
 平日：9:00‐20:00  土：13:00‐17:00 

 休館日：日曜・祝日 
 

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：名古屋市昭和区鶴舞町 65 名古屋大学附属図書館医学部分館 

 電話：（052）744‐2505 

入場無料 
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日本医学・医療史の秘められた遺産をどこからでも 

近代医学の黎明 
デジタルアーカイブ 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/index.html 

Explore hidden treasures of Japanese medical history 
from anywhere 

The Dawn of Modern  
Medical Science Digital Archives 
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history_en/index.html 
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2018年

2月6日火 5月12日土～
会場・主催：名古屋大学博物館
協　　　力：名古屋大学博物館友の会 ボタニカルアートサークル

臨時開館3/26 最終日は10時～15時（日・月曜日は休館）

講師：東海林 富子

ナンバンギセル
ハマウツボ科

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

2018年 4月4日水

入場
無料

ボタニカル
アート
作品展

ボタニカル
アート実演

至 八事

至 本山 ⇒

⇒ 博物館

博物館野外観察園

全学教育棟１Ｆ

環境総合館１ＦロビーＥＳ総合館

11

22

33

地下鉄名城線
名古屋大学駅
2番出口

豊田講堂豊田講堂

スポット展

2018年3月31日
細密画体験：深海魚を描こう！

申込不要・無料

申込不要・無料

申込必要・参加費500円

詳しくは、ホームページ、チラシをご覧下さい。

ボタニカルアートの技法を、東海林 富子（博物館友の会 ボタニカルアートサークル講師）が、実際に絵を描きながら説明します。

講師：氏原 温（名古屋大学准教授）

13:30～15:30 

13:30～14:30 

2018年2月20日
NUMCo 博物館コンサート

演奏：koto ～ひらり～ 
 岡崎 美奈江（箏）、三輪 聡美（箏・十七弦）、加藤 奏山（尺八）

14:00～15:00 箏・尺八 早春の調べ～現代から古典まで 

クラシックの調べ（予定）3月17日 14:00～15:00 

土

火

土
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至本山

名古屋大学前

山手通1

名大南

名古屋大学
博物館

地下鉄名城線
「名古屋大学」駅

TEL：052-789-5767　FAX：052-789-5896   http://www.num.nagoya-u.ac.jp
地下鉄名城線「名古屋大学」駅2番出口すぐ、名古屋市バス「名古屋大学」バス停すぐ

問い合わせ先
名古屋大学博物館

主催:名古屋大学博物館　協力：愛知文教大学　

関連イベント （入場無料・お申込み不要）

「ボタニカルアート作品展」
同時開催

休 館 日／日・月曜日
臨時開館／3月26日（月）

2月6日火
5月12日土

2018年

名古屋大学博物館 第37回企画展
Nagoya University Museum, The 37th Special Display

年 画 に 込 め ら れ た 願 い と 意 図
Art or Propaganda? Chinese Woodcut New Year Pictures with People's Wishes and Wills for the Arrival of Spring

■ 2月17日（土）　午後1時30分～3時

辻千春　愛知文教大学教授

飾り絵に耳を澄ませば！？
̶中国年画でたどる庶民の願い―

■ 3月10日（土）　午後1時30分～3時

辻千春　愛知文教大学教授

絵は口ほどにモノを言う！？
̶中国年画でたどる政治―

■ 4月21日（土）・4月24日（火）　午後1時～3時

「年画」を刷ってみよう！
中国版画師による実演と体験

講演会

ワークショップ

博物館コンサート　NUMCo
■ 2月20日（火）　午後2時～3時

■ 3月17日（土）　午後2時～3時（予定）

箏 ・尺八 早春の調べ ～古典から現代まで
演奏：koto～ひらり～　岡崎美奈江（箏）
　　　　　　　　　　三輪聡美（箏・十七絃）
　　　　　　　　　　加藤奏山（尺八）
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NIC 
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本
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そ
の
周
辺

名古屋大学附属図書館2階ビブリオサロン

特
別
展

3月2日(金)10:00～12:00

2月23日(金)10:00～12:00

講師：江口啓子氏

2月27日(火)10:00～12:00

3月6日(火)10:00～12:00

講師：高橋亨氏

主催：頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム
「西欧における絵物語コレクション共同研究を通じた最先端室町文芸研究の拠点形成」
課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業「失われた飲食文化の復活と現代に問いかけるその意義」

共催：名古屋大学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

展示説明会

関連ワークショップ 2018年3月9日(金)～10日(土) 名古屋大学NIC１階

【お問い合わせ】

名古屋大学大学院人文学研究科／伊藤信博（TEL：052-789-5282 E-mail：itoh@lang.nagoya-u.ac.jp）

※参加無料・予約不要です。お気軽にご参加ください。

2.19(月) 3.12(月)

2018

→
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 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 147 回招聘セミナー

ラーニングアナリティクスの活⽤による
⼤学教育の未来像 

緒⽅ 広明 ⽒ （京都⼤学学術情報メディアセンター・教授） 

講演概要 ⼤学教育におけるデータ活⽤の重要性が⾼まる中、注⽬を浴びるキーワードの⼀つに「ラー

ニングアナリティクス」がある。e ラーニング等によって蓄積される学習データを教育

改善に活かす研究および実践として、現在進⾏形で発展を続ける領域である。 

本講演では、ラーニングアナリティクスの活⽤による⼤学教育の未来像を考える契機と

して、学習活動のログ分析を⽤いた学習⽀援等の研究、及び京都⼤学や九州⼤学での実

践と、それらを踏まえた未来像について紹介する。 

2018 年 2 ⽉ 22 ⽇（⽊） 15:00－17:00  
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 

参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  
 
○いただいた個⼈情報は、本企画運営の⽬的にのみ使⽤いたします。 
○ご来場の際には、できる限り公共交通機関をご利⽤くださいますようお願いいたします。 
 構内駐⾞された場合の⽤務証明書発⾏はいたしかねますので、ご了承ください。 
 
お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-5696 
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The OSU-NU Japanese Linguistics and Pedagogy Workshop（第１回

オハイオ州立大学－名古屋大学日本語・日本語教育研究ワークショップ） 

 

趣旨：本ワークショップはオハイオ州立大学（OSU）と名古屋大学の日本語・

日本語教育研究者の研究・教育上の相互交流の活性化を目指して開催します。

学内、学外のどなたもご自由にご参加ください。事前申し込みは不要です。 

後援：平成 29 年度名古屋大学大学院人文学研究科研究プロジェクト経費 

「日本語学・日本語教育学分野の教育研究の国際化・活性化プロジェクト」 

問い合わせ：堀江薫(horie@lang.nagoya-u.ac.jp) 

 

開催日時：2018 年 2 月 23 日（金）午前 9 時半～午後 3 時半 

開催場所：名古屋大学東山キャンパス全学教育北棟４０６室 

 (http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/) 

交通案内：地下鉄名城線「名古屋大学駅」1番出口徒歩 5 分 

 

9:30-9：35 開催の辞（堀江薫, 名古屋大学） 

 

9:35-10:15 秋田喜美（名古屋大学） 

「類像性の感覚固有性：空間移動を表す日本語オノマトペを例に」（発表言

語：日本語） 

(Modality-specificity of iconicity: The case of motion ideophones in Japanese) 

 

概要: This study examines the semantic variety and specificity of Japanese 

ideophones for spatial motion events to illustrate the modality-specificity of 

iconicity. As verbal icons, motion ideophones tend to depict dynamic (e.g., 

auditory, spatio-temporal) aspects of motion events. Suprasegmental 

features that elaborate ideophonic depiction also exhibit this tendency. In 

contrast, manual icons, such as iconic gestures and sign language, are more 

expressive of visual information, both dynamic and static. Motion events, 

which involve various concepts, allow us to observe this semiotic contrast 

clearly and reinforce the modality-specific view of iconicity. 

 

10:15-10:40 薛婧宇（Xue Jingyu）（名古屋大学大学院） 

「日本語の複合動詞「V1-間違える」と中国語の“V1-错”,“错-V1”の対照研

究」 
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概要：本研究は失敗を表す日本語の複合動詞「V1-間違える」と中国語の“V1-

错”、“错-V1”の違いを論じる。具体的に、コーパス調査による各表現の V1

の違いを指摘するとともに、中国語の“V1-错”と“错-V1”の使い分け（“吃

错了药”と“错吃了药”など）について考察する。その上で、日本語の「V1-

間違える」と中国語の“V1-错”、“错-V1”の違いについて論じる。 

 

10:40-11:05 張穎（Zhang Ying）（オハイオ州立大学大学院） 

「日米の高等教育機関における日本語教育-東北大学と OSUの対比を通して」 

  

概要：本発表では、外国語としての日本語教育の一例として、米国のオハイオ

州立大学のパーフォームドカルチャーアプローチを紹介する。特に東北大学で

開講されている外国人留学生向けの「日本語特別課程」を第二言語としての日

本語教育の一例とし、ペダゴジーの視座から両者を比較することで、それぞれ

の利点と今後の課題について考察したい。 

 

11:05-11:45 林誠（名古屋大学） 

「修復の前置き（repair preface）としての「てゆうか」」 

  

概要：本発表では，会話分析の観点から，「てゆうか」というフレーズが修復

の前置き（repair preface）として用いられる事例を検討する．典型的な自己

修復の事例では，何らかの不適切性を持つ表現（トラブル源「X」）を適切な

表現（「Y」）に置き換えることで修復の実行がなされるが，「てゆうか」で

前置きされた自己修復では，「トラブル源」とされた表現「X」を完全に不適

切なものとは位置付けず，「Y」をあくまでも better alternativeとして提示

する．本発表では，そうしたプラクティスを用いることで，参与者が相互行為

上どのようなことを成し遂げているのかを探る． 

  

11:45-12:10  Sally Jones（名古屋大学大学院） 

“Semantic, syntactic and sequential ties in English conversation: Examining 

the appendor question” （発表言語：英語） 

  

Abstract: This presentation will examine a practice of other-initiated repair 

called the ‘appendor question’. These questions are a semantic and syntactic 

extension of the turn containing the trouble and are produced by a different 

speaker. For instance: 

1     A:   They make miserable coffee. 
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2 ➞ B:  Across the street? 

Previous research, however, has been limited regarding its ties to the 

sequential context. Using conversation analysis, 135 hours of naturally-

occurring interaction in English were examined and uncovered 

approximately 130 instances of appendor questions. It was found that 

appendor questions can be used to address problems in understanding that 

arise from sequential incoherency. 

  

12:10-13:10 休憩 

 

13:10-13:50 杉村泰（名古屋大学） 

「日本語の現場指示コソアの選択意識について」 

  

概要：日本語学習者は、日本人なら映画のスクリーンを見ている場面で「この

人は誰ですか」と言うところを「あの人は誰ですか」と言ったり、日本人なら

すぐ横にいる相手の顔を見て「その口紅はきれいだね」と言うところを「この

口紅はきれいだね」と言ったりする。このような例を挙げながら、日本語母語

話者と日本語学習者（中国人、韓国人）の指示詞の選択基準の違いについて考

える。 

  

14:00-15:30（招待講演）中山峰治先生（オハイオ州立大学東アジア言語・文学

学部） 

「日本語学、心理言語学、そして日本語教育 -日本語名詞・再帰代名詞の第２

言語習得研究の成果に基づいて-」 

 

概要：日本語文法研究で得られた知識を、心理言語学的に実証研究し、脳のメ

カニズムを理解する。一方、海外での日本語教育にも反映させる。ここでは３

つの具体例として、日本語学習者の応答、物語展開における名詞の使い方、第

２、第３言語としての日本語の再帰代名詞解釈の研究結果を紹介し、言語の生

得的なもの、第２言語習得における母語の役割に言及し、これらで得られたも

のをいかに言語教育に反映させるかを考えたい。 

 

15:30-15:35 終了の挨拶 
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日本語学、心理言語学、そして日本語教育
－日本語名詞・再帰代名詞の第２言語習得研究の成果に基づいて－

オハイオ州立大学教授

中山峰治 先生

主催：平成29年度名古屋大学大学院人文学研究科研究プロジェクト経費
「日本語学・日本語教育学分野の教育研究の国際化・活性化プロジェクト」

お問い合わせ：堀江薫 (horie@lang.nagoya-u.ac.jp)

第4回名古屋大学大学院人文学研究科

言語学分野公開講演会

✓日時：2月23日（金）午後2時～3時半（当日午前より公開ワークショップを開催します）
✓場所：名古屋大学・東山キャンパス全学教育北棟406室

(http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/)

✓交通案内：地下鉄名城線「名古屋大学駅」①番出口徒歩5分

入場無料・事前申し込み不要

日本語文法研究で得られた知識を、心理言語学的に実証研究
し、脳のメカニズムを理解する。一方、海外での日本語教育に
も反映させる。ここでは３つの具体例として、日本語学習者の
応答、物語展開における名詞の使い方、第２、第３言語として
の日本語の再帰代名詞解釈の研究結果を紹介し、言語の生得的
なものや第２言語習得における母語の役割に言及し、これらで
得られたものをいかに言語教育に反映させるかを考えたい。

参考文献
Nakayama, M. & N. Yoshimura (2015) “The modularity of grammar in L2

acquisition.” In M. Nakayama (ed.), Handbook of Japanese

Psycholinguistics. 235-270. Boston: De Gruyter Mouton.
吉村紀子・中山峰治(2018) 『第二言語習得研究への誘い ー 理論から実
証へ』くろしお出版.

Yoshimura, N. M. Nakayama, T. Shirahata, K. Sawasaki, & Y. Terao
(2012) “Locality and zibun in L2 Japanese.” Journal of Japanese

Linguistics 28, 89-110. November 2012.
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普遍性と個別性の間
－対照的視点から見る東西の助動詞選択－

学習院大学文学部教授、筑波大学名誉教授

鷲尾龍一 先生

主催：平成29年度名古屋大学大学院人文学研究科研究プロジェクト経費
「日本語学・日本語教育学分野の教育研究の国際化・活性化プロジェクト」

お問い合わせ：堀江薫 (horie@lang.nagoya-u.ac.jp)

第5回名古屋大学大学院人文学研究科

言語学分野公開講演会

✓日時：2月28日（水） 午後2時～3時半
✓場所：名古屋大学・東山キャンパス全学教育北棟406室

(http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/)

✓交通案内：地下鉄名城線「名古屋大学駅」①番出口徒歩5分

入場無料・事前申し込み不要

言 語 研 究 に お い て 、 対 照 的 視 点 （ Contrastive

Perspective）がどのような発見を促し、その後の研究をど

のように方向づけるのかを、西洋諸語と古典日本語に見
られる助動詞選択（Auxiliary Selection）の比較を通して
考える。

参考文献：
Washio, R. (1990) The Japanese Passive, The Linguistic Review 6: 226–273.

Washio, R. (1994) Does French Agree or Not? Lingvisticæ Investigationes 18: 377–

414.

Washio, R. (2002)일일일일일일일일일일일일일『일일일일』38: 921-942.

Washio, R. (2004) Auxiliary Selection in the East, Journal of East Asian Linguistics

13: 197–256.

Washio, R. (2006) Unaccusativity and East Asian Languages: Issues and Prospects,

Bulletin of the Chinese Linguistic Society of Japan 253: 44–91.

Washio, R. (2018) Voice Extension in Passives and Causatives, Handbook of Japanese

Contrastive Linguistics. Mouton De Gruyter, pp. 109-135.
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ぎざじゅうアピール：言語の定形性と創造性

慶應義塾大学教授

鈴木亮子 先生

主催：平成29年度名古屋大学大学院人文学研究科研究プロジェクト経費
「日本語学・日本語教育学分野の教育研究の国際化・活性化プロジェクト」

お問い合わせ：堀江薫 (horie@lang.nagoya-u.ac.jp)

第6回名古屋大学大学院人文学研究科

言語学分野公開講演会

✓日時：3月4日（日）午後3時半～5時
✓場所：名古屋大学・東山キャンパス全学教育北棟406室

(http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/)

✓交通案内：地下鉄名城線「名古屋大学駅」①番出口徒歩5分

入場無料・事前申し込み不要

近年、談話における定型表現の多さ・豊富さ
に関する指摘が特に英語についてなされている。
日本語の日常会話も例外ではないといえよう。
一方で私たちは会話の場で面白い表現や変わっ
た表現を耳にしたり自分で言ったりもする。実
際の例を通して表現の創発するプロセスを細か
く見ることで、相反するように見える言語の定
形性と創造性、そして私たちのもつ文法知識に
おけるそれらの位置付けについてともに考えて
みたい。
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中国語を対象とする
機能主義言語学・会話分析の展開

成蹊大学講師

遠藤智子 先生

主催：平成29年度名古屋大学大学院人文学研究科研究プロジェクト経費
「日本語学・日本語教育学分野の教育研究の国際化・活性化プロジェクト」

お問い合わせ：堀江薫 (horie@lang.nagoya-u.ac.jp)

第7回名古屋大学大学院人文学研究科

言語学分野公開講演会

✓日時：3月27日（火）午後３時半～５時
✓場所：名古屋大学・東山キャンパス全学教育北棟406室

(http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/)

✓交通案内：地下鉄名城線「名古屋大学駅」①番出口徒歩5分

入場無料・事前申し込み不要

会話分析や相互行為言語学は英語のみならずフィンランド語・韓国語・日本語等
において様々な研究が蓄積されているが、これらの言語に比べると中国語に関する研
究は目立たないかもしれない。しかし、M.A.K. Halliday や S.A. Thompson等、機能主

義言語学や相互行為言語学の中心的人物は元々は中国語の研究者であり、また中国語
の記述的研究はその初期から話し言葉への志向がある（Chao 1968, Li and Thompson

1981）。北京社会科学院の方梅、UCLAの陶紅印、台湾師範大学のYung-O Biqらによ
る一連の談話機能主義的研究の他、近年ではRegina WuやXiaoting Li等、会話分析の分
野でも中国語に関する研究が進んできている。さらに、2013年には台湾の黄宣範
(Shuangfan Huang)によるChinese Grammar at Workが出版され、中国語会話における
様々な現象の概観が可能となった。2014年からは相互行為言語学の学会が中国大陸に

て隔年で開催されており、この方面における研究が北米や台湾に比べて遅かった大陸
においても盛んになりつつある。本発表では中国語に関する機能主義的・会話分析的
研究を概観し、会話データを用いて中国語を研究する面白さについて考えてみたい。
発表の最後には、発表者が現在行っているフィンランド語・日本語・中国語会話にお
ける発話の重複現象について紹介し、対照研究の可能性についても議論する。

参考文献

Chao, Yuanren. 1968. A Grammar of Spoken Chinese. University of California Press.

Huang, Shuanfan. 2013. Chinese Grammar at Work. John Benjamins.

Li, Charles N. and Sandra A. Thompson. 1981. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. University of

California Press.

Xing, Janet Zhiqun. (ed.) 2009. Studies of Chinese Linguistics: Functional Approaches. Hong Kong University Press.

Pan, Yuling and Daniel Kádár (eds.). 2013. Chinese Discourse and Interaction: Theory and Practice”. London: Equinox
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をさが
主催：名古屋大学博物館・名古屋市科学館

協力 : 愛知大学名古屋一般教育研究室
　　   蒲郡市生命の海科学館

!
フィールドセミナー since 2005

第 56 回 地球教室

鉱物の性質について学習し、鉱物の採集と鑑定をします。
とき： 2018 年 2月24日 ( 土 )・25日 ( 日 )

　
  ところ： 名古屋市科学館
        蒲郡市生命の海科学館
　　    　　   三田石材 ( 愛知県西尾市 )

日帰り・二日間セット・2 日目の昼食は各自持参

定員と対象： 一般 30 名
（小学 3 年生以上、小学生は保護者同伴）

参加費： 1 名あたり1,000 円

申込方法 往復はがきに
● 催し名 : 「第 56 回地球教室」● 郵便番号・住所・電話番号・
E メールアドレス  ● 参加者全員の氏名 ( ふりがな ) と学年（一般
の方は年齢）● 返信宛名 ● この催しを知った方法 ● 名古屋
大学博物館友の会の方はその旨を記入して、下記の住所までお
申し込みください。※「消せるペン」の使用はお控えください

〒 464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学博物館

　　申込締切 2018 年 2 月5 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。

お問合せ　名古屋大学博物館
TEL:052-789-5767 FAX:052-789-5896　E-mail: earth@num.nagoya-u.ac.jp

そう
1 日目 14:00 〜 16:30 / 2 日目 9:00 〜 16:00

旅行企画・実施・お支払先
（株）ツーリスト中部（愛知県知事登録旅行業第２－１１３３号）総合旅行業務取扱管理者 平本　直靖　
〒452-0903　愛知県清須市助七 1-176　片岡ビル１階　TEL：052-409-8070　FAX：052-409-9130
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新規事業を迅速かつ効率的に
立ち上げる手法を学ぶ

リーンローンチパッド名古屋リーンローンチパッド名古屋
2018

受講者募集！受講者募集！受講者募集！受講者募集！
クラウドコンピューティングや３Ｄプリンタなどの登場により、

サービス・製品化へのインフラがかつてないほど整い、

アイデアや研究成果をいかに素早く事業化するかが重要になっています。

このプログラムでは「リーンスタートアップ」という新規事業立ち上げの理論を実践的に学び、
今求められている『新たな価値を創造する力』を鍛えます。

Lean LAUNCHPAD
N A G O Y A

実践型セミナー

参加費

無料

Lean 
LAUNCHPAD

https://www.facebook.com/
Nagoya.Univ.info.tongali

Tongaliプロジェクトの
Facebookはこちら

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 で検索!

対象 学生、若手研究者、起業を考えている教職員、社会人の方など 募集定員 10チーム

文部科学省「次世代アントレプレナーシップ育成事業（EDGE-NEXT）」

（※応募者多数の場合は選抜させていただきますのでご了承ください）
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※スケジュール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。

第１回
日時 ： 1月14日（日） 10:00～17:00  /  場所 ： 名古屋ルーセントタワー16階会議室

製品アイデアからビジネスモデルの骨格を構築し検証する方法を身につける

第2回
日時 ： 1月27日（土） 10:00～17:00  /  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）

ビジネスモデルの検証のための必要最低限の製品(ミニマムバイアブルプロダクト、MVP)の技法を学び
実際に作ってみる

第3回
日時 ： 2月10日（土） 13:00～17:00  /  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）

マネタイズを工夫し収益性を高める方法を学び実践する

第4回
日時 ： 2月25日（日） 10:00～17:00  /  場所 ： 名古屋ルーセントタワー16階会議室

プランニングからプランへ。ビジネスモデルをもとにビジネスプランを作る

第5回
日時 ： 3月10日（土） 13:00～17:00  /  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）

スケーラビリティを高める方法とビジネスモデルを工夫し持続的な優位性を構築する方法を学び実践する

第6回 日時 ： 3月24日（土） 13:00～17:00  /  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）
DEMODAYで世の中にビジネスプランを披露する

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

日程・カリキュラム（予定）

講 師

Lean LAUNCHPAD
N A G O Y A

リーンローンチパッド名古屋リーンローンチパッド名古屋

堤 孝志
ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社
代表取締役

総合商社、シリコンバレーおよび国内のVCにおいて20年以上
にわたって一貫してリスクの高い新規事業の立ち上げと日米・
アジアにて幅広くベンチャー投資活動を行う傍ら個人的に「顧
客開発モデル」を中心とした講演、レクチャーを精力的に行って
きたが、2014年満を持してラーニング・アントレプレナーズ・ラボ
株式会社を共同設立。
東京理科大学工学部卒。McGill大学経営大学院修了。
訳書に『アントレプレナーの教科書』、『スタートアップ・マニュアル』（翔泳
社）、『リーン顧客開発』（オライリー・ジャパン）、『クリーンテック革命』（ファー
ストプレス）等。

飯野 将人
ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社
代表取締役
大手金融機関、米国コングロマリットといった大企業勤務、VC
におけるベンチャー投資に取り組む傍ら、自ら日米複数のスター
トアップの経営に参画。堤氏とともに「顧客開発モデル」を中心
とした講演、レクチャーを精力的に行ってきたが、2014年満を持
してラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社を共同設立。
東京大学法学部卒。米国ハーバード大学経営大学院修了。
訳書に『スタートアップ・マニュアル』（翔泳社）、『リーン顧客開発』（オライ
リー・ジャパン）、『クリーンテック革命』（ファーストプレス）等。

お申し込みは、Tongaliホームページで　

Lea
n 

LAUNCHPAD

このプログラムのポイント

参加費

無料
受講者
募集

ビジネスモデルの構築
これまでとの違い

これまでの新規事業立上げのアプローチは、
ビジネスプランの作成とその実行が主流でした。
しかし、ビジネスプランに含まれる多くの思い込
みと、愚直な実行で多くの失敗が重ねられてき
ました。本プログラムでは、ビジネスモデルの探
索と実現する方法を実践を通じて学びます。

必要最低限かつ迅速
（リーンスタートアップ）

方　法

仮説の構築、最低限の製品・サー
ビスの試作、仮説検証、軌道修正
というサイクルを繰り返すことで、素
早くビジネスモデルを探索し実現を
目指します。

メンター制

サポート

受講者には顧客候補へのインタ
ビューを通じた仮説検証をしていた
だきます。プログラム中はメンターが
つき、インタビュー先の紹介やビジ
ネスモデル探索の支援をします。

スタンフォード大学や
カリフォルニア大学で実施の

プログラム

チャンス

スタンフォード大学Steve Brank氏が開発した
「The Lean LaunchPad」の凝縮版（日本語）。
ベンチャーの本場で行われているプログラムを体
験する絶好の機会です。

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

１． 自ら取り組む事業アイデアの内容や顧客ヒアリングの結果など事業化のための
　 仮説検証状況を互いに発表し、ディスカッションすることに同意いただけること
　 （内容を他の人に話したくない方のために、連名式の秘密保持契約書を締結します）
2． 必ず全部の回の講座に参加すること

3． 授業以外に、顧客インタビュー等の宿題があり、取り組む必要があること
4． グループウェアを使用するため、PCの持参が可能であること
5． 教科書として「スタートアップマニュアル」を購入すること
6． 3～5人程度のグループ参加であること（１人での応募を希望する場合は、事務局までご相談ください）

< 本講座の受講にあたっての注意事項 >

申込一次締切　12/15（金） 102



名古屋大学大学院
創薬科学研究科
第２回 特別講演会

日時： 平成30年 ３月２日 (金) 午後2時から
（受付：午後1時30分から）

会場： 名古屋大学 坂田・平田ホール

問合せ先：
名古屋大学大学院創薬科学研究科・
細胞生理学研究センター事務係
TEL:052-747-6586

薬物からサイエンスへ、
サイエンスから薬物へ；
薬理学の冒険

坂田・平田ホール
(理学部南館)

京都大学大学院医学研究科

成宮 周 特任教授

メディカルイノベーションセンター長
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ライフサイクルを考慮した
大学施設の戦略的維持管理

第 18回　大学施設マネジメント研究会

主催：国立大学法人　名古屋大学　

■プログラム 
開会挨拶：木村 彰吾 ( 名古屋大学 施設担当理事・副総長 )
司　　会：三森 弘 ( 施設・環境計画推進室・講師 )
主旨説明：恒川 和久 ( 名古屋大学 工学部施設整備推進室・室長 )
第 1部　13：45～15：15
講演１：笠原 隆（文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官）
　　　　「国立大学法人等施設の長寿命化に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライフサイクルの最適化」
講演２：板谷 敏正（プロパティデータバンク株式会社 代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・芝浦工業大学客員教授）
　　　　「データサイエンスを活用した不動産・施設マネジメント
　　　　　　　　～ライフサイクルを見据えた事後保全と予防保全」
講演３：沢田 和秀（岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究センター・センター長）
　　　　「地方大学におけるインフラマネジメントに関する取組み」
第 2部　パネルディスカション　15：30～17：00
　　　　上記講演者を交えQ&Aセッション
　　　　コーディネーター：恒川和久

意見交換会　17:15～19:00　( 参加費 3,000 円 )　 

■開催日時（要申込）

2018 年 3 月 2日 ( 金 )  
13:30～17:00( 受付開始 :13:00)
■会　　場

名古屋大学　ES総合館　ESホール (定員 200 名 ) 

開催主旨

　我が国のインフラが今後急速に老

朽化することが予想される中、国及

び地方公共団体等が一丸となってイ

ンフラの戦略的な維持管理等を推進

するため、平成 25 年 11 月「イン

フラ長寿命化基本計画」が策定され

ました。文部科学省でも「文部科学

省インフラ長寿命化計画」を策定す

るとともに、各国立大学法人等に向

けて「インフラ長寿命化計画」の策

定を求めています。

　一方、国立大学法人等施設は、既

存施設を有効活用しながら施設の長

寿命化によりトータルコストの縮減

等が求められていますが、老朽化が

進行し安全面、機能面、経営面で大

きな課題を抱えています。

　第 18 回を迎える本研究会では、

適切に施設の長寿命化を図ることに

より、教育研究機能の向上と経営基

盤の強化を図るため、施設の長寿命

化に向けたライフサイクルの考え方

や具体的な方策について議論を行い

たいと思います。 ■申込締切：2018年 2月 23日（金）　
申込・問合せ先：名古屋大学工学部施設整備推進室（担当）角野　
　　　　　　　　E-mail : kakuno.kanako@g.mbox.nagoya-u.ac.jp
　　　　　　　　TEL: 052-789-3742 　 

名古屋大学ファシリティマネジメント研究会ホームページ：http://fm.campus.provost.nagoya-u.ac.jp/index.html 
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名古屋大学・シンガポール国立大学
材料工学分野における産学官連携セミナー

～バッ ャステ ン サ エンス よ
エネル ー 交通 環境 為 材料 プロセス設計～

申し込み
ＨＰよ お申込みください
http://www.aip.nagoyau.ac.jp/event/detail/

0004191.html

2018

古屋大学

野依記念物質科
学研究館講演室

古屋大学工学研究科
料バッ ャ

研究センタ

愛知県 &

古屋大学学術研究
産学官連携推進本部

連絡先 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 ル プ
TEL：052-747-6476 E-mail：kokusai-jinzai-evnt@aip.nagoya-u.ac.jp

3月2日
場所

英語
時通訳あ
午後

主催

共催

名古屋大学 シン ポール国立大学 近
年 学術研究 学生交流 連携を強化
お ます 材料工学分野 昨年7月
第１回 研究セ ナーをシン ポール 実
施致 ま た 今回 更 連携を深
た 第2回目セ ナーを名古屋 開催
致 ます 研究成果 発表 加え 企業
産学連携 つい 議論致 ます 多数
ご来場をお待ち申 上げます
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名古屋大学・シンガポール国立大学材料工学分野における産学官連携セミナー

～講演者・講演内容～
9:00-9:10 開会あいさ (小橋 眞

第一部： 古屋大学 ン 国立大学の最 端 料工学研究の紹介

9:10-11:20 (1) 料開発手法の最 端
• 高次元 料情報統 学 よ 料開発の革新的加 足立 隆
• High-quality ceramic structures made by additive manufacturing Prof.

Jun  Ding

• 金属3D ンタ造形体の微視組織 高田 尚記
• ン ン を用いた最 端 料計測 伊藤 孝寛
• New insights into materials with the NUS Atomic Resolution Microscope 

(Prof. Stephen Pennycook

11:20-12:00 (2) エ 関連 料開発の最 端研究
• 超臨界流体の分離 セ および 料調製への応用 後藤 元信
• MOF-derived Nanostructures for Energy Storage and Electrocatalysis 

(Prof. John Wang)

12:00-13:00 昼食

13:00-13:10 午後の部あいさ 天野 浩

13:10-13:50 (2) エ 関連 料開発の最 端研究
• Flexible Energy Harvesters (Prof. Jianyong Ouyang

• Redox Targeting based Redox Flow Batteries for Large-scale Energy 

Storage  (Prof. Qing Wang)

13:50-14:30 (3) NUSの 料工学研究 個別研究の紹介
• Single Walled Ni(OH)2 Nanotubes for Efficient Water Splitting (Prof. Jun 

Min Xue)

• Nature-inspired Artificial Skins (Prof. Benjamin Tee Chee Keong)

第二部： 料工学分野 おけ 産学連携

14:50-15:50 (4) 古屋大学の 料工学分野 おけ 産学連携
• 古屋大学 おけ 産学連携の取 組み
• 古屋大学発素 ベンチャ の取 組み(放熱素 AlN (宇治原徹)

• 料開発分野 の 大 の産学連携 田 裕人/ ヨタ自動車
• 料開発分野 の 大 の産学連携 瀬戸 一洋/JFE チ

15:50-16:00 閉会

プロ ラ 予告 く変わ 場合がご います

時通訳

時通訳

時通訳

NUS

大

大

大

大

大

大

NUS

NUS

NUS

NUS

NUS

NUS
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Industry – Academia Collaboration Seminar 
on Material Science and Engineering

～Material and Process Design for Energy, Mobility and 
Environment by back-casting Science ～

Registration
Please register from

http://www.aip.nagoyau.ac.jp/event/detail/

0004191.html

2018

Noyori Materials 

Science Laboratory

Nagoya University

Research Center for Materials  

Backcasting Technology 

Graduate School of Engineering,  

Nagoya University

Aichi prefecture &

Academic Research and 

Industry-Academia-Government    

Collaboration Division, 

Nagoya University

Contact: Academic Research & Industry-Academia-Government Collaboration,

International Industry-Academia Collaboration & Human Resources Development 

Group TEL：052-747-6476 E-mail：kokusai-jinzai-evnt@aip.nagoya-u.ac.jp

2 March
Venue

English
simultaneous 

Interpretation

(afternoon)

Organizer

Co-organizer

Nagoya University and the National University of

Singapore have been trying to develop

collaboration in academic research and student

exchanges recently. In the field of materials

engineering, we already held the first seminar in

Singapore last July and this seminar in Nagoya will

be the second one to develop further collaboration.

During the seminar, not only state-of-the-art

research result will be shared, but also industry-

university collaboration with companies will be

discussed. We look forward to having you join us!
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Industry – Academia Collaboration Seminar on Material Science and Engineering
～Program～

9:00-9:10 Opening address  (Makoto Kobashi)

First Session：Introduction of state-of-the-art research at material engineering 

9:10-11:20 (1) Cutting edge method in material development

• Innovative acceleration of material development by high dimensional material 

information integration Yoshitaka Adachi

• High-quality ceramic structures made by additive manufacturing Prof. Jun  

Ding

• Microstructure of metal 3D printer model Naoki Takata

• State-of-the-art material measurement using synchrotron light Takahiro Ito

• New insights into materials with the NUS Atomic Resolution Microscope (Prof. 

Stephen Pennycook

11:20-12:00 (2) State-of-the-art research on energy-r at  at ria  v t 
• Supercritical fluid technology for separation and material processing

Motonobu Goto

• MOF-derived Nanostructures for Energy Storage and Electrocatalysis (Prof. 

John Wang)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:10 Greeting by Prof. Hiroshi Amano

13:10-13:50 (2) State-of-the-art research on energy-related material development 

• Flexible Energy Harvesters (Prof. Jianyong Ouyang

• Redox Targeting based Redox Flow Batteries for Large-scale Energy Storage  

(Prof. Qing Wang)

13:50-14:30 (3) Introduction on material engineering research at NUS and individual research
• Single Walled Ni(OH)2 Nanotubes for Efficient Water Splitting (Prof. Jun Min Xue)

• Nature-inspired Artificial Skins (Prof. Benjamin Tee Chee Keong)

Second session: Industry-academia collaboration in material engineering

14:50-15:50 (4) Industry-academia collaboration in materials engineering at Nagoya University

• Industry-academia collaboration at Nagoya University

• Venture company from Nagoya University in the field of material development  

(heat-dissipating material AlN) (Toru Ujihara)

• Industry-academia collaboration in the field of material development in Nagoya 

University (Industry) Hirohito Hirata/Toyota Motor Corp.

• Industry-academia collaboration in the field of material development in Nagoya 

University (Industry) Kazuhiro Seto/JFE Steel Corp.

15:50-16:00 Closing remarks

Programs may change without notification

Simultaneous 

interpretation

NUS

NU

NUS

NUS

NUS

NUS

NUS

NUS
NU

NU

NU

NU

NU

Simultaneous 

interpretation

Simultaneous 

interpretation
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◆受付     ：    8：30～9：00               東館４階 大講義室前 

◆全体説明会：     9：00～9：40               東館４階 大講義室 

                「本研究科の目指すもの」 小嶋哲人保健学統括専攻長 

                リーディング大学院「ウェルビーイング in アジア」の概要 

◆専攻別説明会： 10：00～12：00  各専攻において研究分野の説明等を行います 

・看護学専攻：                           本館２階 第１講義室 

・医療技術学専攻（医用量子科学分野）：                  本館２階 第２講義室  

・医療技術学専攻（病態解析学分野）：           本館２階 第３講義室 

・リハビリテーション療法学専攻（理学療法学分野）：  本館２階 第４講義室 

・リハビリテーション療法学専攻（作業療法学分野）：  本館２階 第５講義室 

■ お問い合わせ先 

名古屋大学医学部・ 医学系研究科  

大幸地区事務統括課教務学生係  

名古屋市東区大幸南1-1-20   
TEL: 052-719-1518       

東館 

ナゴヤドーム 

■ 交通案内 

＜地下鉄利用＞ 

名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅（①番出口） 

または「砂田橋」駅（①番出口）徒歩8分 

＜JRまたは名鉄利用＞ 

「大曽根」駅から徒歩20分 

「大曽根」駅からゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」駅下車徒歩5分 

「矢田」駅から徒歩9分 

【会場：名古屋大学大学院医学系研究科 大幸キャンパス】 

平成平成平成303030年年年333月月月333日日日（（（土土土）））   

WEBページ上に本研究科教員紹介・シラバスがありますので是非ご覧ください。  

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

大学院入学を検討されている方が対象です。  

事前申込不要ですので、受付に直接お越しください。  
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 2018年3月3日（土）13：30～16：30 

場 所： 名古屋大学 大幸キャンパス 本館２階 第２講義室  

参加者： ＴＨＰ修了生、ＴＨＰ在学生、教員、大学院生、保健医療職   

   ■ 内 容  

（１）特別講演 

「在宅緩和ケアサービスと地域ケアの展望 」 

赤津 裕康 先生  （名古屋市立大学医学研究科地域医療教育学分野特任教授 ） 

（２）修了生による活動報告   

「臨床における多職種連携の意義〜THPコースで学んだことを活かして〜  」 

 滝 良梨子 さん（名古屋大学医学部附属病院５Ｅ病棟 看護師 ）  

「療育における多職種連携の実際と課題に感じること －医療職以外との連携も含めて－  」 

 高橋 秀平 さん（愛知県三河青い鳥医療療育センター リハビリテーション科理学療法士） 

（３）THP養成コースを終えて  

  辻村 早苗 さん （看護学専攻 基礎臨床看護学 講座）    

  横井 伽折 さん （リハビリテーション療法学専攻 作業療法学講座） 

（４）終了後 懇親会 （第５講義室） 

     トータルヘルスプランナー（THP)養成コース修了者との経験交流を行います。  

＊「保健学セミナー」の出席認定(２コマ）がされます。   

＜お問い合わせ先＞ 

名古屋大学医学部医学系研究科 保健学 (大幸キャンパス） 

名古屋市東区大幸南１－１－２０  TEL＆FAX 052-719-3158 

http://www.met.nagoya-u.ac.jp/THP/ 110
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「明治期・愛知県における流行歌謡小冊子の

出版  ― 岡崎・鳳仙堂の薄物唄本を中心に」 

かたり： 浦部 幹資 氏（元愛知県図書館） 

第42回 平成30年3月6日（火）午後6時から 
名古屋大学中央図書館 2 階ディスカバリスクエア 

 江戸時代後期から明治末にかけて、木版、和綴で表紙に絵が描かれた 10 ページ程度の流行

歌謡の小冊子が各地で数多く出版された。愛知県でも明治 10 年代後半から同様の小冊子が出

版される。中でも岡崎の本屋鳳仙堂は明治 20年頃から 40年頃にかけて歌舞伎、講談などで良く

知られた話、巷でおこった心中・殺人事件、日清・日露戦争などを題材に、400 点近くのかぞえ唄

やくどき節を出版した。鳳仙堂の唄本作りと頒布、人々の享受の仕方を探り、明治の民衆文化、

書籍文化の一端を提示する。 

名古屋大学附属図書館友の会 
TEL ０５２－７８９－３６８４   

ＦＡＸ ０５２－７８９－３６９４ 

E-Mail tomo@nul.nagoya-u.ac.jp 

URL   http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/tomo/ 

 

 

 

後援 名古屋大学附属図書館， 

同研究開発室 

参加無料 

申込不要 
会員以外の方 

も歓迎します 
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 名古屋⼤学⾼等教育研究センター 第 89 回客員教授セミナー  

⼤学のガバナンスと教育研究活動 
  

リウドヴィカ・ライシト ⽒
（ドルトムント⼯科⼤学⾼等教育研究センター・教授）

講演概要 本セミナーでは、欧州における⼤学ガバナンスの変化とそれが教員の教育研究活動に与

える影響について検討する。はじめに、制度的論理の視点と⾼等教育のガバナンス類型

に基づき、欧州では強⼒なマネジリアリズムや外部ステークホルダ主導のガバナンスが

浸透している⼀⽅、ドイツのようなフンボルト理念を受け継ぐ⼤学では、教員主導のガ

バナンスも依然として強⼒である点を議論する。NPM 型の改⾰により、論⽂⽣産性など、

ある種の数値⽬標は改善したかもしれないが、その背後で教員の⾃律性を損なうという

深刻なコストを負担している可能性がある。こうした改⾰により、⼀部の専⾨分野では、

何を教育研究活動の成果とするか、どのような知が⽣み出されたかという⼤学の成果⾃

体も変化する可能性がある。これは、教員集団の価値観を破壊し、⼤学教授職への魅⼒

を削ぐ結果へといずれつながる可能性がある。 

2018 年 3 ⽉ 6 ⽇（⽕） 13:30－15:30
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 

参加のお申込は下記ウェブサイトよりお願いいたします。
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/seminarform.html  
 
使⽤⾔語：英語 
 
○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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高大接続

「高大接続と高校教育の現状」
服部 弘幸（岐阜県立郡上高等学校）

「動き始めた高大接続入試」 鳴川 義雄（中京大学）

「高校生と大学が相互に選択するための支援基盤の
整備のために」 山本 康二（学校法人河合塾）

14：15～15：45 分科会第Ⅰ部

現場で活躍できる教務系職員の専門性

「現場で使える職員をどのようにして育てるか
－教務系職員の専門性はＫＫＬで育てる－」

村瀬 隆彦（大学教務実践研究会）

「職場の人材育成機能を高める」 宮林 常崇（首都大学東京）

「どのように教職課程事務を学んだのか」小野 勝士（龍谷大学）

発達障害のある学生への支援体制に関する現状や課題
－修学支援・就労支援－

「“どの入口から入っても大丈夫”な支援体制をめざして
：岐阜大学の現状と課題」 堀田 亮（岐阜大学）

「発達障害および発達障害傾向のある学生への支援の現
状－小規模大学における取組み－」

肥田 幸子（愛知東邦大学）

「障がい学生支援の取組みと課題－名城大学障がい学生
支援センター事例報告－」

井上 法保（名城大学）

「高等教育機関に望む障害学生支援のあり方」
田中 芳則（名古屋市総合リハビリテーション事業団）

事前参加登録はこちらから https://goo.gl/GpqXxB

3/10
会 場 中京大学名古屋キャンパス1号館（図書館・学術棟）
時 間 13：00 18：30 （受付12：00～）
参加費 1,000円

13：00～14：00 基調講演

https://sites.google.com/site/tokaiforum2018/

SAT

大学ガバナンスから見た教育改革 講演者：吉武博通（首都大学東京・理事）

…
…
…
…
.............…

....…
…
…

………………………………

主催 大学教育改革フォーラムin東海2018実行委員会

16：00～17：30 分科会第Ⅱ部

13：00～14：00 基調講演

教学IRによる大学教育の理解

「名古屋大学における教学IR事業と今後の課題」
丸山和昭（名古屋大学）

「教学データからの気づき：教学IRの実践」
児島完二（名古屋学院大学）

「教学IRで見えること、見えないこと」 大津史子（名城大学）

組織マネジメント

「大学ビジョンの実現に向けた組織マネジメント
－名城大学の事例を踏まえて－」 鶴田弘樹（名城大学）

「椙山女学園大学における人材育成」
小林嗣明（学校法人椙山女学園）

「愛知東邦大学における組織改革の取組」
増田貴治（学校法人東邦学園）

今一度見直す授業設計

「アフォーダンス理論に基づく文系数学の
授業デザインと実践」 落合洋文（名古屋文理大学）

「学生の学ぶ意欲を喚起させる授業の工夫」
石橋健一（名古屋産業大学）

物理教育におけるアクティブラーニングとその評価

「物理学講義におけるアクティブラーニングの効用と課題」
千代勝実（山形大学）

「概念の階層と理解について考える授業」 佐藤実（東海大学）

「体系的理解を目指した物理学講義実験のシリーズ化」
古澤彰浩（藤田保健衛生大学）

アクティブラーニングと学修成果の見える化

「『四日市大学成長スケール』とアクティブラーニング」
齋藤信（四日市大学）

「受講者にアクティブラーニングの意義・評価基準が伝わる
シラバスの作り方」 三上仁志（中部大学）

「アクティブラーニングと学修成果の見える化
：三重大学の取組」 山本裕子・久保田祐歌（三重大学）

17:30～18:30 ポスターセッション

…
......…

........…
…
…
.....…

....…
...…
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茨城大学

東北大学

群馬大学

早稲田大学
工学院大学
東洋大学
情報･システム研究機構（国立情報学研究所）

大阪大学

九州大学

長崎県立大学

愛媛大学

和歌山大学

名古屋大学
南山大学

静岡大学

奈良先端科学技術大学院大学

北陸先端科学技術大学院大学

広島大学

情報セキュリティ大学院大学
慶応義塾大学

東京学芸大学

東京工業大学
東京工科大学

鶴見大学

スマートエスイー

enPiT-Pro                シンポジウム

文部科学省 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）

早稲田大学 戸山キャンパス
38号館 AV教室

38号館1階 インナープラザ

38号館1階 戸山カフェテリア

文部科学省enPiT-Pro 採択拠点、「スマートエス

イー」「enPiT-Pro Emb」「ProSec」が集結。ビッ

グデータ・AI・組み込み・サイバーセキュリテ

ィなど、企業における新たな IoT人材育成に向け

た先進的、実践的、体系的な教育プログラムおよ

び産学官連携ネットワークをご案内します。IoT

人材育成を課題としている企業の皆様のご来場

をお待ちしております。

三拠点合同

講　演

ポスター展示

交流会

参加希望の方は

スマートエスイーHPから

お申込みください。

http://smartse.jp
定員300名
入 場 無 料
（交流会費3,000円）

IoTが急拡大する時代の
社会人育成

プログラム 13:00～17:30 司会進行 鄭 顕志 国立情報学研究所 准教授

13:00

主催

スマートエスイー 
早稲田大学／茨城大学／群馬大学／東京学芸大学／

東京工業大学／大阪大学／九州大学／

北陸先端科学技術大学院大学／

奈良先端科学技術大学院大学／

工学院大学／東京工科大学／東洋大学／鶴見大学／

情報･システム研究機構（国立情報学研究所）

enPiT-Pro Emb
名古屋大学／静岡大学／広島大学／愛媛大学／南山大学

ProSec
情報セキュリティ大学院大学／東北大学／大阪大学／

和歌山大学／九州大学／長崎県立大学／慶応義塾大学

１） 主催者代表挨拶 鎌田 薫 早稲田大学 総長
２） 来賓挨拶 文部科学省（依頼中）

開会挨拶

13:10
１） 井上 克郎 大阪大学大学院 情報科学研究科 教授　
 「情報技術人材の育成拠点の形成 enPiTの取組みとこれからの社会人教育（予定）」
２） 山本 里枝子 富士通研究所システム技術研究所 所長　
 「社会人教育の必要性と期待ほか（予定）」　

基調講演

14:55 拠点の紹介

16:10 ポスターセッション

14:40 コーヒーブレイク

17:30 クローズ・移動

18:00 交流会
挨拶 後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 教授 学長・研究科長

ポスターセッション時、各拠点との個別相談、教育プログラムの受講案内を行います。

enPiT Emb

ProSec

「全国産学連携ネットワークに基づくAI・IoT・ビッグデータ×
ビジネスによるイノベーティブ人材育成プログラム」 
鷲崎 弘宜 早稲田大学 教授

「組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラム
～車載組込みシステムと IoT 組込みシステム～」 
高田 広章 名古屋大学 教授

「情報セキュリティプロ人材育成短期集中プログラム (ProSec) 
～全産業分野で活躍する情報セキュリティリーダーの育成」 
大塚 玲 情報セキュリティ大学院大学 教授
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早稲田通り
地下鉄東西線
早稲田駅

正門北門

enPiT-Pro                シンポジウム文部科学省 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）

早稲田大学 戸山キャンパス 38号館 AV教室

38号館1階 インナープラザ

38号館1階 戸山カフェテリア

三拠点合同

講　演

ポスター展示

交流会

IoTが急拡大する時代の社会人育成

東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩3分

※ 本シンポジウムは、文部科学省補助事業 平成 29 年度 成長分野を支える情報技術拠点の形成（enPiT）enPiT-Pro により実施しています。

2018年 3月12日（月）13:00～17:30（開場12:30・交流会18:00～）定員300名 

enPiT-Pro 三拠点

「スマートエスイー」「enPit-Pro Emb」「ProSec」の各拠点は、それぞれの地
域性や強みを生かした魅力ある事業を展開しています。詳細はシンポジウム
の「各拠点紹介」・「ポスターセッション」でご説明します。ご期待ください。

IoT、クラウド、ビッグデータ、人工知能の各技術とビ
ジネスの接続を通じたスマートシステム＆サービスに
よるイノベーション

分野

AI・IoT・ビッグデータの各技術を深めたうえで領域
を超えた価値創造をグローバルにリード可能な人材

目指す人材像

● 大学が得意な理論と企業の実践・豊富なケースス
タディを用いた実践的教育を参照モデルにより整理
することで、ビジネスからセンサまで全領域の体系的
学びを実現
● 共通例題の利用、システム＆デザイン思考科目、プ
ロジェクトベース学習、実問題を持ち込みマンツーマ
ン指導で制作・研究する修了制作を通じ、特定領域
を深めつつ技術群を組み合わせて価値を創造する実
践力を養成

日本電気株式会社、富士通株式会社、株式会社日立製作所、株式会
社東芝、株式会社いい生活、ヤフー株式会社、株式会社デンソー、株
式会社ハレックス、株式会社情報医療、株式会社システム情報、モバ
イルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）、一般社団法人
次世代センサ協議会（SENSOR）、一般社団法人日本 IT 団体連盟
（ITrenmei）、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）、
一般社団法人 IT 検証産業協会（IVIA）、一般社団法人組込みシステ
ム技術協会（JASA）、一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）、
特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ（WBAI）、
一般社団法人新経済連盟（JANE）、先端 IT 活用推進コンソーシアム
（AITC）、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会
(JMOOC)

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会、一般社団
法人サイバーリスク情報センター、NTT アドバンステクノロジ株式会
社、公益財団法人仙台市産業振興事業団、一般社団法人宮城県情報
サービス産業協会、株式会社サイバー・ソリューションズ、株式会社
日立ソリューションズ東日本、株式会社富士通北陸システムズ、パナ
ソニック株式会社、トレンドマイクロ株式会社、アクセンチュア株式
会社、ビーコン・アソシエイツ株式会社、Intertrust Technologies 
Japan 株式会社、独立行政法人情報処理推進機構、和歌山県警、株
式会社ラック、福岡県警、福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会連
合会、福岡県中小企業団体中央会、公益財団法人福岡県中小企業振
興センター、株式会社セキュアスカイ・テクノロジー、長崎県サイバー
セキュリティ研究会、長崎県警、長崎県庁、株式会社 MHPSコント
ロールシステムズ、株式会社 NDKCOM、不動技研工業株式会社

株式会社デンソー技研センター、APTJ 株式会社、組込みソフトウェ
ア技術（HEPT）コンソーシアム、車載組込みシステムフォーラム
（ASIF）

教育実践概要

連携企業・団体 連携企業・団体連携企業・団体

http://smartse.jp

組込みシステム（車載組込み、IoT 組込み）

基盤技術と先端技術を実践力として学び直し、企業の
開発現場で活躍し得る技術者

目指す人材像

● プログラムに参加する各大学の専門性を大学間で
共有する教育ネットワークを構築
● 組込みシステム開発に必要となってきた新しい技
術を学び直し、演習や開発現場への技術適用の指導
などを通じて実践力を育成

教育実践概要

https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/enpit-pro-emb/

情報セキュリティ

分野 分野

文部科学省「情報セキュリティ人材育成に関する調査
研究」で提唱されたモデル・コア・カリキュラムに基
づき、全産業分野の実務現場でリーダーを担う情報セ
キュリティ人材

目指す人材像

スマートエスイー enPiT-Pro EmbProSec

● 120 時間超の教育を実施するメインコースを主軸
に、最新・専門的な演習・講義だけを抜粋したクイッ
クコースを加えた二種類のコースを提供
● 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）、サイ
バーリスク情報センター (CRIC)との連携、および共同
申請校が地域の団体／官庁／企業と連携して産業ニー
ズに即したコースを開発

教育実践概要

http://www.seccap.pro/

入場無料（交流会費3,000円） 参加希望の方はスマートエスイーHPからお申込みください。http://smartse.jp
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名古屋大学大学院環境学研究科
地震火山研究センター年次報告会

2018年3月12日(月)開催

10:15～通常講演 15：00～ 17：00  御嶽山研究施設講演

会場：名古屋大学環境総合館1Fレクチャーホール

プログラム

■研究成果報告第1部 10:15-12:05

10：15-10：20 センター長挨拶 (渡辺 俊樹)
10：20-10：35 GNSS観測テレメータシステムの改修 (松廣 健二郎)
10：35-10：50 御嶽山火口域における地震テレメータ装置運用試験の開始について (堀川 信一郎)
10：50-11：05 試験運用テレメータ装置による御嶽山2017年秋の地震活動の特徴 (前田 裕太)
11：05-11：20 御嶽山周辺域の群発地震と間隙流体 (寺川 寿子)
11：20-11：35 2017年6月長野県南部の地震（M5.6）震源域（御嶽山東麓）における比抵抗構造 (市原 寛)
11：35-11：50 自然地震記録を用いた地下構造解析 (渡辺 俊樹)
11：50-12：05 2016年熊本地震における益城町市街地の地震断層と建物被害 (鈴木 康弘)

■研究成果報告第2部 13:15-14:45

13：15-13：30 2011年東北地方太平洋沖地震に先行する加速的地殻変動とその意義 (鷺谷 威)
13：30-13：45 巨大地震発生準備期間の地殻変動における非断層すべり成分の存在可能性：長期的SSEを例として (光井 能麻)
13：45-14：00 ブイ方式による海底地殻変動観測システム開発 (田所 敬一)
14：00-14：15 高知県神社明細帳にみる南海トラフ地震 (山中 佳子）
14：15-14：30 コロンビアの沈み込み帯でのプレート間固着と内陸ブロック運動 (伊藤 武男)
14：30-14：45 物理モデリングに基づく地震発生シナリオの生成と評価方法の検討 (橋本 千尋)

■御嶽山研究施設講演 15:00-17:00
御嶽山2014年噴火と御嶽山火山研究施設設立の経緯 (山岡 耕春)

御嶽山の魅力と災害。御嶽山火山研究施設での9ヶ月間 (國友 孝洋)

御嶽山火山研究施設にできること (田ノ上 和志)

お問い合わせ：名古屋大学大学院環境学研究科附属 地震火山研究センター
ＴＥＬ：052-789-3046 http:www.seis.nagoya-u.ac.jp

予約不要・入場料無料 どなたでも聴講可 途中入出場可
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Symposium franco-japonais sur la 

famille, la relation entre la mère et 

l’enfant, les liens conjugaux, 

l’inconscient et le « Hikikomori »

Inscription（参加申し込み）
Merci de confirmer votre inscription par e-mail en précisant 

votre nom, votre prénom et votre appartenance.

氏名、所属を記入して以下のメールアドレスまでお申し込みください
E-mail;  francojaponais2018@gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp

主催； 名古屋大学総合保健体育科学センター 共催； 名古屋大学高等総合研究院・学生相談総合センター
Organisation; Centre de recherche sur la santé, la condition physique et les sports, 

Institut de recherches avancées et Centre général de conseil aux étudiants, Université de Nagoya

場所； 名古屋大学教育学部1階大会議室
Lieu; Grande salle de réunion au rez-de-chaussée, Faculté d'Éducation, Université de Nagoya  

家族、母子関係、夫婦関係、無意識、「ひきこもり」に
関する日仏シンポジウム

Kazumi Sugimura, Ph.D., Professeur, Psychologue,

Faculté d'Éducation, Université d'Hiroshima

« Attachement, Identité et Hikikomori »

杉村 和美 （広島大学教育学部教授）
「アタッチメント、アイデンティティ、ひきこもり」

Tadaaki Furuhashi, M.D., Ph.D., Maître de conférences, Psychiatre,

Département de Psychopathologie et Psychothérapie,

Faculté de médecine, Université de Nagoya 

« Le phénomène Hikikomori en France et au Japon »

古橋 忠晃 （名古屋大学総合保健体育科学センター准教授）
「日仏におけるひきこもり現象」

Kazushige Shingu, M.D., Ph.D., Professeur, Psychiatre,

Faculté de Psychologie, Université de Nara 

« La Causalité Inconsciente : Le Temps et le Néant en Psychanalyse »

新宮 一成 （奈良大学心理学部教授）
「無意識の因果性 ― 精神分析における時間と無」

Anne Thevenot, Ph.D., Professeur, Psychologue

Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg 

« Construction de l'identité de genre dans les formes familiales 

contemporaines »

アンヌ テヴノ （ストラスブール大学心理学部教授）
「現代の家族形態におけるジェンダーアイデンティティの構成」

Marie-Frédérique Bacqué, Ph.D., Professeur, Psychologue

Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg 

« Perdre, se séparer, évolution des représentations du deuil et de la mort en Occident »

マリ＝フレデリック バッケ （ストラスブール大学心理学部教授）
「西洋における喪失、分離、喪と死の諸表象の変動について」

Modérateur : Tadaaki Furuhashi

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）

MERCREDI 14 MARS 2018 14h-17h 2018年3月14日（水）午後2時～午後5時

JEUDI 15 MARS 2018 14h-16h 2018年3月15日（木）午後2時～午後4時

DISCUSSION ディスカッション 16h-17h 午後4時～午後5時

Tadaaki Furuhashi

Interprète consécutif（逐次通訳）
Mathilde Prunières

Kazumi Sugimura

教育学部アクセスマップ

Kazushige Shingu

Marie-Frédérique Bacqué

Anne Thevenot

Symposium 
Franco-
Japonais 
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お申込み
名古屋大学HeForSheホームページ
http://heforshe.provost.nagoya-u.ac.jp/ 

052-789-3939
heforshe@adm.nagoya-u.ac.jp 

申込締切 3月13日(火) お問合わせ 

名古屋大学HeForSheセミナー 

13:40 HeForShe基調講演 
「HeForSheに課せられた挑戦」 

13:00 イントロダクション 

開催挨拶  
来賓挨拶  

Elizabeth Nyamayaro氏 UN Women 事務局⻑付上級顧問 
HeForShe グローバル責任者 

15:00 コーヒーブレイク 

14:00 パネルディスカッション１ 
「⼥性リーダー推進に必要なこと」

15:20 パネルディスカッション２ 
「⼥性活躍推進のベスト・プラクティス」

16:20 学⽣との意⾒交換 

16:55 閉会の挨拶 

 モデレーター 
Dinal Limbachia氏 UN Women HeForShe 担当マネージャー   

 パネリスト 
Rosemary E. Kilkenny氏 ジョージタウン大学 副学⻑ 

（ダイバーシティ・男⼥平等担当） 
Diana C. Parry氏 ウォータールー大学 副学⻑補佐 

（人権・男⼥平等・社会的包摂担当） 
Kate Williams氏 レスター大学 副学⻑補佐 

（平等・ダイバーシティ担当）  
ケニヤッタ大学  （調整中） 
⿅島章氏 PwC Japanグループ グループマネジメントパートナー
束村博子 名古屋大学副理事・男⼥共同参画センター⻑ 

 モデレーター 
岡田亜弥 名古屋大学副理事（国際貢献・HeForShe 担当）   

 パネリスト 
Judith B. Greiman氏 ニューヨーク州⽴大学ストニーブルック校 

学⻑補佐  
Steven J. Cannon氏 香港大学 副学⻑ 

ヴィットヴァーターランド大学（調整中） 
宮本悦子氏 愛知県副知事 

塩島義浩氏 株式会社資生堂 執⾏役員(サステナビリティ戦略担当) 
 

髙橋雅英 名古屋大学理事（男⼥共同参画担当）・副総⻑  

2018年 3月16日(⾦) 13:00 - 17:00 
名古屋大学 野依記念学術交流館カンファレンスホール
言語：英語（同時通訳付き） 

ジェンダー平等はどうすれば実現するの？ 
⼥性の活躍推進は誰のためのもの？ 

男性の意識は変えられるの？      
HeForSheは国連機関UN Womenが⾏うジェンダー
平等を推進する運動です。とりわけ男性(He)が変革
の担い手になることを目的とし、世界中に大きなイ
ンパクトを与えています。 
 
 
             
世界の政府・企業・大学からそれぞれ１０人の男性 
リーダーが選ばれ、トップからジェンダー平等に 
 

プログラム。 

本セミナーでは、世界の１０大学に選ばれた大学 
を中心に産学官の代表が集まり、ジェンダー平 
等を実現させるためのベスト・プラクティス 
を広く共有し、世界に発信します。 

IMPACT 10x10x10 

後援（五十音順）             *後援名義使用申請中 

 愛知県*             
 愛知県経営者協会      
 資生堂                
 中日新聞社            
 中部経済同友会*        
 中部経済連合会        

17:15 懇親会（19:00まで） 

松尾清一 名古屋大学総⻑  
田中良生氏 内閣府副大臣（確認中） 
外務省 代表（調整中） 

文部科学省 代表（調整中） 
大村秀章氏 愛知県知事 
石川雅恵氏 UN Women 日本事務所⻑ 

HeForSheクラブ代表 

HeForShe推進専門委員会 

 中部産業連盟          
 内閣府男⼥共同参画局*  
 名古屋市*              
 日本経済団体連合会   
 PwC Japan グループ   
 UN Women 

向けて変革を進めるHeForSheの「IMPACT 10x10x10」
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Richard Henderson博士の講演会 

日時：2018年 3月 16日（金）14時～ （予定） 

場所：名古屋大学 坂田・平田ホール（理学南館） 

（http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html） 

 

 

 

英国ケンブリッジ MRCLMB の Richard Henderson 博士は、

Jacques Dubochet博士と Joachim Frank博士と共に、2017年の

ノーベル化学賞を受賞しました。Henderson 博士は、低温電

子顕微鏡（CryoEM）分野の総合的な世界のパイオニアで、

この分野を牽引してきています。ノーベル賞受賞後初めての

来日で、2018 年 3 月 16 日 に名古屋大学を訪問されますの

で、この機会に講演をお願いしました。それゆえ、 

 

Electron cryomicroscopy in structural biology: progress and prospects. 

という題で講演をしていただけます。 

CryoEMを用いた単粒子解析法を中心に将来の展望も含めてお話しいただけると思います。 

この稀有な講演会へのご参加を歓迎いたします。 

 

名古屋大学細胞生理学研究センター／株式会社 CeSPIA 

藤吉好則 

 
 

 

Richard Henderson博士の Reviewが Microscopyに掲載されています。

Open Accessですので、ぜひお読みください。 

 

Microscopy 62(1) 

https://academic.oup.com/jmicro/issue/62/1 

 

Richard Henderson, Greg McMullan (2013) Problems in obtaining perfect 

images by single-particle electron cryomicroscopy of biological structures in 

amorphous ice. Microscopy. 62(1): 43-50. doi: 10.1093/jmicro/dfs094. 

https://academic.oup.com/jmicro/article/62/1/43/1989324 

 

その他、Microscopyではノーベル賞受賞者ページも用意しています。 

https://academic.oup.com/jmicro/pages/nobel_prize_2017 

参考 

Richard Henderson博士 
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       萩賢輔(ピアノ)    川田真由(ソプラノ） 
                                                         
 
  
 
 
 
 

3/17(土) 14:00～15:00 

曲目： 

シューベルト: 

野ばら Op.3-3 D.257 

R・シュトラウス: 

乙女の花 Op.22 

ショパン 

ポロネーズ変イ長調 Op.53「英雄」 

他 
 

 

 

 

 

会場：名古屋大学博物館展示室 
入場無料  全席自由  申し込み不要 

２００席ご用意しますが、たりない場合は立ち見となります 
(当日は電子ピアノを使用します)  

 

          名古屋大学博物館 （地下鉄名城線名古屋大学駅 2 番出口徒歩 3 分） 

               〒464-8601 名古屋市千種区不老町  TEL：052-789-5767 
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壊れそうなこころを
守り支えるために
心理学ができること

名古屋大学大学院教育発達科学研究科

心理危機マネジメントコース創立10周年記念シンポジウム

主催： 名古屋大学大学院教育発達科学研究科心理発達科学専攻

問い合わせ： 総務課 ０５２–７８９–２６０３

主催者からのご挨拶

近年、日本は、未曽有の震災を各地で経験してきました。家族、友人、故郷、今までもこれか
らも続くと信じていた日常生活、将来の夢…生きていく基盤ともいえる大切な何かを失いかけた

時、人のこころは壊れそうになります。
自然災害に限らず、慢性的な病、人間関係上のトラブル、事故など、知らぬ間に巻き込まれ、
意図せずに直面してしまう危機は数知れません。関係者に大きな危機が発生し，その出来事が

大きな衝撃をもたらして，自分自身も危機的な状態に陥ることさえもあるのです。全ての現代人
は、危機から無関係ではいられません。

危機によって、こころが壊れそうな人に対して、心理学は何ができるのでしょうか。また、人は、
こころが危機的な状況になった時、そこからどのように立ち上がることができるのでしょうか。本
シンポジウムでは、こころの危機に対して、社会・コミュニティ・個人それぞれのレベルから、心

理学にどのような貢献ができるのか、フロアのみなさまとともに考えたいと思います。一人でも
多くの方にご来場いただき、各々が、「壊れそうなこころ」に思いをはせることで、有意義なひとと

きを過ごせることを願っています。

日時： 2018年3月17日(土) 13時～16時

場所： ES総合館（ESホール）

料金： 無料（事前申し込み不要）

（シンポジウム後に、シンポジストと語り合う会を開きます。ご参加くださる
場合は、別途料金をいただきますが、奮ってご参加ください）

シンポジスト

氏家達夫 （教育発達科学研究科 教授）

窪田由紀 （教育発達科学研究科 教授）

森田美弥子 （教育発達科学研究科 教授）
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名古屋大学未来社会創造機構モビリティ領域 
第 30 回次世代自動車公開シンポジウム 

～名古屋大学・日本大学合同（第４回）～ 
「人とクルマの共生未来社会 ～生活者中心のクルマに向けた研究～」のご案内 

名古屋大学では、安全かつ安心な低環境負荷の交通手段及びシステム（グリーンモビリティ）に関する世界的

研究拠点の形成を目指し、産学官連携及び国際連携のもと革新的技術を創出するための研究開発の促進、研究者

の人材育成を進める取り組みの一つとして、次世代自動車公開シンポジウムを開催しております。 
今回は、日本大学生産工学部自動車工学リサーチ・センターと合同で、自動車とヒト・環境の相互作用を多角

的な視点から議論するシンポジウムを開催することになりました。多くの皆様にご参会いただきますよう宜しく

お願い申し上げます。 
 
 

記 
 

１． 日時 平成３０年３月２０日（火）13:30～17:45 

２．場所 名古屋大学 ベンチャービジネスラボラトリー３階 ベンチャーホール（名古屋市千種区不老町） 

３． 主催 名古屋大学未来社会創造機構モビリティ領域 

日本大学生産工学部自動車工学リサーチ・センター 

４．協賛 公益社団法人自動車技術会（予定）、一般社団法人日本人間工学会（予定）、 

    一般社団法人日本機械学会（予定）、公益社団法人計測自動制御学会（予定） 

５．後援 愛知県（予定）、岐阜県（予定）、公益財団法人科学技術交流財団（予定）、 

   公益財団法人名古屋産業科学研究所（予定）、一般社団法人中部産業連盟（予定）、 

     IEEE ITSS 名古屋チャプタ（予定） 

６．協力 次世代自動車地域産学官フォーラム 

７．次第 （司会：名古屋大学未来社会創造機構モビリティ領域 特任准教授 一木輝久） 

13:30-13:35  開会挨拶 原口 哲之理 氏 
            （名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 副領域長・特任教授） 

  
13:35-13:45  名古屋大学未来社会創造機構モビリティ領域（GREMO）組織紹介 

 市野 良一 氏 
            （名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 領域長・教授） 

 
13:45-13:55  日本大学生産工学部自動車工学リサーチ・センター（NU-CAR）組織紹介 
      小幡 義彦 氏  
            （日本大学生産工学部 自動車工学リサーチ・センター幹事・准教授） 

  
13:55-14:20  講演 I 「自動運転と乗る人のためのインタラクション技術」 

講演者：石黒 祥生 氏  
     （名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 特任准教授）  
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14:20-14:45  講演 II 「生体情報を付加したドライバモデルの可視化について」 
講演者：山内 ゆかり 氏  

     （日本大学生産工学部 自動車工学リサーチ・センター 専任講師）  

 
<小休止 10 分>  

  
14:55-15:20  講演 III 「ドライバの認知判断支援による信号交差点の安全・円滑化」 

講演者：丸茂 喜高 氏  
     （日本大学生産工学部 自動車工学リサーチ・センター 准教授）  

 
15:20-15:45  講演 IV 「地域モビリティのリスク分析に関する取り組み」 

講演者：廣井 慧 氏 
（名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 特任助教）     

 
15:45-16:10  講演 V 「高齢運転者の実態調査から見えてきた特徴」 

講演者：栗谷川 幸代 氏  
           （日本大学生産工学部 自動車工学リサーチ・センター 准教授） 

 
<小休止 10 分> 

 
16:20-16:45  講演 VI 「高齢ドライバの心身特性と自家用車ドライブレコーダデータによる 

運転特性の関係調査」 
講演者：青木 宏文 氏 

     （名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 特任教授） 

 

16:45-17:10  講演 VII 「地域在住高齢ドライバーを対象とした追跡調査（DRIVE study）について」 
講演者：河野 直子 氏  

     （名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ領域 特任講師） 

 

17:10-17:40  特別講演 「認知障害を有する高齢者の自動運転： 
事故と認知機能との関係とトレーニング効果について」 

講演者：島田 裕之 氏 
   （国立長寿医療研究センター 部長） 

 

17:40-17:45  閉会挨拶 景山 一郎 氏 
            （日本大学生産工学部 自動車工学リサーチ・センター主席研究戦略アドバイ

ザー・教授） 
 

18:00-19:30  技術交流会（会場：名古屋大学 ベンチャービジネスラボラトリー３階 ベンチャーホー

ル） 

 

８． 参加費 無料（但し、技術交流会は会費 3,000 円） 

９．申込み方法 
 

下記の URL より参加申し込みフォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。 
https://fs219.xbit.jp/p739/form1 

 
【連絡先：申込締切日：平成 30 年 3 月 16 日（金）】 
 
  ※座席の都合上、必ず事前にお申し込みください。 
  ※定員（80 名）になり次第締め切ります。 
  ※申込締切日以降のお申込みは、直接当日受付までお越しください。 130



  ※申込後にキャンセルされる場合は、その旨、事務局までご連絡お願い致します。 
  ※駐車場に余裕がございませんので、公共交通機関をご利用の上お越しください。 

 

１０．お問い合わせ先 
 
名古屋大学 未来社会創造機構モビリティ領域 事務局 
〒464-8603 名古屋市千種区不老町 
グリーンビークル材料研究施設事務室 
TEL：052-747-6846 
E-Mail：info@gvm.nagoya-u.ac.jp 
URL: http://www.gremo.mirai.nagoya-u.ac.jp/    以上 
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横島　聡

瓜谷　章

山田　智明森田　美代

神田　英輝 野田口　理孝塩川　和夫

生命農学研究科・教授
創薬科学研究科・教授 /
最先端機能分子・材料合成技術ユニット

工学研究科・教授

工学研究科・准教授

宇宙地球環境研究所・教授工学研究科・助教
生命農学研究科 /
トランスフォーマティブ生命分子研究所・助教

倒れても起き上がる
植物のはなし

放射線を使って
ガンを退治する
はなし

藻からバイオ燃料を
取り出すはなし

オーロラと宇宙の
はなし

音で発電する
物質のはなし

薬をつくるはなし

古くて新しい
接ぎ木のはなし

お申し込み方法お申し込み方法：

お問い合わせ：  名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 お問い合わせ：  名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 

HP「http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/openlecture/index.html」
（※2/6 開設）から、必要な情報をご登録のうえ、希望の授業をお選び下さい（※先着順）

0 5 2 - 7 4 7 - 6 7 9 10 5 2 - 7 4 7 - 6 7 9 1

定員 (１クラス 30 名 ) に
達し次第、申し込みを
締め切らせて頂きます。

3/21（水･祝） 14:00 ～ 14:30 受付14:30 ～ 14:50 名古屋大学概要説明
15:00 ～ 16:30 公開講義 ※公共交通機関をご利用下さい

（理学南館　坂田･平田ホール）

（各講義室 :当日ご案内します）

ほか

入場
無料

要事前
申込み

名古屋大学
オープンレクチャー
2018

名古屋大学
オープンレクチャー
2018

⼀般の⽅を対象に研究を
わかりやすくお話しします。
少⼈数の講義スタイルで、
⼤学・研究者・最先端研究が
⾝近に感じられるこの機会に、
ぜひご参加下さい。
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名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

２番出口

NIC
ES総合館

IB電子情報館

工学研究科7号館

〒
ATM

（受付）

情報基盤センター

３番出口

名大北

会場案内図

地下鉄
「名古屋大学」

理学南館

豊田講堂・
シンポジオン

Nagoya University Open Lecture 2018
入場
無料

要事前
申込み3/21（水･祝）14:00 ～ 14:30 受付14:30 ～ 14:50 名古屋大学概要説明

15:00 ～ 16:30 公開講義

※公共交通機関をご利用下さい。

（理学南館　坂田･平田ホール）

（各講義室 :当日ご案内します）
ほか

お申し込み方法お申し込み方法：

お問い合わせ：  お問い合わせ：  0 5 2 - 7 4 7 - 6 7 9 10 5 2 - 7 4 7 - 6 7 9 1

HP「http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/openlecture/index.html」
（※2/6 開設）から、必要な情報をご登録のうえ、希望の授業をお選び下さい（※先着順）

の
名古屋大学オープンレクチャー2018

神田　英輝
工学研究科・助教

藻からバイオ燃料を
取り出すはなし

古くて新しい
接ぎ木のはなし

瓜谷　章
工学研究科・教授

放射線を使って
ガンを退治するはなし

塩川　和夫
宇宙地球環境研究所・教授

オーロラと宇宙の
はなし

森田　美代
生命農学研究科・教授

倒れても起き上がる
植物のはなし

野田口　理孝
生命農学研究科 /
トランスフォーマティブ生命分子研究所・助教

山田　智明
工学研究科・准教授

音で発電する
物質のはなし

横島　聡
創薬科学研究科・教授 /
最先端機能分子・材料合成技術ユニット

薬をつくるはなし

日本人の死因の第 1 位はガンであり、この克服は人類共通の課題で
す。これまでに多くの治療法が開発されてきましたが、最近注目を
集めているのがホウ素中性子捕捉療法（BNCT）です。BNCT を中
心に、放射線療法全般についてわかりやすくお話しします。

身の回りの音や振動で発電できる事をご存知ですか？これらを電気エ
ネルギーに変換できる物質が存在します。その発電能力は微少なも
のですが、危険や異常を察知するセンサーなどに応用が期待されて
います。簡単な実験を交えて、基礎から最新技術まで紹介します。

人口増や温暖化といった食料を巡る課題に植物の力で貢献したい。
そんな思いで接ぎ木という技術に着目して研究しています。２千年
以上も前から農業で活躍する接ぎ木が社会にどんな魅力をもたらす
のか？未知のしくみの解明から見えてくる新しい可能性を考えます。

化石燃料はいつかは尽きてしまう限りある資源です。そこで藻によ
る光合成でバイオ燃料を作る研究が世界的に盛んです。しかし、藻
は水で濡れているので簡単にはバイオ燃料を取り出せません。この
講義では、濡れていても取り出せる最新手法を紹介します。

病気の痛みや苦しみから解放してくれる薬。薬はどういったものな
のか、なぜ効くのか、そしてどのようにつくられているのか。有効成
分である「有機化合物」を中心に実験器具の紹介を交えつつ、新し
い薬を創り出す研究についてもお話しします。

植物は芽生えた場所から移動はしませんが、環境の変化に応じて「運
動」します。動物とは違い神経や筋肉を持たない植物が、環境の
変化をどのように感じ取り、「運動」するのでしょうか？重力に対する
応答を中心に、その不思議なメカニズムについてお話しします。

極地の夜空に幻想的な姿をみせるオーロラは、宇宙空間のさまざま
なプラズマ現象を目に見える形で反映しています。ここでは、オー
ロラの高さや光る原理、日本でみられるオーロラや、宇宙利用を含
めた私たちの生活とのかかわりについてご紹介します。

名古屋大学オープンレクチャー2018
⼀般の⽅を対象に研究を
わかりやすくお話しします。
少⼈数の講義スタイルで、
⼤学・研究者・最先端研究が
⾝近に感じられるこの機会に、
ぜひご参加下さい。
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9:30～17:00
2018年3月23日(金)

工
3D
房

要事前申込

NIC館

ファミリーマート（地下）
郵便局

名古屋大学駅
西地区連絡通路

北

南

西 東
至 本山

至 八事

UFJ銀行

工学部7号館B棟716講義室
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を 

描 

こ 
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南知多町の豊浜漁港に揚がった深海魚標本を

実際に見られます。深海魚標本を観察しなが

ら博物画（魚の細密画）に挑戦します。 
 

2018  3/31(土)  

13:00―15:30 
 

    費  用：500円（当日集めます） 

    持ち物:鉛筆（B または２B）、定規（15㎝程度） 

    参加者:小学生 3年生～大人 ／ 20名 

    講  師：氏原 温 名古屋大学准教授 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪場所≫  

名古屋大学博物館実験室 
  地下鉄名城線名古屋大学駅２番出口 

徒歩すぐ 
 

≪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 

 

参加者 

募 集 

申し込み方法：           

往復ハガキに「深海魚、郵便番号、住所、氏名（フリガ

ナ）年齢、電話番号、学生は学校名、参加人数、博物

館友の会会員は会員番号」を明記の上、お申し込み下

さい                 〆切り 3 月 21 日（水） 

※申し込み多数の場合は、抽選となります 
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電子顕微鏡のふしぎ

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

名古屋大学博物館

平成30年   
4月14日(土曜日)

隊Ⓡ検探

　   13:00－16:00

い

名古屋大学博物館
小学生５年生~大人　24名　　

平成3 0年  4 月  4 日(水曜日)　必着

会　　場

募集対象

お問合せ
お申込み

主　　催

！

　　　　　　　　　

！

持ち物　参加費用:50円(保険料等)､筆記用具
　　　　あればコンパクトカメラ

☆応募多数の場合は、抽選となりますが、
　小中高生を優先とさせて頂きます

参加者募集

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

往復はがきに「ミクロの探検隊」と明記し、
氏名（ふりがな）、住所、電話番号、学校名・学年、
友の会会員は会員番号、参加人数、中学生以下の方は
保護者のサインを記入の上、お申込み下さ
申込締切日：

応募方法

日　時

138



 

  

 

               

 

4/21(土)  

    /24 (火) 

13:00―15:00 

        両日とも同じ内容です 

場所：名古屋大学博物館 実験室 

地下鉄名城線名古屋大学駅２番出口 徒歩すぐ 
 

 

 

 

※年画とは中国･台湾で春節に貼り替える 

縁起物の版画 
 

≪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：052-789-589 

企画展 春を迎える  

年画に込められた願いと意図 

ワークショップ 
 

｢年画｣を 
刷ってみよう！ 
 

申し込み不要・無料 

中国天津楊柳青の画師

(版画師) 韓 祖音氏が 

版画の刷りを実演 

後半はみんなで版画の

刷りを体験します 
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農業⽤⽔の歴史と

過去の渇⽔対策から学ぶ
…これからの⽔対策

★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。
主催：名古屋大学 減災連携研究センター

第 139 回名古屋大学防災アカデミー

４. 24 ( 火 ) 

※予約不要・⼊場無料
名古屋⼤学減災館 1 階減災ホール
18︓00 -19︓30

愛知用水や明治用水などこれまで愛知県の農業を支えて

きた農業用水の成立や他の水利との闘いの歴史（水道や

工業用水だけでなく時には農業用水間でも取水をめぐり

熾烈な争い、いわゆる水争いがあった）、水利権の現状・

課題、過去の渇水対策の裏話等を紹介し、都市用水も含

むこれからの水利用について考える。

山本 信介

愛知県土地改良事業団体連合会
（水土里ネット愛知）　専務理事

2018
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