平成 30 年 6 月 20 日

平成 30 年度第 3 回名古屋教育記者会懇談会

テーマ

議 題

Ⅰ 世界屈指の大学を １． 世界屈指の研究大学へ！
～ Highly Cited Researchers：
目指す取組
クラリベイト・アナリティクス ～
『NU MIRAI 2020』
Ⅱ 輝け！名大生

担当
榊原教授

２．社会とのコミュニケーションを通した大学の挑戦 木村理事
～ クラウドファンディング～

Ⅲ ハイライト

３．国連機関での活躍を支援！

芳賀特任教授

～ 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
「グローバル人材のための国際情勢講座」 ～
４．キャンパスライフを体験！

木俣副総長

～ オープンキャンパス 2018 ～
５．世界を照らす GaN の新展開！

須田教授

～ エネルギー変換エレクトロニクス実験施設
（C-TEFs）竣工記念式典 ～
Ⅳ その他

６．夕涼み会のお知らせ ほか

松尾総長

資料1
2017年11月、クラリベイト・アナリティクス社は、高被引用論文著者（Highly Cited Researchers）2017年
版を公表しました。これは、科学研究の各分野において世界で最も高い影響力を持つ科学者を論文の引用動向
から分析して選出したものです。 今回は、 2005年から2015年の11年間に発表され、Essential Science
Indicators (ESI)に収録された世界のトップ1%論文（=高被引用論文：Highly Cited Papers）を抽出した結果、
自然科学及び社会科学の21分野で約3,500名の研究者が、世界的に最も影響のある研究を行っている研究者と
してリストアップされ、本学からは3分野で3名が選ばれました。
また、6月1日には松尾総長と髙橋理事・副総長臨席の下、同社の日野 博文代表取締役から認定証が授与され
ました。
<CHEMISTRY>
・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
<PHYSICS>
・野尻 伸一 理学研究科 教授（素粒子宇宙起源研究機構基礎理論研究センター長）
<PLANT & ANIMAL SCIENCE>
・榊原 均 生命農学研究科 教授
2017年日本の高被引用論文著者件数（計75名）

2017年日本の高被引用論文分野別件数（計75名）

※クラリベイト・アナリティクス社より提供

※クラリベイト・アナリティクス社より提供

認定証授与式での記念撮影
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植物の振る舞いを制御する情報分子の
はたらきを理解する
窒素栄養による成長促進のしくみの分子レベルでの解明

大学院生命農学研究科・教授
高等研究院・副院長
榊原 均
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地球上の生命は植物の同化生産能に依存している
•

穀物・食糧生産

•

セルロースなどの材料・素材

•

二次代謝による有用物質・医薬品原料

•

再生可能エネルギー源

•

酸素生産・地球環境維持

•

不均一・不十分な栄養環境（eg 窒素、リン）

•

肥料過剰投与による環境汚染（eg 中国）

•

肥料不足による慢性的食糧不足（eg アフリカ）

•

低インプット型農業へのパラダイムシフトが必須
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栄養環境に対する植物成長の調和的な順応

窒素栄養
高N

低N

高N

シンク

低N

情報分子／同化産物

CO2
ソース

情報分子／無機栄養

光合成器官
（ソース器官）

非光合成（貯蔵）器官
（シンク器官）
協調制御

形態形成

代謝システム

OH

HN

情報分子／同化産物

N

N
N

N
H

シンク

NO3NH4+

栄養環境変化に応答した個体レベルの成長・代謝の最適化機構の
分子レベルでの理解は、農学のみならず生命科学の中心課題の１つ
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植物は栄養などの外環境に応答して
器官形成（ボディープラン）を柔軟に変化させる
植物
低-窒素

動物
高-窒素

環境に応答してボディープランを
常に変化させ最適化する。
一生を通じて未分化組織から新
しい器官を作り続ける。

貯蔵脂肪量は変動するが、ボ
ディープランは変わらない。
（胚発生時に決定される）
このしくみを支える情報分子の
１つがサイトカイニン
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サイトカイニン

(Cytokinins)

サイトカイニンは植物成長の様々なプロセスを制御する植物ホルモンの１つ
カルス増殖

シュート成長

穀粒収量制御

根成長
log
mutant

Cytokinin conc.

Kiba et al. (2004)

AtCKX-ox: Werner et al.
(2001)

Gn1: Ashikari, Sakakibara et al. (2005)

サイトカイニンは道管や師管を介して輸送される
サイトカイニンの構造多様性

isopentenyl adenine (iP)

trans-zeatin (tZ)

cis-zeatin (cZ)
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サイトカイニンは窒素栄養（硝酸イオン）の吸収分配を調節する

NRT
促進
サイトカイニン
抑制

NRT

Kiba et al., JXB (2011)
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適切なホルモン作用調節は有用形質をもたらすが
過剰作用は負の現象を引き起こす
OH

HN
N

N

適切

N

N
H

サイトカイニン（トランスゼアチン）
過剰

http://pps.riken.jp/

サイトカイニンの生合成と輸送系制御システムの理解が必須
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サイトカイニンの生合成と輸送の分子基盤研究

シュート成長促進

根系成長抑制
log mutant

サイトカイニン生合成
経路の同定

野生型

CK

JBC 2001,2004, PNAS 2005, 2008,
Plant Cell 2009, Plant J 2012

CK

Werner et al. (2001)

イネ穎花数制御

サイトカイニン輸送機構のの
発見
Plant Phys 2005, JXB 2008, Curr
Biol 2011, PNAS 2014,

log変異体

幹細胞数を制御するサイト
カイニン活性化酵素の発見
Nature 2007, Dev Cell 2013

CK

イネの茎頂メリステム

Ashikari, Sakakibara et al. Science (2005)

サイトカイニンの生合成や輸送系と幹細胞分裂の実体解明
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CK 合成経路と輸送システムの解明
窒素栄養情報

＋

＋
ATP/ADP/AMP

*

*

CK輸送体
*
ABCG14

*

*
ENT

PUP

*

Takei et al. JBC (2001), Takei et al. JBC (2004), Kasahara et al. JBC (2004),
Sakakibara et al. PNAS (2005), Kurakawa et al. Nature (2007), Wang et al.
PCP (2011), Kudo et al. Plant Physiol (2012)
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サイトカイニンの作用機作と
窒素栄養の器官間情報分子としての機能解明
側鎖修飾による
シュート成長制御

器官間輸送形態の違いによる葉サイズ・
葉形成速度の調節機構

野生型 cyp変異体

シュート
成長調節

NO3NO3根系成長
調節

IPT3, CYP735A, ABCG14

Dev Cell 2013, PNAS 2014,
Nat Plants 2017

窒素栄養による巧妙なシュート成長促進のしくみが明らかに
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根からのサイトカイニン（tZ）とその前駆体(tZR)の長距離輸送によって
地上部の成長を巧みに調節する

葉の新生速度
（前駆体輸送）

葉のサイズ

tZ (トランスゼアチン)
活性型

（活性型＋前駆体輸送）

tZR (トランスゼアチンリボシド)
前駆体

Davière & Achardの解説記事(2017)より

プレスリリース（7月25日）

Osugi et al. Nature Plants (2017)
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個体レベルでの環境順応の最適化の理解を通じて
低インプット型の農業へ
最先端国際研究ユニット（2018年度発足・研究大学強化促進事業）

最先端情報分子・植物最適行動統御ユニット

榊原

均（生命農学）

松林嘉克（理学）

Kun-Hsiang Liu
(FAFU, China)

蜂谷卓士（元YLC助教・現 島根大）

植物成長制御と窒素吸収・分配の分子機構解明を通じて低インプット型農業に
13
資する重要遺伝子の同定と利用を目指す

ＣＦ広報資料 2018.06.20版

資料２
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名古屋大学クラウドファンディング
概要
 クラウドファンディングは、社会との新たなコミュニケー
ションツール
 社会との対話を通して、名古屋大学の様々な活動を発展さ
せ、未来の創造に貢献
社会からの支援

大学のオープン化
活動の可視化

目標への挑戦
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名古屋大学クラウドファンディング
2018年3月23日にクラウドファンディングを開始
第一弾として４件の支援プロジェクトを立ち上げ
第一弾すべてのプロジェクトが目標額を達成！！
2018/5/22 23:00最終結果

https://readyfor.jp/lp/nagoya_univ/index.html
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名古屋大学クラウドファンディング
名大の活動を広く社会に理解してもらえる新たなチャンネル
寄附だけでなく、支援者からの応援メッセージによる声援も
活動紹介

応援メッセージ
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名古屋大学クラウドファンディング
NEXT Project に向け準備中！！
ご取材／ご質問は財務戦略室へ
TEL: 052-789-2052, E-mail: zaisen@adm.nagoya-u.ac.jp
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日本数学コンクール

クラウドファンディングの実施について

※6/18 公開前の編集中の画面です。

■ 日本数学コンクールとは
名古屋大学では、科学・技術の基盤を担う夢とロマンを秘めた若者の才能を発掘し、今
後も育成していくため、高校生を対象にした日本数学コンクールと、小中学生を対象にし
た日本ジュニア数学コンクールを開催しています。
学校における教育課程や教科書にとらわれず、数学の本質に根ざした、考えて楽しい数
学の問題を提供し、参加者は自由にゆっくりと考えて解答します。様々な参加者の才能を
多面的に評価するため、たくさん解いた生徒だけでなく、1 題に集中して素晴らしい発想
を出した生徒にも賞を与えている特色があります。
■ クラウドファンディング実施の目的
本学では、今年度から READYFOR 株式会社と業務提携を結び、クラウドファンディン
グによる支援募集を開始しています。日本数学コンクールでは、参加人数の増加に伴い、
本学内での配分額のみでのコンクール運営が困難となってきましたので、日本数学コンク
ールの開催趣旨にご賛同いただき、表彰式の開催についてご支援いただきたく、クラウド
ファンディングを実施することとなりました。
■ クラウドファンディング実施の概要
・公開期間： 6 月 18 日（月）12 時～7 月 31 日（火）23 時
・公開場所： READYFOR 株式会社のホームページ
（URL： https://readyfor.jp/projects/math-con ）
・寄附方法： プロジェクトのページ（以上の URL）から行う
一口あたり 5,000 円、10,000 円、30,000 円、50,000 円の中から選択
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・目標額 ： 500,000 万円
寄附型かつ All or Nothing のため、目標額に達しない場合は全額返金
■ 第 29 回日本数学コンクール・第 22 回日本ジュニア数学コンクールの概要
・開催日： 8 月 5 日
（予備日：8 月 19 日）
・会場 ： 名古屋会場、三重会場、大阪会場、和歌山会場、福井会場
・対象者： 日本数学コンクール：高校生
日本ジュニア数学コンクール：中学生・小学校 5 年生以上
・内容 ： 解答時間は約 5 時間、数題（5 題前後）の数学の問題を解答します。
ひとりで解答する個人戦と、4 名までのグループで解答する団体戦があ
ります。
・論文賞： 論文賞用の問題に対して論文を作成して解答します。解答は 9 月 5 日必
着です。
（コンクールで出題された問題は、コンクール後 1 週間以内）
・その他： 以前から、参考書、ノート、電卓の持ち込みは自由でしたが、今回か
ら、PC・タブレット等の電子機器などの持ち込み、ネット閲覧も自由と
なります 。
■ 表彰式の概要
・開催日： 11 月 4 日
・会場 ： 名古屋大学坂田・平田ホール
・内容 ： 日本数学コンクール・日本ジュニア数学コンクールにおいて、それぞれ
個人戦・団体戦・論文賞で優秀な成績を収めた学生を表彰します。受賞
者には、賞状、メダル、副賞等をお渡しします。
・その他： 表彰式後、問題作成に携わった日本数学コンクール実行委員会委員によ
る問題解説が行われ、コンクール参加者の数学的能力をさらに高めるこ
とを目指しています。
■ 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：052-747-6484、052-788-6144）
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日本数学コンクール

クラウドファンディングの実施について Q&A

日本数学コンクールはどれだけ続いているのですか？
高校生向けのシニアが 1990 年、中学生（小学生も参加できます）向けのジュニアは 1997 年に
始まりました。

参考書、ノート、電卓、そして次回はネット検索も可能にするとの
ことですが、なぜ可能なのですか？
なるべく身の回りの事物に題材を求め、数学の視点でどのような見方があるか、そういったと
ころから考えてもらう問題を出題するようにしています。知識を試すような問題、計算力を試す
ような問題は極力さけるようにしています。したがって、計算機、参考書、ネット検索を利用し
た生徒さんが特段有利になる評価をしません。日々の生活の中で好奇心をもち、いろいろ自分で
試してみるー自分で模型を作ったりするような生徒さんが有利となるコンクールになるようにし
ております。

国際数学オリンピック、数学の甲子園など似たモノがあります。日
本数学コンクールを開催する意義はどこにあるのですか？
当コンクールは、数学の問題以前のところから出発するようにしています。純然たる数学の問
題で、採点基準もはっきりするような問題も大事ですが、当コンクールでは自由な考え、発想を
大事にしたいと考えております。自由闊達を大事にする名古屋大学のカラーが出ているコンクー
ルです。

数学なんて役に立つのでしょうか？
数学の発展の歴史をみると、暦（農業と関係します）、建築、都市計画、運河の建設、財政な
どさまざまな分野、すなわち、工学、理学、経済学、会計学と今では分類されている分野と密接
に関わって、記録に残っているだけでも 6000 年くらいのスパンで辿ることができます。
日本でも和算とよばれる江戸時代に発展した数学があり、農業、利水などで（藩による違いは
ありますが）活躍しています。微分積分法に近いものを生み出した関孝和のような超人的な和算
家もいます。
戦後においても、セメントをつくるキルンの制御を自動化する中で編み出された赤池弘次氏
（2006 年京都賞）の赤池情報基準が有名です。

数学が役にたつのはわかりましたが、数学者は役に立つのでしょう
か？
厳しい質問ですね。数学者といえば純粋数学者、そして純粋数学は役に立たないから純粋なの
だ、という見方があるのは事実だと思います。
数学というのはもともと様々な問題を解明する中で発展してきました。純粋数学として論理的
に整理された体系が整ってきたのは前世紀初めのことですし、数学者がその体系のなかでもっぱ
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ら活動するようになったのは最近のことです。このような活動自体大変に意味のあることです
が、歴史的、地理的に見ましても数学者の唯一の活動形態ではありません。
例えば、近代数学のほとんどの分野に影響を与えたドイツのガウス（1777-1855)は全集をみます
と、その仕事の 7 割から 8 割は今では応用系の問題を扱っています。晩年にはその当時新現象で
あった電磁気学の研究を盛んに行いました。磁気の単位はその業績にちなんでガウスですし、電
信の特許も取得しています。
ソ連がスプートニクの成功など宇宙関連でアメリカの先を行くことができたのも、ソ連の天才
的数学者ポントリャーギンらによる「最適制御の理論」のおかげだと言われています。ポントリ
ャーギンらが活躍したモスクワ大学の数学教室は、正式名称が「力学数学部」です。
このコンクールでは想像力を刺激するような問題を提示することによって生徒さんの知的好奇
心ないし冒険心を刺激したいと考えています。キャベツの葉っぱのつき方などなるべく具体的な
問題を提示することによって中高生の皆様だけではなく、一般の社会人の方にも「これが数学で
解けるならこの問題もひょっとしたら」という風に考えていただけるようになることを目指して
います。数学者のみならず、数学的なセンスを持った方が活躍できる場を広げる助けになれば、
と願っております。

生徒さんにひとことありますか？
とにかくみなさんがどのようなことを考えたか、楽しみに答案を読んでいます。大賞を受賞さ
れた方が「僕の答案を読んでくれる人がいるとは思わなかった」と受賞の挨拶で言っていました
が、みなさんが苦心して掴んできた真実、考えは我々が必ず責任を持って読み、理解しようとし
ます。考え方を辿りますので、「消しゴム」はなるべく使わないでください。「消したいな」と
思った部分は丸で囲って「バツ」を書いてください。みなさんの仲間には、5 時間かけて、組紐の
理論の始まりに相当するような答案を提出してくださった方もいます。
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クラウド
ファンディング
挑戦中！

子どもたちの発達に合った支援を行うために、
モンゴル国の文化・教育に適した検査を開発しています
名古屋大学は、2013年より、モンゴル国立教育大学と協力して、
モンゴル国の子どもたちの発達を支援するプロジェクトを行っています。
現在私たちは、モンゴル全国で使うことのできる検査の開発を目指し、
日本の「田中ビネー知能検査Ⅴ」のモンゴル版を作成しています。
2018年10月に、国内6か所、800人の子どもたちへの調査を実施する予定で、
現地の多くの専門家の方々も、首都ウランバートルで開催される研修会に参加し、
各地域での調査に取り組んでくださることになっています。
モンゴル国の子どもたちの発達支援と、現地専門家育成のために、
ぜひ、みなさまのご支援とご協力をお願いいたします。

＜支援募集期間＞

2018年

7月上旬 開始予定

＜目標金額＞

680,000円
*ご支援金は、交通費、研修会費、調査結果分析等
必要経費の一部に使わせていただきます。

＜協力方法＞

名古屋大学クラウドファンディング

https://readyfor.jp/

名古屋大学 モンゴル

検索🔍

お問い合わせ先：
名古屋大学 心の発達支援研究実践センター 発達障害分野における治療教育的支援事業
特任教授 野邑 健二
HP ： http://hattatsu-shien.cdcpp.nagoya-u.ac.jp/
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資料３

24

OPEN CAMPUS 2018

【日程】

8 月 8 日（水）～ 8 月 10 日（金）

【場所】

名古屋大学東山キャンパス（医学部保健学科は、大幸キャンパス）

資料４

【内容】
＜学部企画＞
○ 8 月 8 日（水）
・教育学部：
学部紹介、模擬講義、懇談会
・経済学部：
学部紹介※、模擬講義※、懇談会※
・工学部：
学部・学科紹介◆、模擬講義◆、研究室見学◆
○ 8 月 9 日（木）
・法学部：
学部紹介、模擬講義、懇談会、施設見学■
・医学部医学科： 学科紹介、研究・教育・学生研究会・派遣留学制度の紹介
・農学部：
学部紹介、オープンラボ◇、質問コーナー、施設見学
○ 8 月 10 日（金）
・文学部：
学部紹介※、学生生活の紹介※、研究室公開◇
・情報学部：
学部紹介※、学科紹介※、ミニ講義※、懇談会※、施設見学
・理学部：
学部・学科紹介※、保護者・教員説明会、施設見学
・医学部保健学科：専攻紹介、実習室・研究室等の見学、懇談会

学部企画：学部紹介の様子（教育学部）

研究室見学（農学部）
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【内容】
＜全体企画＞
○ 各種講演※
・[名古屋大学紹介]
名古屋大学の概要や、入試、就職、学生支援、課外活動等の状況を紹介します。
・[女性研究者から見た名古屋大学]
名古屋大学の女性教員（研究者）からの情報発信を行います。
・[名大生だからできる留学と国際交流]
名古屋大学の各種留学制度の紹介、及び、国際交流の状況等について説明します。
○ 学生企画※
・[対談コーナー]
名古屋大学の学生が、相談ブースにおいて、大学生活や受験勉強のこと等あらゆる
相談に対応します。また、学生の実態調査等の展示も行います。
・[キャンパスツアー]
名古屋大学の学生が引率者となり、東山キャンパス内を大学生活の話を交えて、各
建物や施設を紹介します。
○ 大学施設見学
以下の施設を自由に見学できます。
・附属図書館
・博物館
・2008 ノーベル賞展示室
・赤﨑記念研究館
・名古屋大学広報プラザ
・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾘｻｰﾁ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

学生企画：対談コーナー付近の様子

・野依記念物質科学研究館
・減災館

全体企画：講演会の様子

【備考】
○昨年度のオープンキャンパスでは（１日目の工学部企画が台風の影響で中止になりましたが）、三日間
を通じて総勢１０，０００人以上の方に参加いただきました。
○取材可能な企画について
・※印の企画については、取材可能です。
・◆印の工学部の学部・学科紹介は豊田講堂で行う「機械・航空宇宙工学科」、模擬講義は、IB 電子情報館
2 階大講義室で行う「電気電子情報工学科」の講義、研究室見学は、環境土木系研究室の「水理実験棟」
等が取材可能です。
・■印の法学部施設見学については、法学部ギャラリー及び法廷教室が取材可能です。
・◇印の農学部のオープンラボ及び文学部の研究室公開については、取材可能な研究室があります。
☆取材される場合は、8/３（金）17 時までに下記担当あてご連絡願います。
（ 担当：名古屋大学入試課
tel（052）789-2182 fax（052）789-2188 e-mail nyuusi@adm.nagoya-u.ac.jp )
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OPEN CAMPUS

開催
2018 ８月８日・９日・１０日
［WED］ ［THU］

［FRI］

「名古屋大学で何を学べるか」を紹介することにより、皆さんの今後の適切な
進路選択の一助となることを目的として、オープンキャンパスを実施します。

名古屋大学 オープンキャンパス
プログラム

学部企画（会場：名古屋大学東山キャンパス、大幸キャンパス） 事前申込必要
豊田講堂

8

水
3,463

豊田講堂、IB電子情報館、ES総合館等

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

申込期間 ： 平成30年7月2日（月）16：00〜13日（金）17：00

・参加申込は、携帯電話またはスマートフォンによって行ってください。
・収容人数に限りがありますので、それぞれ定員になり次第、申込受付を終了します。
全体企画は、
事前申込不要です。
どなたでも参加できます。
詳細は、名古屋大学ホームページで案内します。

900

9

参加申込について

木
豊田講堂

10

金

情報学部

800

豊田講堂

※QRコードを読み取り、
アクセスしてください。

個人情報の取り扱い
全体企画（会場：名古屋大学東山キャンパス）９：３０〜１７：００ 申込不要

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

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

本山

新大阪

新幹線

名古屋

東京

新幹線
（約100分）

地下鉄東山線
藤が丘行き
（15分）

地下鉄名城線

出口

ナゴヤドーム前矢田

左回り
（２１分）

名古屋大学

（約30分）

徒歩

すぐ

右回り
（2分）

東山キャンパス

名鉄線

金山

セントレア

︵中部国際空港︶

【障害等に対する配慮】
障害等のある方で、
配慮が必要な方は、
下記の
「障害者支援室」
に7月13日
（金）
までに
ご相談ください。
名古屋大学障害者支援室
電話：052-747-6963（平日9：00〜17：00）
e-mail：nudso@adm.nagoya-u.ac.jp

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

（約50分）

大幸キャンパス
地下鉄名城線

（約30分）

右回り
（19分）

地下鉄東山線
藤が丘行き
（5分）

大曽根

（約50分）

多治見方面（12分）

栄

新大阪

新幹線

名古屋

東京

JR中央本線

新幹線
（約100分）

地下鉄名城線
右回り
（1分）

地下鉄名城線
右回り
（12分）

5分

大幸キャンパス

金山

セントレア

︵中部国際空港︶

名鉄線
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資料５
2018/6/20
省エネルギー社会実現に向けた窒化ガリウム研究開発の新拠点

名古屋大学エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TEFs) 開所式
名古屋大学未来材料・システム研究所(IMaSS)では、省エネルギー社会の実現に資する次世
代半導体、窒化ガリウム(GaN)の研究拠点の整備を進めています。このたび、その中核となるエネ
ルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TEFs)が竣工しました。C-TEFs に GaN の結晶成長
装置、デバイス作製装置、評価・分析装置を結集し、結晶成長からデバイス作製までの研究開発
を一貫通貫で行うことで、研究を飛躍的に加速させ、また、産官学の連携により大学の基礎研究
の実用化につなげることを目的としています。このたび、C-TEFs の設立を記念して、産官学の関係
者にお集まり頂き、以下のとおり開所式を開催することになりました。
記者の方々への開所式の詳細なスケジュール・内容、取材申し込み票については、開所式の１
～２週間前に改めてご案内させていただきます。
日時：2018 年 7 月 24 日（火）13:00～
場所：名古屋大学東山キャンパス
研究所共同館Ⅱ2F・3F ホールおよび C-TEFs
スケジュール(予定)
13:00

C-TEFs 内覧会 (対象:GaN 研究コンソーシアム会員企業の代表者)

14:30

記念式典

15:00

記念講演 CIRFE センター長・天野 浩 教授

15:40

施設説明 C-TEFs 施設長・須田 淳 教授

16:15

除幕式（テープカット）

16:30

C-TEFs 内覧会（対象:議員、省庁関係者）

18:00

記念祝賀会
※取材可能時間: 13:00(内覧会)～16:30(除幕式終了まで)
工学研究科電子工学専攻/未来材料・システム研究所 教授
C-TEFs 施設長
須田 淳

未来材料・システム研究所
IMaSS(呼称：アイマス)：Institute of Materials and Systems for Sustainability

未来エレクトロニクス集積研究センターエネルギー変換エレクトロニクス実験施設
C-TEFs (呼称:シーテフス)：Center for Integrated Research for Future Electronics,
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Transformative Electronics Facilities

エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TEFs)設置の背景
C-TEFs 施設長 須田 淳
GaN～青色 LED からさらなる展開へ
窒化ガリウム(GaN)による青色発光ダイオード(LED)の実現は、世界を大きく変えました。フルカラーの鮮
やかな電光掲示板、パソコンや携帯電話のディスプレイ、白熱電球や蛍光灯に代わる高効率照明として社
会に浸透しています。GaN にはさまざまな優れた特性があり、青色 LED 以外にも応用展開が可能です。携
帯電話に代表される無線通信用の高周波デバイス、パソコンの電源や電気自動車、鉄道などで使われる
電力制御用のパワーデバイス、医療・化学分析で使用する紫外線発光デバイスなどへの応用が期待され
ています。結晶成長技術やデバイス作製技術の研究開発を進めることで、GaN の特性を最大限に引き出し
て、これらの高性能デバイスを実現することができれば、豊かで安全、かつ様々な分野における省エネを実現
する未来の社会に大きく貢献することができます。
名古屋に世界的な GaN 研究拠点が構築される
赤﨑先生、天野先生のノーベル賞受賞を契機に、GaN 研究の発祥の地と言えるここ名古屋に、GaN の
新しい研究展開と GaN 技術の実社会への展開を目指す一大研究拠点が構築されつつあります。その中で
結晶成長・デバイスの研究開発の中心となるのがこのエネルギー変換エレクトロニクス実験施設 C-TEFs
です。C-TEFs は GaN の結晶成長・評価、デバイス作製プロセス研究からデバイス試作・評価を一気通貫
で行うことができる世界屈指の施設となります。
大学の基礎研究を社会へ
名古屋大学を中核機関としてオールジャパンで GaN の新たな展開に取り組んでいる研究プロジェクトが文
部科学省の「省エネルギー社会実現に資する次世代半導体研究開発(研究代表：天野浩教授)」です。
プロジェクト開始から 2 年が経過し、さまざまな成果が出てきています。C-TEFs の使命は、基礎研究のみな
らず、基礎研究を発展させた GaN デバイスの実用化を目指した産学連携研究や、企業の本格的なデバイ
ス研究開発の場を提供することにあります。それらを可能にする設備、運営体制を整えています。
名古屋大学における GaN 研究体制
学内のさまざまな分野の教員が、GaN に関する材料の基礎研究からデバイス、社会実装という広い視点
で研究に参加しています。その中核となっているのが未来材料・システム研究所(IMaSS)と、IMaSS に設置
されている未来エレクトロニクス集積研究センター(CIRFE)です。今回新たに実験施設として C-TEFs が加
わります。(添付の IMaSS 組織図参照)
C-TEFs と C-TECs

C-TEFs は実験設備が主体の建物で、研究室は備えていません。実験棟の C-TEFs に隣接して、研究
棟の C-TECs が現在建設中です。C-TECs には GaN に関係する CIRFE 所属教員や海外招聘教員、
特任教員の教員室、研究室に加えて、2 階、3 階には、約 2,000 ㎡の企業研究拠点スペースが用意され
ています。学内外の研究者、学生が C-TECs に結集し、所属や専門分野を超えた有機的連携を強化し、
共同研究などを通じた産学連携の強化と研究開発の加速を図ります。C-TECs は 2018 年 12 月竣工予
定です。C-TEFs は現在設備の設置、調整、試運転、実際のデバイス作製条件の確立を進めており、共同
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利用の開始(グランドオープン)は 2019 年 4 月を予定しています。

C-TEFs
CIRFE Transformative
Electronics Facilities
エネルギー変換
【ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ棟（CR棟）】
エレクトロニクス実験施設

C-TECs
CIRFE Transformative
Electronics Commons
エネルギー変換
エレクトロニクス研究棟
産学連携の拠点
となる研究棟

ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞ
・研究室
GaNに特化した
クリーンルーム
一般実験室・ポンプ室
・電気室

産業界専用
Labスペース
大学使用スペース

構造：S造 地上2階建
面積：2,997㎡
※H30 5月25日完成

大学使用
スペース
3,434m2

産学協同研
究スペース
2,004m2

産学官共創による研究開発拠点

大学使用
スペース

構造：SRC造 地上7階建
面積：6,360㎡
※H30年12月 完成予定

名古屋大学東山キャンパス

©2017 Nagoya University
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名古屋大学東山キャンパス 研究所地区 白い箱状の建物が C-TEFs

C-TEFs 外観 背後で建設中の建屋は C-TECs

エントランスロビー
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化学処理室

デバイス作製装置群

微細パターン露光装置
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IMaSS 組織図: http://www.imass.nagoya-u.ac.jp/about/organization_chart.html
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資料６

名古屋大学部局長会・
教育研究評議会・
事務企画連絡協議会
合同暑気払い「夕涼み会」
平成30年7月17日（火）17:30～
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昨年度の様子
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資料７
平成30年6月20日

平成30年度教育記者会との定例懇談会開催予定日
日程

時間

1

平成30年4月24日（火）

１４：００～

2

平成30年5月25日（金）
（議題を固定せず懇談形式）

１６：３０～

3

平成30年6月20日（水）

１４：００～

4

平成30年7月17日（火） ※

１７：３０～

5

平成30年9月21日（金）

１４：００～

※10月24日（水）か
ら変更

6

平成30年11月27日（火）

１４：００～

※12月26日（水）か
ら変更

7

平成31年1月頃を予定
（議題を固定せず懇談形式）

未定

8

平成31年2月27日（水）

１４：００～

※6月27日（水）から
変更

※7月17日（火）は定例懇談会はありません。
17:30～部局長会・教育研究評議会メンバーと共に、
夕涼み会を開催します。

36

資料８

名古屋大学 平成30年7月予定表
(教育記者会用)

○役員会等
日(曜日)

会議の名称(部局)

2日(月)、
13日(金)

役員会

17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)

4日(水)

教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

11日(水)

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

18日(水)

教授会(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)
研究科委員会(医学系研究科)

19日(木)

教授会(創薬科学研究科)

20日(金)

教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

25日(水)

教授会(文学部・人文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、
農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、未来材料・システム研究所、宇
宙地球環境研究所、総合保健体育科学センター)

26日(木)

教授会(国際開発研究科)
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○行事等
日(曜日)

行事等の名称

概要

5月21日(月)～
8月31日(金)
博物館野外観察園セミナーハウ 場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
(土・日・祝日お スサテライト展示「みんなで撮った 時間：10：00～16：00
よび8月11日～ ミクロの世界」
入場料：無料
14日休館)

5月29日(火)～
10月20日(土)
第24回博物館特別展「カニコレ’
(日・月曜日およ
18－カニのハサミは使いよう－」
び8月11日～14
日休館)

連絡先

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
［関連特別講演会］(7/7)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「カニ・エビ化石の世界」
講演者：安藤佑介氏(瑞浪市化石博物館)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

場所：減災館
時間：13：00～16：00
担当者：武村雅之(減災連携研究センター客員教授)、都築充雄(同
寄附研究部門教授)、他が日替わりでギャラリートークを開催
定員：各日約100名
対象：一般
入場料：無料

5月30日(水)～
9月29日(土)
減災館第24回特別企画展
(日・月・祝日・ 「関東大震災と愛知県－『人事の
[スペシャル・ギャラリートーク]
第2第4火曜日 あえてよくする所』とは？－」
場所：減災館1階減災ホール
休館)
時間：13：30～
講演題目：「関東大震災と愛知：減災と復興」(7/5)
講演者：武村雅之(減災連携研究センター寄附研究部門教員)
講演題目：「作家が描いた関東大震災」(7/6)
講演者：都築充雄(同寄附研究部門准教授)
定員：なし

減災連携研究センター
052-789-3468

6月21日(木)

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～17：30
講演題目「ゼロメートル地帯での甚大な水災害リスクの克服への挑
戦」
第7回減災連携研究センターシン
講演者：辻本哲郎(本学名誉教授)
ポジウム「濃尾平野の広大な海抜
減災連携研究センター
内容：話題提供「海抜ゼロメートル地帯におけるハザード」、パネル
ゼロメートル地帯における防災・
052-789-3468
ディスカッション「海抜ゼロメートル地帯の防災・減災を進めるため
減災を考える！」
に」
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

6月23日(土)

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

環境学研究科
教授 角皆 潤
052-789-3498

6月23日(土)

場所：野依記念学術交流館
時間：12：00～17：00
講演者：齊藤 満氏(豊田工業大学)、他
第31回マイクロニューログラフィ学
内容：マイクロニューログラムを用いた研究の発表
会
定員：30名
対象：研究者
参加費：2,000円

総合保健体育科学センター
教授 片山敬章
052-789-5754
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6月24日(日)

6月28日(木)

6月29日(金)

6月29日(金)

6月30日(土)

7月1日(日)

場所：文学部本館1階131講義室
時間：14：00～17：00
講演題目：「絵画としての曼荼羅の機能と役割－現図曼荼羅にお
ける図像解釈研究の可能性－」
講演者：中村夏葉氏(愛知県立芸術大学教育研究指導員)
人文学研究科附属人類文化遺産
講演題目：「『三位一体』 をいかに可視化するか－西洋中世におけ 人文学研究科
テクスト学研究センター公開セミ
る図像化の試み－」
教授 木俣元一
ナー「見えないものを『見る』：イ
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 imago@lit.nagoya-u.ac.jp
メージとマテリアリティ」
究センター教授)
講演題目：「ルネサンス芸術家による聖なるものの表象」
講演者：百合草真理子(人文学研究科特任助教)
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
第90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：15：00～17：00
講演題目：「大学の教育研究パフォーマンスとリーダーシップ」
講演者：村澤昌崇氏(広島大学准教授)
内容：大学の研究教育活動について定量的評価を行い、組織特
性・ガバナンス・リーダーシップとの関連性を検討する
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
第150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：「大学のダイバーシティ・マネジメント：日本の高等教育
機関の課題」
高等教育研究センター
講演者：山田礼子氏(同志社大学社会学部長)
教授 夏目達也
内容：これまでの米国でのダイバーシティを巡る動向を検討したうえ
052-789-5693
で日本の高等教育機関を対象に「ダイバーシティ・マネジメント」の
課題について考察する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

OICX EVENT vol.3
名大発ヘルステック
ベンチャーナイト

場所：JRゲートタワー27階名古屋大学オープンイノベーション拠点
(名古屋市中村区)
時間：19：30～22：00
講演者：萩原啓太郎氏(株式会社ヘルスケアシステムズ取締役)、
研究協力部社会連携課
萩原 悠太氏(株式会社PREVENT代表取締役)
052-789-6144
内容：登壇企業紹介、トークセッション、質疑応答、他
定員：30名
対象：一般
参加費：1,000円(交流会費込)

大学教務実践研究会セミナー

場所：アジア法交流館2階アジアコミュニティフォーラム
時間：10：30～12：20、13：30～15：20
講演題目：「教務系職員初任者向け講習会」
講演者：小野勝士氏(龍谷大学世界仏教文化研究センター事務
高等教育システム開発部門
部)、宮林常崇氏(首都大学東京管理部URA室長)
助教 齋藤芳子
内容：教務・教職事務初任者を対象として、担当業務を円滑に遂行
052-789-5384
するために求められる知識を身につけるとともに、今後の制度改正
に対して自ら学ぶために必要なスキルを身につけることを目指す
定員：各100名
参加費：各1,000円(両講座受講の場合は1,500円)

名大研究室の扉 in 河合塾
第28回工学部

高等教育研究センター
教授 夏目達也
052-789-5693

場所：河合塾千種キャンパス千種校(名古屋市千種区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「コンクリートの科学」
講演者：丸山一平(環境学研究科教授)
講演題目：「ナノ計測が拓く超精密機械工学」
講演者：伊藤伸太郎(工学研究科准教授)
内容：本学教員による最先端研究についての講演、大学院生によ
学術研究・産学官連携推進本部
る大学生活や研究についての講演、講師や大学院生と参加者によ
052-747-6791
る懇談会
定員：70名程度
対象：中学生、高校生、高校卒業生、保護者
参加費：無料
［今後の開催予定］
8月26日(日)、9月16日(日)
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場所：教育発達科学研究科2階第3講義室、大講義室
時間：14：00～16：00
文系事務部教務課(教育担当)
プログラム：研究科の紹介、専攻・領域の紹介、入試案内、研究室
052-789-2606
単位の個別相談会
対象：大学院進学に興味のある方

7月1日(日)

教育発達科学研究科
大学院説明会

7月2日(月)

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：30～15：00
講演題目：「国連における日本の三大課題－PKO、国連安保理改
博士課程教育リーディングプログ
革、北朝鮮」
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
PhD登龍門推進室
講演者：吉川元偉氏(前国連大使)
門」第17回グローバル人材のため
052-789-5717
内容：世界と日本を取り巻く国際情勢について(使用言語は英語で
の国際情勢講座
同時通訳あり)
対象：学生、一般
参加費：無料

7月3日(火)

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：16：30～17：30
講演題目：「地震活動を支配する地殻応力と間隙流体圧に関する
寺川寿子博士第38回猿橋賞受賞
環境学研究科事務部
研究」
記念講演会
052-789-3454
講演者：寺川寿子(環境学研究科附属地震火山研究センター講師)
対象：学生、教職員、一般
参加費：無料

場所：第5体育館
時間：12：15～12：45(7/30は17：30～18：15)
テーマ：「教職員の健康増進」
講演題目：「ボクササイズ、ベーシックヨガ」
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

7月3日(火)、
12日(木)、
19日(木)、
24日(火)
30日(月)

教職員向け運動プログラム

7月6日(金)

場所：ナショナル・イノベーション・コンプレックス2階小会議室
社会貢献人材育成本部ビジネス 時間：13：30～15：30
社会貢献人材育成本部
人材育成センター2018年度(平成 テーマ：「ゼロから一のアイディアを世の中に出すには？－医療機 ビジネス人材育成センター
30年度)第3回B人セミナー
器業界の現状とこれから－」
052-747-6790
対象：博士課程学生、ポスドク

7月7日(土)～
8月28日(火)

場所：博物館、教育学部附属中・高等学校、他
内容：本学の教員を中心とした学問研究の最前線で活躍する研究
教育発達科学研究科附属高大接 者たちが、それぞれの学問領域における知の探究の成果や方法、 教育発達科学研究科
続研究センター高校生対象公開 スタイルなどについてわかりやすく解説し、知の探究の愉しさと厳し 附属高大接続研究センター
講座「学びの杜・学術コース」
さを体験する
chet@educa.nagoya-u.ac.jp
対象：高校生
参加費：無料

7月7日(土)

場所：りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台)(北海道足寄郡)
時間：14：00～24：00(講演会は15：00～16：50)
講演題目：「宇宙から見た地球」
講演者：山崎直子氏(宇宙飛行士)
第10回陸別スターライトフェスティ
内容：講演会、質問会、観望会
バル
対象：一般
参加費：入館料(昼)大人300円、子供200円
(夜)大人500円、子供300円
(講演会参加の方は入館無料)

7月7日(土)

国際開発研究科
オープンキャンパス2018

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム、他
時間：10：30～17：00
内容：説明会、個別相談会、シンポジウム、留学生相談、施設見
学、他

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

研究所事務部総務課
052-747-6303

国際開発研究科
准教授 日下 渉
052-789-4976
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7月7日(土)

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：13：30～17：15
国際開発研究科改組記念シンポ 講演者：石原陽一郎氏(世界銀行ブータン担当駐在代表)、平野夢
国際開発研究科
ジウム「Sustainable Development 香氏(世界銀行エコノミスト)
教授 西川由紀子
Goals (SDGs)と新国際開発協力 内容：最新の国際開発の取り組みについての講演。アフリカ、アフ
052-789-4970
パラダイム」
ガニスタン、太平洋島嶼国、アジア地域の専門家によるパネルディ
スカッション
参加費：無料

7月7日(土)

場所：文系総合館7階カンファレンスルーム
人文学研究科附属人類文化遺産
時間：10：00～17：50
テクスト学研究センター公開シン
内容：講演、総合討論
ポジウム「中世禅への新視角－
対象：一般
『中世禅籍叢刊』が開く世界」
参加費：無料

7月9日(月)

第86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：「被災地での入浴困難を考える」
講演者：北川夏樹(減災連携研究センター特任助教)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

場所：経済学部1階特別演習室2
時間：18：00～21：00
講演題目：「経営戦略」(7/10、13)
講演者：犬塚 篤(経済学研究科教授)
講演題目：「マーケティング」(7/17、20)
7月10日(火)～ 中小企業大学校サテライト・ゼミ
講演者：川北眞紀子氏(南山大学教授)
8月3日(金)(期 with 経済学研究科「理論と演習で
講演題目：「会計」(7/24、27)
間中の火・金曜 学ぶ！経営力を高める4つのアプ
講演者：坂口順也(経済学研究科教授)
日)
ローチ」
講演題目：「組織・人事管理」(7/31、8/3)
講演者：江夏幾多郎(経済学研究科准教授)
対象：中小企業の経営者・経営幹部・管理者、中小企業以外の役
職員、他
参加費：35,000円(中小企業者)、60,000円(中小企業者以外)

7月12日(木)

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：「教育の質保証に向けたFDの方法」
高等教育研究センター第151回招
講演者：中井俊樹氏(愛媛大学教授)
へいセミナー／第1回教育の質保
内容：FDに関わる教職員として必要となる基礎的な知識を習得す
証に関する研修セミナー
ることを目的とする
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

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
052-789-5993

減災連携研究センター
052-789-3468

中小企業大学校瀬戸校
0561-48-3400

高等教育研究センター
教授 夏目達也
052-789-5693
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対象：高等学校、中等教育学校および受験産業の教職員
参加費：無料
[名古屋会場](7/13)
場所：シンポジオン
時間：9：30～12：30
内容：全学部の執行部または入試担当教員から学部概要と入試内
容について説明することにより適切な進路指導の一助とする
定員：200名

7月13日(金)、
7月20日(金)、
7月24日(火)

名古屋大学入試説明会

[東京会場](7/20)
場所：TKP東京駅前カンファレンスセンター5階カンファレンスルーム
5A(東京都中央区)
教育推進部入試課
時間：14：00～16：00
052-789-5765
内容：アドミッション部門教員から、大学紹介、各学部概要と入試内
容について説明を行うことにより、適切な進路指導の一助としてい
ただく。
定員：65名
[大阪会場](7/24)
場所：新大阪丸ビル別館5階5-1号室(大阪市東淀川区)
時間：14：00～16：00
内容：理学部長の講演に加えアドミッション部門教員からの大学紹
介、各学部概要と入試内容について説明を行うことにより適切な進
路指導の一助とする
定員：65名

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「新潟県中越地震被災体験から－『いざという時』何がで
きるか－」
減災連携研究センター
講演者：星野英恵氏(新潟大学学術情報部学術情報サービス課) 052-789-3468
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

7月13日(金)

第142回防災アカデミー

7月14日(土)

場所：文学部2階237講義室、文系共同館、他
時間：14：00～17：00
文系事務部教務課
人文学研究科2018年度大学院説
内容：研究科長挨拶、研究科の紹介、入学試験の説明、個別相談 (文学・人文学担当)
明会(オープンキャンパス)第1回
会(教員および在学生との質疑応答、留学生相談コーナー)、在学 hum@adm.nagoya-u.ac.jp
生によるポスター発表

7月14日(土)

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「アスンシオンに咲く花」(イスマエル・レデスマ)、「故郷の
第74回博物館コンサート NUMCo
ニャンドゥティ」(マーティン・ポーティロ)、他
博物館事務室
「ラテンの色彩 パラグアイアルパ
出演：かとうともこ氏(アルパ)、小栗康子氏(アルパ)、山本祐子氏
052-789-5767
の調べと歌」
(歌)
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

7月14日(土)

場所：ES総合館1階ES会議室、ESホール
時間：14：00～16：55
講演題目：「自動車の変革と未来－100年に一度の大変革時代」
講演者：吉田守孝氏(トヨタ自動車株式会社副社長)
平成30年度名古屋大学協力会総
講演題目：「NCCの取り組みと成果報告」
会・講演会「次世代自動車開発」
講演者：石川隆司(ナショナルコンポジットセンター特任教授)
挨拶：財満鎭明(理事・副総長／学術研究・産学官連携推進本部
長)
参加費：無料(交流会は学生：1,000円、非会員：3,000円)

名古屋大学協力会事務局
052-782-1811

7月19日(木)

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：17：00～18：30
講演題目：「クリティカルシンキングはフェイクニュースと戦えるか」
高等教育研究センター第152回招 講演者：久木田水生(情報学研究科准教授)
へいセミナー／名古屋哲学教育 内容：フェイクニュースが社会にどのような影響を及ぼすか、なぜ
研究会2018
人々はフェイクニュースに騙されるのか、そしてクリティカルシンキ
ング教育がフェイクニュースに対して何ができるのかを考える
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育システム開発部門
助教 齋藤芳子
052-789-5384
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7月20日(金)

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：「コンピテンス基盤型教育下における入学者選抜と北大
第153回招へいセミナー／第6回 の入試改革－北大型AOに何が求められているのか－」
高等教育研究センター
アドミッション担当教職員支援セミ 講演者：鈴木 誠氏（北海道大学教授）
教授 夏目達也
ナー
内容：世界の入学者選抜の動向と北大の入試改革およびそこで求 052-789-5693
められるAO(アドミッション・オフィサー)の資質について紹介する
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

7月21日(土)、
8月18日(土)

場所：博物館2階実験室、展示室、東山キャンパス
時間：10：00～15：30
テーマ：「観察園のムシ」(7/21)、「雑木林のムシ」(8/18)
ミクロの探検隊Ⓡ
内容：本学構内で各自ムシを採集し、実体顕微鏡、走査型電子顕
博物館事務室
「名古屋大学のムシを電子顕微鏡 微鏡を使用し微細構造の観察をしながら分類や働きを学ぶ(雨天決
052-789-5767
で観察しよう！」
行)
定員：各24名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

遺伝子実験施設
第17回Jr.サイエンス教室
「遺伝子を見てみよう」

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

7月24日(水)

未来材料・システム研究所
エネルギー変換エレクトロニクス
実験施設(C-TEFs)開所式

場所：研究所共同館Ⅱ2階ホール(記念式典、記念講演会、施設説
明会)、エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(除幕式、内覧
会)、他
研究所事務部総務課
時間：13：00～18：00
天野プロジェクト支援室
講演者：天野 浩(未来材料・システム研究所教授)
052-789-3384
挨拶：松尾清一(本学総長)、岩田 聡(未来材料・システム研究所
長)

7月27日(金)

附属図書館
特定基金寄付金受領式

場所：附属図書館
時間：13：30～14：30

先進科学塾＠名大番外講座／
日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：理学南館1階セミナー室
時間：10：00～16：00(7/28)、10：00～14：30(7/29)
テーマ：「素粒子を見る！素粒子で見る！」
未来材料・システム研究所
内容：霧箱を使って素粒子の濃さや形を観察、最先端の測定装置
教授 中村光廣
がならぶ研究現場の見学
052-789-3532
定員：30名(7/28)、20名(7/29)
対象：中学生・高校生(7/28)、小学5・6年生(7/29)
参加費：無料

7月21日(土)

7月28日(土)、
29日(日)

場所：医学系研究科
7月30日(月)～ 医学系研究科第38回人体解剖ト 内容：人体解剖学入門
8月4日(土)
レーニングセミナー
定員：30名
対象：解剖学を必要とする教育にあたっている教員

遺伝子実験施設
Jr.サイエンス教室担当係
jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp

附属図書館情報管理課
052-789-3667

医学系研究科機能形態学講座機能
組織学分野内人体解剖トレーニング
セミナー実行委員
kaibou-training@med.nagoya-u.ac.jp
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7月31日(火)

場所：医学部附属病院中央診療棟A3階講堂
時間：14：15～16：15
テーマ：「ゲノム医療がもたらすがん治療の未来」
講演題目：「ゲノム・臨床の情報が切り開く新しい医療」
講演者：直江知樹氏(名古屋医療センター院長)
医学部附属病院「がんゲノム医療 パネルディスカッション：石黒直樹(医学部附属病院長)、安藤雄一
中核拠点病院」指定記念講演会 (同院化学療法部教授)、尾崎紀夫(同院精神科教授)
内容：日本のがん医療の未来を祈念し地域の中核病院として本院
の果たす役割を広く地域のみなさまにお知らせする
定員：300名
対象：一般
参加費：無料

場所：ES総合館1階ESホール、ES会議室
時間：10：10～17：00
テーマ：「のぞいてみよう！プラズマと生物と医療の不思議な世界」
内容：プラズマについての講義、質疑応答、デモンストレーション、
他
定員：中学生30名、高校生10名
対象：中学生、高校生
参加費：無料

医学部総務課
052-744-2228
※6月中に、本件の記事を掲載する
場合には、事前に担当者へご連絡く
ださい。

8月1日(水)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

8月3日(金)、
4日(土)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール(8/3)、名古屋市科学館サイエ
ンスホールおよびプラネタリウムドーム(8/4)
理学研究科・宇宙地球環境研究 時間：10：00～17：30(8/3)、13：00～19：10(8/4)
理学研究科
所・名古屋市科学館第27回公開 内容：講演、座談会、ポスター展示による研究室紹介、プラネタリウ
准教授 井上剛志
セミナー「天文学の最前線－国際 ム、他
nagoya.koukai.seminar@gmail.com
化する天文学研究－」
定員：300名
対象：高校生以上、一般
参加費：500円(生徒・学生)、1,000円(一般・教員)(資料代含む)

8月4日(土)、
5日(日)

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00
内容：最先端かつ魅力的な2つのコース「自分の遺伝子を見てみよ
生物機能開発利用研究センター う」、「細胞の顔、糖鎖を見てみよう」を、科学実験を通して体験する
公開実験講座2018
実験講座。最終日には特別セミナーを開催
生物機能開発利用研究センター
「バイオサイエンス・バイオテクノロ 講演題目：「植物の成長の仕組み」
052-789-5194
ジーを体験する」
講演者：芦苅基行(生物機能開発利用研究センター教授)
定員：15名
対象：高校生以上、一般(両日参加可能な方)
参加費：2,500円

8月4日(土)

8月6日(月)

8月8日(水)、
8月9日(木)、
8月10日(金)

工学研究科
附属プラズマナノ工学研究センター
特任教授 石川健治
052-788-6077

夏休みスペシャル減災教室

場所：減災館
時間：13：00～
内容：実験教室、減災館ツアー、防災ロープ、他
対象：全年齢
参加費：無料

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：ES総合館1階ESホール、他
時間：9：15～17：30
テーマ：「夢を情熱と技術でかたちに－建築の面白さ－」
内容：よりよい建築・都市をつくっていくための学術・技術・芸術に関 工学部・工学研究科教務課
する基礎的知識と経験を講義・実習によって学ぶ
052-788-5233
定員：30名
対象：高校1・2年生
参加費：無料

2018年度オープンキャンパス

場所：東山キャンパス、大幸キャンパス(医学部保健学科)
時間：9：30～17：00
内容：大学紹介、施設見学、学生生活あれこれ、女性研究者から
の情報発信、在学生との対話など様々なプログラムを用意(学部企
画に参加する場合は事前の申し込みが必要(全学部定員制)。一人
教育推進部入試課
一学部のみ申し込み可能)
052-789-5765
8/8 教育学部、経済学部、工学部
8/9 法学部、医学部医学科、農学部
8/10 文学部、情報学部、理学部、医学部保健学科(大幸キャンパ
ス)
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468
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場所：博物館3階講義室
講演者：博物館教員、研究者、学生

博物館事務室
052-789-5767

8月8日(金)

名古屋大学公開シンポジウム

8月9日(木)

場所：IB電子情報館中棟1階IB015講義室、他
時間：9：30～18：45
テクノフロンティアセミナー
内容：電気電子情報工学における最先端技術に関する実験
TEFS2018「触れてみよう，電子と
定員：40名
情報の最先端に」
対象：愛知県および近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

8月9日(木)

場所：物理工学科の各研究室(工学部3、5、6号館)
時間：10：00～17：30
内容：大学教員・大学院生が講義と最新の設備による実験を通して
平成30年度工学部テクノサイエン
工学研究科
研究・学問の息吹を易しく伝え 大学で理工学を学ぶ面白さを体感
スセミナー2018「物理の世界にあ
准教授 丹羽 健
する
そぶ」
052-789-5515
定員：40名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学研究科TEFS実行委員会
助教 兒玉直人
052-789-3635

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：理学研究科附属臨海実験所(三重県鳥羽市)
時間：11：00～16：20
テーマ：「海岸動物の採集とウニの受精・発生観察」
内容：海岸動物を観察することで生物多様性や生態分類について 理学部・理学研究科
学習する。またウニ等の海岸動物を採集し受精発生のようすを観 臨海実験所東山分室
察して、生命誕生のしくみについて習得する
052-789-2514
定員：20名
対象：中学生、高校生
参加費：無料

8月23日(木)、
24日(金)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI

場所：IB電子情報館南棟4階462号室
時間：10：00～17：00(8/23)、10：00～17：30(8/24)
テーマ：「機械学習と3Dプリンタで臓器モデルを作ろう！－医用画
像処理の体験」
情報学研究科
内容：「CT画像」をコンピュータで処理する医用画像処理とディープ
助教 小田昌宏
ラーニングなどの機械学習、3DプリンタとVRの医療応用について
052-789-5688
学ぶ
定員：16名
対象：中学生、高校生(両日参加可能な方)
参加費：無料

8月25日(土)、
10月20日(土)

教育学部附属高等学校
第1回、第2回オープンキャンパ
ス、説明会

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：30
内容：概要紹介、体験授業、入試説明、他
対象：中学3年生

9月1日(土)

場所：豊田講堂
社会貢献人材育成本部ビジネス 時間：9：30～11：30(第1部)、12：30～18：30(第2部)
人材育成センター第8回「企業と 内容：博士のポスターセッション、企業プレゼンテーション、ブース
博士人材の交流会」
トーク、ポスター表彰、情報交換会
対象：博士後期課程学生、ポストドクター、他

8月11日(土)

教育学部附属高等学校
副校長 三小田博昭
052-789-2680

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

場所：ES総合館1階ESホール
9月18日(木)～
時間：18：00～19：30
10月30日(火)
テーマ：「人間と機械－道具を生み出す動物、人間の行くすえは？」 研究協力部社会連携課
平成30年度名古屋大学公開講座
(期間内の火・
定員：200名
052-747-6584
木曜日)
対象：一般(満18歳以上)
参加費：8,430円(予定)

[国立附置研究所・センター会議第一部会](9/28)
内容：会議
場所：名鉄ニューグランドホテル
9月28日(金)、
29日(土)

国立附置研究所・センター会議第
研究所事務部総務課
[国立附置研究所・センター会議第1部会シンポジウム＆宇宙地球
1部会、シンポジウム
052-747-6303
環境研究所公開講演会](9/29)
場所：理学南館1階坂田・平田ホール
テーマ：「宙(そら)に挑む・宙(そら)から挑む」
対象：国立附置研究所・センター会議関係者、一般
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11月21日(水)

博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
博物館事務室
内容：季節の花をみながら自然を学び、電子顕微鏡でミクロの自然
052-789-5767
を見る
参加費：無料
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会期

関連イベント：特別講演会

会場
名古屋市バス
「名古屋大学」
バス停

地下鉄名城線
「名古屋大学」
2 番出口

ロー
ーン

豊田
講堂

山手通 1

総合案内所

入口

博物館

安藤 佑介（瑞浪市化石博物館）

13:30 〜 15:00 清家 弘治（産業技術総合研究所）
◆9月1日
「穴を掘って暮らすカニやエビ：地面の下での巧みな生き方」

名古屋市バス 芝生
「名古屋大学」
バス停

グリ

北

山手

問い
合わせ

13:30 〜 15:00
◆7月7日
「カニ・エビ化石の世界」

理学部 A 館

地下鉄名城線
「名古屋大学」
1 番出口

ド

協力

13:30 〜 15:00 藤原 慎一（名古屋大学博物館）
◆ 6 月 16 日
「危険か見掛け倒しか？ カタチが教えてくれるカニのハサミの機能」

13:30 〜 15:00 佐藤 武宏（神奈川県立生命の星・地球博物館）
◆ 9 月 29 日
「甲・鋏・脚〜姿かたちから知るカニの生きかた・暮らしかた〜」

関連イベント：コンサート
◆ 7 月 14 日

14:00 〜 15:00

小栗 康子、かとうともこ、山本 祐子

「ラテンの色彩

パラグアイアルパの調べと歌」
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左︓退京者の様⼦『震災絵葉書』
』より
中 : 退京者の様⼦ [ 北原⽷⼦『写
写真集関東⼤震災』
吉川弘⽂館、2010］より
右端︓軍艦上の避難者 [ 北原⽷⼦
⼦『写真集関東⼤
震災』吉川弘⽂館、2010］より
り
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Disaster Mitigation Research Center

第 7 回減災連携研究センターシンポジウム

後援

名古屋大学土木系教室

濃尾平野の広大な
海抜ゼロメートル地帯における
防災・減災を考える！
日時：平成 30 年 6 月 21 日（木）
13:30 ‒ 17:30
場所：名古屋大学減災館 1 階
減災ホール

1

日本最大の海抜ゼロメートル地帯である濃尾平野

海抜ゼロメートル地帯に長期湛水を招いた 1959 年伊勢湾台風、
2000 年東海豪雨、今後、極端化した気象による集中豪雨や
超巨大台風の来襲、南海トラフ巨大地震を踏まえ、

これからのゼロメートル地帯の防災・減災をどうすべきか考えます。
プログラム

13:30 ‒ 13:35 開会の挨拶
福和 伸夫（センター長）

2

13:35 ‒ 14:20 基調講演

「ゼロメートル地帯での
甚大な水災害リスクの克服への挑戦」
講師：辻本 哲郎（名古屋大学名誉教授）

14:20 ‒ 15:00 第 1 部
「海抜ゼロメートル地帯におけるハザード」
話題提供：田代 喬、野田 利弘、平山 修久
15:15 ‒ 17:15 第 2 部
「海抜ゼロメートル地帯の防災・減災を進めるために」
コーディネータ：冨田 孝史
パネリスト：川瀬 宏文（中部地方整備局）、
阪本 真由美（兵庫県立大学）、
3
松波 啓三（CBC）、
西川 智、福和 伸夫、水谷 法美

4

1. 国土交通省庄内川河川事務所提供

17:05 ‒ 17:20 総括・まとめ
田代 喬（副センター長）

事前申し込み不要。
自動車の駐車場はありません。必ず公共交通機関をご利用下さい。
2. 国土地理院基盤地図情報数値標高モデルより作成

3. 陸上自衛隊撮影、中部地区自然災害科学資料センター所蔵、国土交通省木曽川下流河川事務所提供
4. 宇宙航空研究開発機構（JAXA）提供

問い合わせ先： 名古屋大学減災連携研究センター
TEL. 052-789-3468
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/
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2018

6

23

12:30

13:00
13:00

2

3
Tel 052-789-3498

urumu@nagoya-u.jp
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Annual Scientiﬁc Meeting of Microneurography

第31回 マイクロニューログラフィ学会

会期：平成30年6⽉月23⽇日（⼟土）
会場：名古屋⼤大学 野依記念学術交流館
主催：マイクロニューログラフィ学会
共催：名古屋⼤大学 総合保健体育科学センター
www.htc.nagoya-u.ac.jp/˜microneuro.html
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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 90 回客員教授セミナー

⼤学の教育研究パフォーマンスと
リーダーシップ

村澤 昌崇 ⽒

講演概要

（広島⼤学⾼等教育研究開発センター・准教授）

本講演では、⼤学の研究教育活動について定量的評価を⾏い、組織特性・ガバナンス・
リーダーシップとの関連性を検討する。分析には、機関レベルでの研究論⽂数や外形特
性のデータに加え、
2015 年に機関を対象としたガバナンス調査をマージしたデータセッ
トを⽤いる。⼿法には、多様な⾏動評価が可能な DEA、分布の広範囲を推定可能な分位
点回帰を併⽤し、浸透する各種⼤学ランキングのあり⽅や、近年関⼼の⾼いガバナンス・
リーダーシップの有効性を併せて検証する。

2018 年 6 ⽉ 28 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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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 150 回招聘セミナー

⼤学のダイバーシティ・マネジメント：
⽇本の⾼等教育機関の課題

⼭⽥ 礼⼦ ⽒
講演概要

（同志社⼤学社会学部⻑）

近年、ダイバーシティ・マネジメントが企業の⼈事制度においては積極的に導⼊されつつあ
る。ダイバーシティとは、個⼈や集団間にある様々な違い、いわゆる「多様性」を意味し、
ダイバーシティ・マネジメントとは、経団連の 2012 年の定義によれば、「多様な⼈材を活
かし、その能⼒が最⼤限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを⽣み出し、価
値創造につなげている経営」とされている。このように⽇本では、企業のイノベーションに
つながるための⼈事制度・経営と捉えられてきたが、⾼等教育機関においても、「ダイバー
シティ・マネジメント」は重要な制度として浮上しつつある。
ダイバーシティ・マネジメントは「多様性の促進」という点から、⽶国の⾼等教育では 1960
年代から進捗してきており、かつ⼤学教育の効果という意味でも、「多様性の促進」は重要
な要素であると捉えられている。⼀⽅、⽇本の⾼等教育機関では、外国⼈や⼥性研究者・教
員雇⽤の数値的⽬標として「ダイバーシティ・マネジメント」が捉えられているようにも⾒
受けられる。本発表では、これまでの⽶国でのダイバーシティを巡る動向を検討したうえで、
⽇本の⾼等教育機関を対象に「ダイバーシティ・マネジメント」の課題について考察する。

2018 年 6 ⽉ 29 ⽇（⾦） 15:00－17:00
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 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/form/

○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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OICX
EVENT

vol.3
名大発ヘルステック
ベンチャーナイト
日本でも25兆円を超える市場規模を誇ると言われているヘルスケア事業。

そのへルスケアをテクノロジーで解決するビジネス域の総称を、
「HealthTech (ヘルステック)」
と呼んでいます。

全国各地の大学からも、
ヘルスケアテックを中心とした研究開発機関や学生ベンチャーの設立が増えてきました。

今回のOICXイベントでは、郵送検査や臨床試験の事業領域で実績を誇る株式会社ヘルスケアシステムズと、医療データ解析や
生活習慣病の重症化予防支援事業などで頭角を現している株式会社PREVENTのキーパーソン2人に登壇して頂き、
業界の最新トレンドや事業の進め方についてお話しして頂きます。

萩原 啓太郎 氏
株式会社ヘルスケアシステムズ 取締役

萩原 悠太 氏
株式会社PREVENT 代表取締役

1986年生まれ、東京都出身。東京工業大学大学院生命
理工学研究科博士課程修了、理学博士。大学卒業後、産
業医科大学助教を経て株式会社ヘルスケアシステムズ
の研究開発に2016年入社。2018年から同社取締役、
研究開発の責任者として従事。
「世界を楽しくもっと健康
に」
を経営理念とし、生活習慣の気づきを与える郵送検
査サービスを提供している。

名古屋大学大学院医学系研究科修了。大学院では「オ
ンライン心臓リハビリテーションの構築」
をテーマに研
究。
その後、医学研究所北野病院にて理学療法士として
臨床業務に従事。医療現場では解決できない予防医療
領域の重要性を痛感し、名古屋大学へ復帰後、2016年
に
（株）PREVENTを設立、代表取締役に就任。現在、脳
梗塞や心筋梗塞などの生活習慣病既往者に寄り添う健
康づくり支援を受けられるITサービスを提供している。

スケジュール

イベント詳細

参加方法

19:00 受付開始

日時：2018年6月29日
（金）
19:00〜22:00

19:30 イベント開始（MC:小西美月）

場所：名古屋駅 JRゲートタワー27階 名古屋大学オープン

フォームよりお申し込みください

19:40 登壇企業紹介

（1社7分ほどで自己紹介・会社紹介・事業紹介をして頂きます）

20:00 トークセッション『明大発ヘルスケアベンチャーナイト』
モデレーター：Nagoya Startup News 編集長 若目田氏

登壇の様子は、Nagoya Startup Newsにて書き起こし記事として掲載されます。

20:30 登壇者への質疑応答

（オーディエンスの方同士の交流を深めるため、グループを作り質疑応答を行います。）

21:00 交流会
（ドリンク・おつまみ付き）
22:00 イベント終了

イノベーション拠点
（OICX）
参加費：1000円
（交流会のドリンク・スナック付き、領収書が
必要な方は受付にまでお申し付けください）
参加対象：イベント参加登録ページにてお申込された方

https://goo.gl/forms/wcH0HJHHb3rbcRcI3

定員：30名
主催：名古屋大学 OICX
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⼤学教務実践研究会セミナー

教務系職員初任者向け講習会
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《質保証を担う中核教職員能⼒開発拠点》

2018年6⽉30⽇（⼟） ※時間は下記ご参照ください
会場：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

⼩野 勝⼠ ⽒
（⿓⾕⼤学 世界仏教⽂化研究センター事務部）

宮林 常崇 ⽒
（公⽴⼤学法⼈⾸都⼤学東京 管理部ＵＲＡ室⻑）

教務系の業務では、法令や規則規程が想定していない事案が少なからず⽣じます。この場合、類似事
例に照らす等により現場で都度判断せざるを得ないのですが、
「教務事務の基本的な考え⽅」が⼗分に
⾝についていないと、事例を誤って解釈してしまう可能性があり、円滑に対応することができません。
この講習会では、教務・教職事務初任者を対象として、担当業務を円滑に遂⾏するために求められる
知識を⾝につけるとともに、今後の制度改正に対して、⾃ら学ぶために必要なスキルを⾝につけるこ
とを⽬指します。

■ 教務事務の基礎編（10:00 受付開始、10:30〜12:20 講習会）
関係法規の理解、学籍・単位認定事務の注意点、学⽣対応の⼼構え

等（担当：宮林）

対象者：教務事務経験０〜３年まで（内容は０〜１年⽬に合わせます）
■ 教職事務の基礎編（13:00 受付開始、13:30〜15:20 講習会）
教員免許制度の概要を理解する〜教員免許状の⼀括申請業務に向けて〜（担当：⼩野）
対象者：教職事務経験０〜５年程度まで

定員

「教務事務」100名、「教職事務」100名（定員に達し次第、締め切ります）

お申込み

下記のフォームからお申込み下さい。6⽉22⽇（⾦）締切。
https://goo.gl/forms/qzYjRBKmW6HHAqLs1

参加費

各講座それぞれ1,000円 ただし両講座受講の場合は1,500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。

※ 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

kyoumujissen@gmail.com（教務実践研究会）
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共催

第28回 工学部
中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

行きたい 想 いが加 速 する

名大研 究室の 扉 i n 河合塾
コンクリートの
科学
講演者： まるやま

第28回
工学部

いっぺい

講演者： い とう しん た ろう

伊藤 伸太郎 准教授（工学研究科）

身近な材料であるコンクリートは、
さまざ
まな材料・物質から成り立っているとともに、
さまざまなスケールに異なる大きさの孔を有するマルチス
ケールな複合材料です。
コンクリートがどのようなものかをわ
かりやすく説明するとともに、
わかっているようでわかっていな
いコンクリートの謎、今住んでいる建築物で専門家が気に
なっている問題点をわかりやすく解説します。

最先端の機械システムは高エネルギー効率、高
性能、環境への低負荷などさまざまな課題を同時に
クリアする必要があります。そのためにはナノスケールの材料開発や技術
開発が必須であり、その発展性はナノ計測（Nanometrology：ナノメトロ
ロジー）の進歩にかかっていると言っても過言ではありません。すなわちナ
ノ計測は次世代ものづくりのブレイクスルーを生み出す研究分野といえま
す。本講演ではナノ計測の最先端とその応用事例について紹介します。

講演内容

日 14：00～16：00
7月1日●

時：

会

場：河合塾

講演内容

①名大教員による最先端研究についての講演
（60分）
内容 ②大学院生による大学生活や研究についての講演
（30分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会
（30分）

大学院生：

・応用物質化学専攻（無機材料化学）
・機械システム工学専攻（統計流体工学）

千種校

※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

ナノ計測が拓く
超精密機械工学

2018年度

丸山 一平 教授（環境学研究科）

日

参加無料 要申込

年間スケジュール
講演会日時

第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回

講演テーマ

学部

日 14:00～16:00
5月27日 ●
日 14:00～16:00
6月 3日 ●
日 14:00～16:00
6月17日 ●
日 14:00～16:00
7月 1日 ●
日 14:00～16:00
8月26日 ●

理学部

講師
み の

生命現象を電子スピンでとらえる
日本語のしくみをとらえる―変化に見入る・魅入られる―

文学部

からだづくりの原理を問う
：脳はどうできる？

医学部

コンクリートの科学

工学部
農学部

ひろゆき

三野

広幸

みや ち

あさ こ

宮地

朝子

みや た

たか き

宮田

卓樹

まるやま

いっぺい

い とう

しん た ろう

丸山

一平

ナノ計測が拓く超精密機械工学

伊藤 伸太郎

植物と共に生きるための未来の技術を育む

野田口 理孝

日 14:00～16:00 経済学部 「経済」
って何だろう？ ―ことばの歴史から考える―
9月16日 ●

の

た ぐち

お

き

みちたか
か

隠岐 さや香

会場

准教授 理学研究科

河合塾

千 種 校

准教授 人文学研究科

河合塾

名古屋校

教 授 医学系研究科

河合塾

千 種 校

河合塾

千 種 校

助 教 生命農学研究科

河合塾

名古屋校

教 授 経済学研究科

河合塾

名古屋校

教 授 環境学研究科
准教授 工学研究科

※講演テーマは今後変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

申込方法 受付開始：第25・26・27・28回は4/1（日）、第29・30回は6/1（金）
Web、
電話、
窓口でお申し込みいただけます。下記の「『個人情報の保護に関する事項』
について」
に同意されたうえでお申し込みください。
●お子様のお名前・ご連絡先で登録・お申し込みください。●定員になり次第、
受付を締め切らせていただきます。

お問い合わせ・お申し込み先

Web インターネット申込

（医進館/
東大・京大館）

河合塾
COSMO

IMONビル

至野並

至中村区役所

ビックカメラ
エスカ7番出口

N

JPタワー
ゲートタワー

地下鉄
名古屋駅
名鉄
名古屋駅
近鉄
名古屋駅

至栄

名古屋校

河合塾
体育館
K-pro 千種教室
KAWAＩJUKU Engｌ
ｉsh Schooｌ

名駅校

別館
専用自習室

至久屋大通

地下鉄東山線
JR千種駅
千種ターミナルビル
河合塾千種ビクトリーブリッジ
河合塾マナビス千種校
トライデント
河合塾
美術研究所

地下鉄亀島駅

ズ
タワー

「個人情報の保護に関する事項」について

至金山

地下鉄桜通線
地下鉄今池駅

口
太閤通

JR中央本線

●講演開始10分前までに会場へお入りください。
●筆記用具をご持参ください。
●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 ●ご来塾の際は、
公共交通機関をご利用ください。

地下鉄千種駅

古屋駅
ＪＲ名

当日のご案内

受付時間
10：00～18：00

線
海道本
ＪＲ東

千種校

0120-743-191
至高畑

至栄

窓口 窓口申込

会場校舎へお電話ください。 会場校舎の窓口にてお申し込みください。

名古屋市中村区椿町2-1

N

至多治見

地下鉄
車道駅

〒453-0015

受付時間
10：00～18：00

至藤が丘

至久屋大通

河合塾 イベント

電話 電話申込

名古屋市千種区今池2-1-10

0120-745-191

パソコン・スマートフォンから www.kawai-juku.ac.jp/event/

河合塾 名駅キャンパス 名古屋校

河合塾 千種キャンパス 千種校
〒464-8610

河合塾グループは、
お客様が記入された個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

①利用目的
に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グループからの
・お申し込み手続き、
および確認の連絡
各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性
・円滑なイベントの受付および当日の運営
個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、
情報がある場合、左記①の利用目的に記載の諸手続や
および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
処理、
またサービス提供など支障が生じる場合がありま
・教材・時間割の送付など授業運営
す。
あらかじめご了承ください。
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほ
かクラス運営
（入塾の場合）
なお、記入された
「カナ氏名」 ③個人情報の訂正・削除
「生年月日」
などの項目を利用して、河合塾グループが主
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、
その旨お申
催する講習、模擬試験、
イベントなどへのご参加の履歴情
し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。
報と結びつけ、進学や進路選定、
および学校生活にお役 ④個人情報の共同利用

「個人情報の取り扱いに関しての契約」
を取り交わした
河合塾グループ内の法人
（教育関連事業を営む学校法
人と株式会社）
が河合塾グループからのご案内のため共
同利用します。
⑤個人情報の取扱の委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グルー
プ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に
取り扱っていると認められる委託先を選定し、
「 個人情報
の取り扱いに関しての契約」
を取り交わすとともに適正な
管理および監督を行います。
⑥ご自分以外の方の個人情報の提供

お客さまが、
自分以外の方の個人情報を河合塾グループ
に提供される際には、必ずその方から、
お客さまが河合塾
グループに対してその方の個人情報を提供すること、河
合塾グループでの利用目的についてご同意いただいたう
えで、
ご提供ください。
⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、
もしくは幼児から中学生まで
のサービスで、個人情報を河合塾グループに提供される
際は、必ずその保護者
（法定代理人を含む）
の方の同意
のもとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
0120-735-041
E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp
受付時間：12：00～18：00
（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません）

＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、
お問い合わせへ
の対応のみに利用いたします。
＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させて
いただいております。
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18-C52-323

第28回 工学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。
丸山 一平教授 研究トピックス
熱・乾燥・放射線によるコンク
リートの経年変化構造物におけ
る性 能 変 化の研 究 、オーセン
ティシティを考慮した歴史的構
造物の維持保全の研究、建築
物の性能 将 来 予 測 手 法の開
発、化石生成メカニズムの研究
とそのメカニズムを応用した建
設材料の開発、
セメントを用い
ない構造材料の開発、福島第
一原子力発電所における放射
性物質汚染状況推定の研究、
宇宙建築材料の研究、
など。

伊藤 伸太郎准教授 研究トピックス
ミクロな世界における液体の振
る舞いはマクロな世界とはまったく
異なることが明らかにされつつあり
ます。機械工学にあまり関係なさそ
うに思われるかもしれませんが。自
動車エンジンの低燃費化、宇宙機
（人工衛星、探査衛星）
の長寿命
化、情報記録装置の大容量化に
は、
そのようなナノスケールの液体
物性の測定が必須となっています。
学生の皆さんと一緒にこれらの課
題のブレイクスルーとなるナノ計測
法の確立をめざしています。

プロフィール
国立大学法人・名古屋大学・大学院
環境学研究科・教授、1975年生まれ。
東京大学工学部建築学科卒業、同
大学大学院博士課程修了。博士（工
学）
。専門は建築材料学・セメント化学・
コンクリート工学・応用地質学・保全工
学など。
日本建築学会奨励賞2007年、
日本
建築学会賞
（論文賞）
2012年、
日本コ
ンクリート工学会賞（論文賞）2016、
2017
（2本同時受賞）
年、
セメント協会
論文賞2009、2010年、文部科学大
臣表彰若手科学者賞2013年など。

大学院生 応用物質化学専攻（無機材料化学）研究内容

プロフィール
1977年 大阪府生まれ
2001年 名古屋大学工学部
機械・航空工学科卒業
2003年 名古屋大学大学院
博士課程前期課程修了
2006年 名古屋大学大学院
博士課程後期課程修了
（博士
（工学）
）
2006年 日本学術振興会
特別研究員
2007年 名古屋大学大学院
工学研究科助教
2008年 名古屋大学大学院
工学研究科講師
2015年 名古屋大学大学院
工学研究科准教授

大学院生 機械システム工学専攻（統計流体工学）研究内容

がん患者数は、世界中で急速に増加し、早期診断や新規治療法の開
発等が緊急の課題になっています。日本においても、がんは死因の第一
位であり、
その中でも肺癌が第一死因です。私は工学部で独自の人工抗
体創製技術を活かし、医学部との共同研究により肺癌検査をより迅速か
つ低コスト化するため研究に取り組んでいました。大学院では応用物質
化学専攻で無機材料化学の研究を行う予定です。

機械の周りでの空気や水の流れは「 乱流 」
と呼ばれる不規則で複雑
な様態をしています。私が所属するチームの究極の目標は,乱流の思い
通りの操作、すなわち乱御を実現することです。私の研究テーマは乱流
の制御に役立つような、乱流状態でも正しく流れを測定できるセンサの
開発です。

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子
2014～2017年度に渡って実施された
「名大研究室の扉」
では、各回の講演者の専門分野かつ最先端の研究内容や、大学院生の研究を志すきっかけ、
研究以外の学生らしい私生活のお話などについて講演していただきました。
ここでは当時の懇談会で参加者から出た質問や感想をご紹介します。

懇談会での質問（抜粋）

参加者の感想（抜粋）

●英語の重要性について
●将来の進路や就職状況について
●学部・修士・博士課程の研究の違い

（高卒生）

●名大合格のために
センター試験対策で
力を入れたこと
●工学部の女子の割合について

（高卒生）
（高1生）

（中学生）

●他大学との交流はあるのか
●高校生のときにやっておけば
良かったことは何ですか
etc...

過去の
「名大研究室の扉 in 河合塾」
の詳細をご覧になりたい方はこちら

『名大魅力発見BOOK』
を手に入れよう！
模擬試験

河合塾 イベントレポート

名古屋大学の教育の特長、独自プログラムからインタビュー
などの名大の魅力が詰まった冊子です。

共同制作

2018年度

（高3生）

（高2生）

●大学院の院試について

ご請求いただいた方には、
「名大研究室の扉 in 河合塾 EVENT REPORT
BOOK」
もセットでお送りします。
河合塾 名大魅力発見BOOK

河合塾名大イベントの紹介（抜粋）
模擬試験

医学部特別講義

河合塾 名大合格プロジェクト

（年2回実施）
「名大入試オープン」
＋スクーリング（解説講義）

実施校舎：名駅校

10月～12月実施

河合塾の広範なネットワークにより、全国の名大志望者が受験する
「名大入試オープン」
は、実戦力養成に最適な模試です。受験後には、講師による
「スクーリング
（解説講義）」
で、
名大入試での頻出問題の解説、
攻略法や答案の作成法をアドバイスします。

参加無料

参加無料

毎年実施の医学部特別講演では、名古
屋大学の教授をお招きして、講演を実施
します。

名古屋大学現役合格のために必要なこと、知っておく
べきことを講演形式で河合塾の講師がお伝えします！
（2017年度実施校舎：千種校・豊橋校 対象：高1・2）

第1回 名大入試オープン： 8/19（日）実施
第2回 名大入試オープン：11/18（日）実施
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※その他多くの名大対策を行っています。各種イベント等の詳細は時期ごとの「体験授業・イベント 入塾説明会のご案内」冊子を
ご確認ください。

2018年7 月1日（日）14:00 -16:00
場 所
名古屋大学大学院教育発達科学研究科
･ 第三講義室
（教育科学専攻）
･ 大講義室
（心理発達科学専攻）

Department of Educational Sciences

●博士前期課程・後期課程
（M.A., Ph.D.）
●教育マネジメントコース
（Ed.D.）
●高度専門職業人養成コース
（M.A.）

＜プログラム＞
○研究科の紹介
○専攻･領域の紹介
○入試案内
○研究室単位の個別相談
事前申込は不要、参加費は無料です。
学年、学部、学内外は問いません。
大学院進学に興味のある方はぜひご参加下さい。
障害等のある方で、配慮が必要な方は、文系教務課（教育担当）
まで
ご相談ください。

Department of Psychology and
Human Developmental Sciences

Graduate School of Education
and Human Development

●博士前期課程・後期課程
（M.A., Ph.D.）
●心理危機マネジメントコース
（Ph.D.）
●高度専門職業人養成コース
（M.A.）
❶ 西地区連絡
通路出口

❸

♥

❶

3出入口
♥

♥

2出入口
1出入口

❷

名大南

♥

❷

♥

❸

♥

♥

❸

❹
❶

❷

♥

❹

❶

❷
♥

山

♥

♥

❸

♥

名古屋
総合案

♥

❶

❺

至八事

♥

❺

❶
❸
❶

❷

❹

❺

♥

❷

♥

教育学部棟

NUAGOYA
NIVERSITY

名古屋市営地下鉄 名城線

名古屋大学駅
１番出口

■ お問い合わせ
名古屋大学文系教務課（教育担当）
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
Tel.052-789-2606
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp
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寺川寿子博士

十六時三〇分 十
~七時三〇分

名古屋大学野依記念学術交流館カンファレンスホール

名古屋大学大学院環境学研究科

参加費
無 料

一般財団法人「女性科学者に明るい未来をの会」

日
時

第三十八回
猿橋賞受賞記念
講演会

場
所

七月三日（火）

主
催

■プログラム
１６：００~
１６：３０~１７：３０

受 付
講演会

地震活動を支配する地殻応力と間隙流体圧に関する研究
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 講師 寺川 寿子

お問い合わせ
環境学研究科事務部庶務係 ０５２－７８９－３４５４
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大学院生・ポスドクの地頭をプロフェッショナルに鍛える研修：Ｂ人セミナー

平成30年度

第3 回

バイオデザインに興味のある方にお勧めです

（金）

～
名古屋大学内 NIC2階小会議室

イノベーションを創出するために、世界では「バイオデ
ザイン」や「デザイン思考（ゼロから一のアイディアを作
る手法)」等の開発手法で、現場で本当に求められるもの
を創出することが求められてきています。
特に、医療機器業界では、工学、医学にとどまらず、
IT、生物、物理、法律、介護、心理など、様々な人材が
活躍するようになりつつあります。今後、大学の研究者と
しても、様々な業界の研究者としても、博士人材がどうい
う視点で活躍すると良いのかのヒントに なる講義です。

講師：本田

圭

氏

【略歴】
九州大学工学博士取得後、テルモ入社。

テルモ株式会社
医療現場でのフィールドワークや医療
コーポレートR&Dセンター 従事者との議論、海外ベンチャーへの
短期インターン等の経験を生かしなが
ら、医療機器創出に取り組む。

定員２０名
申込方法

ホームページからお申し込みください

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/graduate/career/

名古屋大学 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター
TEL. 052-747-6790
E-MAIL. b-jinsupport@aip.nagoya-u.ac.jp
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名古屋大学の知を高校生に

高校生対象
受講料無料

2018

主催：名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属 高大接続研究センター

─ 学 問 の 世 界 を 知り、創 造的 な学びの力 を育む─
「学びの杜・学術コース」は、名古屋大学の教員を中心として、学問研究の最前線で活躍する研究者たちが、高校生の皆さんを対象に、
それぞれの学問領域における知の探究の成果や方法、スタイルなどについて、わかりやすく解説し、知の探求の愉しさと厳しさを体験し
てもらうという目的で開設された本格的な「学術的な探究講座」です。
大学レベルの高度な「学び」を体験することにより、高校生の皆さんが、各自の適性について、また興味や関心について育み、将来の
ヴィジョンを広げたり、キャリア・デザインの形成へと発展できるように企画されています。ぜひ、ご参加ください。

生命科学探究講座

物理学探究講座

地球市民学探究講座

生物多様性からみた生命および、生命を支えるしく

今日、科学的に広く受け入れられている宇宙の誕生

グローバル化がもたらす様々な問題について学び、

みについて学び、生物の進化と多様性を、様々な角

と進化について学びます。

異文化理解の方法、地球市民としてのあり方を考え

度から考えます。

ます。

インフラ工学探究講座

コンピュータ・電子工学探究講座

チーム医療（多職種連携医療）探究講座

インフラの役割と今ある問題、防災・減災対策につ

電子回路の製作演習と簡単なプログラミングを通し

少子化・超高齢化時代を迎える日本に必要な「チー

いて学び、安心・安全な生活とインフラ工学の関係

て、その先にあるデータサイエンティストへの道に

ム医療（多職種連携医療）」について学び、
「住民が

を考えます。

ついて紹介します。

地域社会で幸せに暮らせる社会」を考えます。

人文学探究講座

視覚文化探究講座

人間発達科学探究講座

世界各地の文化や社会、あるいはその歴史を通して、

写真、絵などの視覚情報について学び、そこでどの

人間の発達・学習・社会化など「人間形成」に関わる

人間の営みについて考えます。

ような思考ができ、役立つのかを、講義とワーク

さまざまな問題を、各コースの先生と一緒に考え

ショップを通して考えます。

ます。

受講申し込みについて
申し込みは、 受講希望講座名
（生命科学探究講座、地球市民学探究講座、人文学探究講座、視覚文化探究講座は受講希望回、人間発達科学探究講座はコース名を明記）
学校名

学年

氏名（ふりがな）

住所

自宅電話番号

当日連絡可能な携帯電話等の電話番号 を明記し、下記のメールアドレスへお願いします。

◎申し込みは取りまとめず、参加者が直接申し込んで下さい。◎申し込みは先着順に受け付けます。定員に達しましたら、締め切り前に受け付けを終了します。すでに定員に達した講座に申し込
みをいただいた場合は、折り返しその旨を連絡します。◎申し込み方法は「2018年度学びの杜・学術コース」のWEBページにも掲載しています。右下のQRコードからアクセスしてご覧下さい。
◎申し込み確認や会場案内等はメールで行いますので、必ず下記のメールアドレスから受信出来るようにしておいて下さい。◎申し込み締め切りに間に合わなかった場合でも、定員に達していな
ければ受け付けられる場合がありますので、下記メールアドレスまでお問い合わせ下さい。
〈申し込み・問い合わせ先〉

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属 高大接続研究センター

e-mail: chet@ educa.nagoya-u.ac.jp

右記のQRコードを読み込み、
アクセスすると、講座の詳しい内容を見ることができます。
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名古屋大学大学院国際開発研究科

７月７日（土）
■説明会 10:30
・経済開発政策・マネジメント
・平和とガバナンス
・包摂的な社会と国家
・教育と人材開発
・貧困と社会政策

■個別相談会 11:20
(午後も個別対応します)

■シンポジウム 13:30-17:00
SDGsと新国際開発協力パラダイム

■留学生相談会、施設見学

国際開発研究科棟 ８Ｆ
地下鉄名城線「名古屋大学下車」

■博士課程前期課程入試
2019年4月入学
第一期募集

9月12日（水）、13日（木）
第二期募集

1月31日（木）、2月1日（金）
■博士課程後期課程入試
2018年10月入学

7月25日（水）

2019年4月入学

2月7日（木）
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GSID 改組記念シンポジウム

Sustainable Development Goals (SDGs)と
新国際開発協力パラダイム
プログラム
日時：2018 年 7 月 7 日（土） 13:30～17:15
場所：名古屋大学 大学院国際開発研究科棟 8 階 オーディトリアム

開会の辞：山形英郎 名古屋大学大学院 国際開発研究科 研究科長
司
会：梅村哲夫 名古屋大学大学院 国際開発研究科 教授

13:30-14:45

14:45-15:00

基調講演

石原陽一郎 氏
世界銀行 ブータン担当駐在代表
平野夢香 氏
世界銀行 エコノミスト

コーヒーブレーク（8 階のラウンジ）

アフリカ地域
アフガニスタン・イ

15:00-17:00

パネル・
ディスカ
ッション

スラム共和国
大洋州島嶼国

ンブリ･チャールズ･ボリコ 氏
FAO 駐日連絡事務所長
嶋田晴行 氏
立命館大学 教授
嘉数啓 氏
琉球大学 名誉教授
石原陽一郎 氏

アジア地域・世界
平野夢香 氏
17:00–17:15

閉会の辞

※GSID が受け入れている主な JICA 奨学金事業の留学生
・ABE :アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ「修士課程およびインターンシップ」プログラム
・PEACE : アフガニスタン未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト
・Pacific-LEADS : 太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム
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GSID Reorganization Commemoration Symposium

Sustainable Development Goals (SDGs), the New
International Development and Cooperation Paradigm
Program
Date and Time: July 7th (Saturday), 2018. 13:30～17:15
Venue: Graduate School of International Development, 8F Auditorium
Opening Address. Dean, Hideo YAMAGATA Professor, GSID
Moderator:

Tetsuo UMEMURA Professor, GSID
Dr. Yoichiro ISHIHARA

13:30-14:45

Keynote
Speech

The World Bank In Bhutan, Resident Representative & Senior Country
Economist for Bhutan, South Asia

Dr. Yumeka HIRANO

Economist, The World Bank
14:45-15:00

Coffee Break (8F lounge)
African Region

15:00-17:00

17:00 – 17:15

Panel
Discussion

Islamic Republic
of Afghanistan

Dr. Mbuli Charles BOLIKO
Director, Liaison Office in Japan, Food and
Agriculture Organization of the United Nations

Dr. Haruyuki SHIMADA

Professor, Ritsumeikan University

Pacific Island
Countries

Dr. Hiroshi KAKAZU

Asian Region
and
the World

Dr. Yoichiro ISHIHARA

Emeritus professor, University of the Ryukyus

Dr. Yumeka HIRANO

Closing Remarks

※GSID accepts international students sponsored JICA scholarship programs.
・ABE : Master's Degree and Internship Program of African Business Education Initiative for Youth
・PEACE : Project for the Promotion and Enhancement of the Afghan Capacity for Effective Development
・Pacific-LERADS : Pacific Leaders’ Educational Assistance for Development of State
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GEN SCIENCE CAFE
げんさいカフェ
【第 86 回】

被災地での入浴困難を考える
Guest
ライフライン研究者

北川 夏樹

さん

名古屋大学減災連携研究センター
ライフライン地盤防災産学協同研究部門助教
減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月１回のサイエンス・カフェ。
今回は、被災地での避難生活の中で、地味だけれども重大な問題であるお風呂の問
題をとりあげます。過去の災害ではどうだったのか。そして南海トラフ巨大地震で
はどんなことが起きると予測されるのか、災害時ライフラインの研究者とともに考
えます。

2018. 7. 9（月） 18:00 〜 19:30
名古屋大学減災館減災ギャラリー

Facilitator

隈本 邦彦

江戸川大学教授／

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

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

主催：名古屋大学減災連携研究センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
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tel:（052)789-3468
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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 151 回招聘セミナー

第１回教育の質保証に関する研修セミナー

教育の質保証に向けた FD の⽅法

中井 俊樹

講演概要

⽒

（愛媛⼤学教育・学⽣⽀援機構

教授）

教育の質保証に向けて⼤学や学部はどのように FD を進めていけばよいのでしょうか。
本セミナーでは、FD に関わる教職員として必要となる基礎的な知識を習得することを⽬
的とします。
FD とはどのような活動なのか、FD をどのように企画・運営・評価したらよいのか、教
員を FD にどのように巻き込むことができるか、FD を効果的に推進するためにどのよう
な制度を構築したらよいのかなどの論点を通して、所属⼤学に適した FD の⽅法を明確
にしていきます。

2018 年 7 ⽉ 12 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/form/

○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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第 142 回名古屋大学防災アカデミー

2004 年に発生した新潟県中越地震で被災した経験から、
震災当時の状況や被災者の思いをお話しします。震災が
発生した瞬間何が起こったのか、家族を亡くして何を考
えたのか。災害を自分事としてとらえていただき、「いざ

新潟県
中越地震被災体験から

という時」に備えるきっかけ、ご家族と話し合うきっか
けにしていただければ幸いです。

‐「いざという時」何ができるか‐

7/13

（金） 2018

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

星野 英恵
新潟大学附属図書館
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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平成30年度名古屋大学協力会総会・講演会

次世代
自動車開発

7/14
時

会

間

場

14：00〜18：10
【総 会】14
：00〜14：50
【講演会】15
：00〜16：55
【交流会】17
：10〜18：10
【総

会】

名古屋大学 ES総合館 ES会議室

【講演会】

名古屋大学 ES総合館 ESホール

【交流会】

講演会

開会挨拶

［15：00〜15：05］

名古屋大学理事・副総長 学術研究・産学官連携推進本部長

特別講演

1［15：05〜16：00］

自動車の変革と未来
100年に一度の大変革時代
トヨタ自動車株式会社
副社長 吉田 守孝

名古屋大学NIC 1階 Idea Stoa

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

参加費

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

財満 鎭明

特別講演

2［16：00〜16：55］

NCCの取り組みと成果報告

NCC：名古屋大学ナショナルコンポジットセンター
名古屋大学ナショナルコンポジットセンター
特任教授 石川 隆司

事前申込制（定員 200 名

【お申し込み・お問い合わせ】

先着順）

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

名古屋大学協力会事務局

【TEL／FAX】052-782-1811

【e-mail】kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp 【HP】http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/30-1.html

【主催】名古屋大学協力会
【後援】名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部、
愛知県、中部経済産業局、公益財団法人

科学技術交流財団、一般社団法人 中部産業連盟、
一般社団法人 中部経済連合会、名古屋商工会議所、独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部、公益財団法人 名古屋産業科学研究所
一般社団法人 日本機械学会東海支部、公益社団法人 自動車技術会中部支部
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平成30年度名古屋大学協力会総会・講演会

次世代自動車開発
次世代の自動車開発における最重要課題はさらなる安全性
向上と環境性能向上です。安全性向上はIoTを応用した自動
運転技術の研究開発が全世界で積極的に取り組まれていま
す。環境性能向上に対しては、これまで主としてガソリンエン
ジン、ディーゼルエンジンの車について燃費向上の研究開発
が行われてきました。その中でトヨタ自動車は世界に先駆けて
ハイブリッド車（HV）を販売してから約20年の間に画期的な省
燃費化を実現してきました。
トヨタはさらに次世代のエコカーとして、プラグインハイブ

リッド車（PHV）や燃料電池車「MIRAI」を開発してきました。
現在は世界規模で電気自動車（EV）の開発も世界規模で進ん
でいます。
自動車のエンジンがモーターに代わるとともに構造材料の
軽量化も重要な技術的課題になります。現在、注目されてい
るのが軽くて強い炭素繊維複合材料（CFRP）です。
名古屋大学ではナショナルコンポジットセンター（以下NCC
という）で、熱可塑性CFRPを用いた自動車用シャシーの製作
に世界で初めて成功しています。
本講演会では、トヨタ自動車副社長吉田守孝様、名古屋大
学NCC特任教授石川隆司先生をお招きして、トヨタの次世代
自動車開発の取り組みおよびNCCの取り組みについてご講演
いただきます。今後の産学連携に大変参考になる内容です。
多数のご参加をお待ちしております。

プログラム

特別講演

アクセスマップ

1［15:05〜16:00］

本山

自動車の変革と未来
100 年に一度の大変革時代
トヨタ自動車株式会社 副社長

ES総合館

吉田 守孝

現在、自動車産業は「100 年に 1 度の大変革の時代」パラダイムチェ
ンジの到来と言われている。ここでは、まず自動車の歴史より「馬車
からガソリン自動車へのシフト」について振り返る。そして今回の大
変革において新たなシフトとなる「電動化」、
「情報化」、
「知能化」といっ
た「コア技術の変革」について、トヨタ自動車の「次世代自動車技術
開発」を踏まえて説明する。加えて、自動車業界を取り巻く「ビジネ
スモデルの変革」「異業種の参入」についても考える。

特別講演

名古屋大学前

地下鉄

名古屋大学駅
豊田講堂

2［16:00〜16:55］

名大南

NCCの取り組みと成果報告

八事

NCC：名古屋大学ナショナルコンポジットセンター
名古屋大学ナショナルコンポジットセンター 特任教授

石川 隆司

ナショナルコンポジットセンターで進めている、自動車に炭素繊維強
化熱可塑樹脂複合材を適用するプロジェクトの現状と成果について報
告する。フロアパネルの成功から始まって、本年度にはシャシー全体
の成形に成功した。これらのパーツの融着には、超音波融着を用いて
いる。

郵便局

会場

[総会・講演会・交流会]

名古屋大学 ES総合館

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

お申し込み・お問い合わせ
参加ご希望の方は「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX、メールまたは電話にてお申し込みください。また、ホームページからのお申し込
みも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

名古屋大学協力会事務局

052-782-1811

【TEL/FAX】

［e-mail］kyouryokukai@aip.nagoya-u.ac.jp ［HP］http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/30-1.html
キリトリ線

参加申込書
TEL.

会社名
◆氏名

◆会員

◆e-mail

◆総会

◆講演会

◆交流会

会

員・非会員

参

加・不参加

参

加・不参加

参

加・不参加

会

員・非会員

参

加・不参加

参

加・不参加

参

加・不参加

会

員・非会員

参

加・不参加

参

加・不参加

参

加・不参加

会

員・非会員

参

加・不参加

参

加・不参加

参

加・不参加

会

員・非会員

参

加・不参加

参

加・不参加

参

加・不参加
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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 152 回招聘セミナー

名古屋哲学教育研究会 2018

クリティカルシンキングは
フェイクニュースと戦えるか

久⽊⽥ ⽔⽣ ⽒

講演概要

（名古屋⼤学⼤学院情報学研究科・准教授）

2017 年の流⾏語⼤賞も受賞した「フェイクニュース」。アメリカ⼤統領選にも影響を与
えた可能性があると⾔われており、その対策が急がれている。フェイクニュースに対抗
する⼿段は⾊々考えられるが、やはり⼀番重要なのは簡単に騙されない市⺠を育てると
いうことだろう。本発表ではフェイクニュースが社会にどのような影響を及ぼすか、な
ぜ⼈々はフェイクニュースに騙されるのか、そしてクリティカルシンキング教育がフェ
イクニュースに対して何ができるのかを考えたい。

2018 年 7 ⽉ 19 ⽇（⽊） 17:00－18:30
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/form/

○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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名古屋⼤学⾼等教育研究センター

第 153 回招聘セミナー

第 6 回「アドミッション担当教職員⽀援セミナー」

コンピテンス基盤型教育下における
⼊学者選抜と北⼤の⼊試改⾰
－北⼤型 AO に何が求められているのか－
鈴⽊ 誠 ⽒

講演概要

（北海道⼤学⾼等教育推進機構 ⾼等教育研究部⾨・教授）

1990 年代に、アメリカの医学教育改⾰で急展開を⾒せたコンピテンス基盤型教育は、
2003 年に明らかにされた OECD DeSeCo Project の成果（コンピテンシーの定義と選
択）を背景に、世界の初等中等教育に急速に浸透してきている。そこには、醸成すべき
知識・技能・態度の包括概念である Competency が明確に定義され、学習内容が配置さ
れている。⼊学者選抜はそれらの成果を測定する。北⼤は、⾮認知的領域を含めた
Competency を教科や諸活動から取り上げ、⼊学者選抜の⼀部の参考資料として導⼊す
る⽅向で検討に⼊った。本講演では、世界の⼊学者選抜の動向と北⼤の⼊試改⾰、及び
そこで求められる AO（アドミッション・オフィサー）の資質について紹介する。

2018 年 7 ⽉ 20 ⽇（⾦） 15:00－17:00
場 所：名古屋⼤学東⼭キャンパス ⽂系総合館 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/form/
○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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名古屋大学遺伝子実験施設

第 17 回 Jr.サイエンス教室

遺伝子を 見て みよう
日

時：

平成 30 年 7 月 21 日（土曜日）午後１時～午後４時

場

所：

名古屋大学

遺伝子実験施設

キュウリのつるにスイカが実ることはありません。犬から猫が生まれることもありません。生き物が自分と
よく似た子孫を生み出せるのは、それぞれが独自の設計図である「遺伝子」をもっているからで、その遺伝子は
「DNA(ディーエヌエー)」とよばれる物質からできています。生き物は無数の「細胞」から出来ていますが、
「遺伝子」は個々の細胞のなかにある「核」とよばれる場所に納められています。
名古屋大学遺伝子実験施設では、科学に興味のある小中学生を対象に、自分の目で「核」や「DNA」を観察し、
遺伝学の基礎に触れていただくための教室を開催致します。

参加資格： 小学校５・６年生と中学生
募 集 人 数： 受講者20名程度（保護者の付き添いも可）
内

容：

１．「遺伝子」と「DNA」についての簡単な説明。
２．細胞の「核」を見てみよう。
３．細胞から「DNA」をとりだしてみよう。
募集締切り

応募方法
参加希望者は、①氏名(ふり仮名)、②性別
③学校名、④学年、⑤連絡先（郵便番号、
住所、電話番号、E-mail アドレス）、⑥参加
を希望する理由（数行で簡単に書いてくだ
さい）、⑦保護者の氏名、⑧保護者の参加
希望の有無、⑨この募集を何で知ったか、
を A4 版の用紙（特に指定はありません）に
記載し、右記の宛先まで郵送またはメール
でお送りください。応募者多数の場合は
ご希望に添えない場合もあります。

平成 30 年 6 月 27 日（水曜日）
宛 先
〒464-8602 名古屋市千種区不老町
名古屋大学遺伝子実験施設
Jr.サイエンス教室 担当係
E-mail jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp
http://www.gene.nagoya-u.ac.jp

ご応募お待ちしています！！
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整理番号

ＨＴ３０１５２

分野

物理・その他

キーワード

素粒子

研究機関名

名古屋大学

プログラム名

素粒子を見る！素粒子で見る！

先生（代表者）

中村光廣（なかむらみつひろ） 未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所 教授

自 己 紹 介

小さな望遠鏡を振り回していて、偶然「発見」した土星の姿に心

顔写真

を奪われ、ふらふらっとこの「研究」の世界にまよいこんでしまい

（代表者の顔写真を貼り

ました。中 1 の時のことです。以来いまだにこの道から抜け出せ

付けてください。）

ずに「未知の世界」の旅を仲間たちと続けています。
開 催 日 時 ・

平成 ３０年 ７月 ２８日（土）

受 講

中学・高校生

募集

３０名

募 集 対 象

平成 ３０年 ７月 ２９日（日）

対象者

小学５･６年生

人数

２０名

集合場所・時間

名古屋大学 理学部南館セミナー室

開 催 会 場

名古屋大学（東山キャンパス）理学部南館 セミナー室

９：３０

（集合時間）

住所：〒464-8602 名古屋市千種区不老町
アクセスマップ URL： http://flab.phys.nagoya-u.ac.jp/2011/contact/
内

容

素粒子の世界へようこそ。
探検の道具は、素粒子を見ることができる霧箱（きりばこ）です。素粒子
とは、我々の世界の根源となる小さな粒子です。我々の体も素粒子からで
きており、普段は気づきませんが体中を宇宙からふりそそぐたくさんの素
粒子がつきぬけています。それを霧箱で見てみましょう。霧箱の中では、
素粒子は飛行機雲を残します（飛跡（ひせき）といいます）。どんな形をして
いるでしょうか？濃さはどうでしょうか？
また実際に素粒子の飛跡を測定している最先端の測定装置がならぶ研究
の現場もお見せします。素粒子が残す飛行機雲が、みなさんにとっての
「土星」となり、研究者を目指す人が増えれば大変うれしいです。

スケジュール
２８日（土）（中学・高校生対象です。）
９：３０～１０：００
１０：００～１０：３０
１０：３０～１２：３０
１２：３０～１３：３０
１３：３０～１５：００
１５：００～１５：４５
１５：４５～１６：００
１６：００

受付（名古屋大学 理学部南館セミナー室集合）
開校式（あいさつ、オリエンテーション、科研費の説明）
実習工作「霧箱の組み立て」、観察、β線の速度測定
休憩（昼休み）
光速度の測定、発表・相対論の世界
講演 素粒子で探るピラミッドの謎
修了式（アンケート記入、未来博士号授与）
修了・解散

持

ち 物

筆記用具

特記事項
受講生は大学加入の保険の

２９日（日）（小学 5・6 年生対象です。）

対象内です。

９：３０～１０：００
１０：００～１０：３０
１０：３０～１２：１０
１２：１０～１３：００
１３：００～１３：３０
１３：３０～１４：００
１４：００～１４：３０
１４：３０

動きやすい服装できてくださ

受付（名古屋大学 理学部南館セミナー室集合）
開校式（あいさつ、オリエンテーション、科研費の説明）
実習工作「霧箱の組み立て」、観察
休憩（昼休み）
研究発表
おはなし 素粒子で探るピラミッドのなぞ
修了式（アンケート記入、未来博士号授与）
修了・解散

い。
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《お問合せ・お申込先》
所 属 ・氏 名 ：

名古屋大学 F 研究室 中村光廣

住

愛知県名古屋市千種区不老町

所 ：

TEL 番 号 ：

０５２－７８９－３５３２

FAX 番 号 ：

０５２－７８９－２８６４

E - m a i l ：

nakamura@flab.phys.nagoya-u.ac.jp

申込締切日 ：

平成３０年７月２２日（日）

※当プログラムは定員＋１０名程度まで受付をし、申し込んでいただいた方全員に参加してい
ただく予定です。申し込み受付の確認は７月２２日（日）の〆切後にメールにて全員にご連
絡いたします。メール先の登録と、表記アドレスからのメールの受信許可をお願いします。

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》
研究代表者
中村光廣

〃

〃

研究期間

2015－
2017
2017－
2019
2013－
2017

研究種目

課題番号

研究課題名

オペラ検出器によるニュートリ
基盤研究 A

15H02085

ノの研究

-総括と宇宙線事象解

析原子核乾板による暗黒物質の検
基盤研究 A

17H01661

出

-グランサッソー地下におけ

る本格展開新学術領域
研究

25105006

超高解像度ニュートリノ検出器
の開発

★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！
http://kaken.nii.ac.jp/
※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。
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整理番号

ＨＴ３０１５４

分野

工学・農学

キーワード

プラズマ医療

研究機関名

名古屋大学

プログラム名

のぞいてみよう！プラズマと生物と医療の不思議な世界

先生（代表者）

堀 勝（ほり まさる） 工学研究科兼）未来社会創造機構・教授

自 己 紹 介

私は、これまでプラズマを使って、携帯電話、太陽電池、コンピ

（代表者の顔写真を貼り

ュータのモノづくりを研究してきました。プラズマは、地上で作る

付けてください。）

顔写真

オーロラであり、最近、このプラズマを生体に照射して起きる不
思議な現象を見いだし、医療への応用、止血・遺伝子導入・が
ん治療・再生医療などに取り組んでいます。
開 催 日 時 ・
募 集 対 象

平成３０年８月１日（水）

受 講

中学生

募集

３０名

対象者

高校生

人数

１０名

集合場所・時間

名古屋大学東山キャンパス ES 総合館

開 催 会 場

名古屋大学工学研究科中央棟（ES 総合館）ES ホール、ES 会議室

（集合時間）

１０：１０

住所：〒464-8603 名古屋市千種区不老町
アクセスマップ URL：http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/access/campusmap.html
内

容

本プログラムの目的は、プラズマを実際に目にしてもらい、プラズマが生物と相互作用したときの不思議
について体験してもらうことです。はじめに、多様なプラズマ研究のバックグラウンドの説明と成果につい
てを２名の講演者から説明してもらいます。電気放電により発生させたプラズマは、放電ガスの調節で
種々のイオンやラジカルを生じ、その生体との相互作用が引き起こされます。さらに、講演者と共に食事
会を行い、同じテーブルで食事をしながら参加者の様々な質疑に答える時間をもうけ、午後にはプラズ
マデモンストレーションを行います。1．大気圧で作る人工オーロラ、2．電子レンジで作る火の玉、3．プラ
ズマで作るネームプレート、4．聞いて見よう、プラズマスピーカー、5．触ってみよう、プラズマボール、6．
見てみよう、三次元細胞観察、7．作ってみよう、プラズマで水を転がす表面、8．接着してみよう、のりの
代わりにプラズマで、などのデモを行うことで、プラズマの特徴と研究内容を体感してもらう。最後に、プ
ラズマを応用した医療についての紹介と、未来博士号の授与式を行う。
スケジュール
9:30-10:10 受付（名古屋大学・東山キャンパスＥＳ総合館）

持

ち 物

特になし

10:10-10:30 開講式、科研費の説明
10:30-11:10 講義「未来をつくるプラズマ」
11:10-11:20 休憩
11:20-12:00 講義「プラズマで人類を救う！」

特記事項

12:00-13:30 昼食・休憩（大学）
13:30-15:30 プラズマデモンストレーション （適宜休憩）
15:30-16:00 講義「プラズマを応用した医療」
16:00-16:30 修了式(未来博士号授与）
16:30-17:00 アンケート記入
17:00 終了解散
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《お問合せ・お申込先》
所 属 ・氏 名 ：
住

所 ：

プラズマ医療科学国際イノべ-ションセンター・石川健治（いしかわけん
じ）
〒464-8603 名古屋市千種区不老町

TEL 番 号 ：

052-788-6077

FAX 番 号 ：

052-788-6077

E - m a i l ：

ishikawa.kenji@nagoya-u.jp

申込締切日 ：

平成３０年７月２５日（水）

※当プログラムは先着順にて受付を行います。

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》
研究代表者
堀

堀

勝

勝

研究期間
H24

～

H28
H24

研究種目
新学術領域
研究

～

H28

新学術領域
研究

課題番号
24108001

研究課題名
プラズマ医療科学創成に関する総
括研究
プラズマ医療のための気相・表界

24108002

面反応ダイナミクスの計測と体系
化

★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！
http://kaken.nii.ac.jp/
※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。
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素材提供：国立天文台

素材提供：JAXA

素材提供：国立天文台

第２７回公開セミナー

「天⽂学の最前線」

〜国際化する天⽂学研究〜

第一線の
研究者・教
授
による最先 陣
端の
宇宙講義

8⽉3⽇（⾦）-4⽇（⼟）

⽇程

2018年

主催

名古屋⼤学
（⼤学院理学研究科、
宇宙地球環境研究所）
、
名古屋市科学館

定員

300名（⾼校⽣以上）

申込み

参加費 ⼀般 1000円 / 学⽣ 500円

下記のwebページから7⽉6⽇
（⾦）
までにお申し込み下さい。

応募者多数の場合抽選となります。締め切り後10⽇程度で結果をお知らせします。

http://www.astro-th.phys.nagoya-u.ac.jp/open27/

URL

右のQRコードから申し込みページにジャンプ！

８/3

講演会・座談会・研究室紹介
名古屋⼤学東⼭キャンパス
坂⽥・平⽥ホール（理学南館）
10:00~17:30

―――

講師

8/4
８/4

―――

講演会・座談会・プラネタリウム
名古屋市科学館サイエンスホール
プラネタリウム（Brother Earth）
13:00~19:10

犬塚修一郎教授/金田英宏教授/川村静児教授/⽵内努准教授/立原研悟准教授/
田島宏康教授/宮武広直特任助教(名古屋大)/原弘久准教授(国⽴天⽂台）/小林修二学芸員（名古屋市科学館）
お問い合わせ 公開セミナー「天⽂学の最前線」事務局
名古屋⼤学⼤学院理学研究科Ta研 井上

MAIL
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nagoya.koukai.seminar@gmail.com
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整理番号

ＨＴ３０１５６

分野

工学・その他

キーワード

建築

研究機関名

名古屋大学

プログラム名

夢を情熱と技術でかたちに －建築の面白さ－

先生（代表者）

西澤 泰彦（にしざわ やすひこ） 大学院環境学研究科・教授

自 己 紹 介

大学院生の頃から始めた建築史研究を続けて 35 年。建物を見
て、先人たちの工夫と努力を理解し、「建物をほめる」ことを続
けてきました。その成果を基に、この講座では、「後世の人々に
ほめられる建物を生み出す人材（建築家）」の養成と学問として
の建築学の面白さ・奥深さをお伝えしたいと思います。

開 催 日 時 ・
募 集 対 象

平成３０年８月６日（月）

受 講

高校

募集

対象者

１・２年生

人数

集合場所・時間

名古屋大学ＥＳ総合館１階ＥＳホール前

開 催 会 場

名古屋大学東山キャンパス

（集合時間）

３０名

９：００

住所 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町
アクセスマップ URL： http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html
内

容

大学で建築学を学びたいと考えている高校生のみなさん、あるいは、将来、建築分野で活躍したいと考
えている高校生のみなさんに、よりよい建築・都市をつくっていくための学術・技術・芸術に関する基礎的
知識と経験を講義・実習によって学んでもらいます。当日は、名古屋大学建築学教室（大学院環境学研
究科所属）の教員が、日頃おこなっている授業に最新の研究成果を加味した授業（講義・実習）を分かり
やすくおこない、受講者には建築学の奥深さと広がりを体験してもらいます。
スケジュール
9:00～9:15
9:15～9:30
9:30～10:15
10:15〜10:30
10:30〜11:15
11:15〜11:25
11:25〜12:10
12:10〜13:10
13:10〜13:55
13:55〜14:05
14:05〜14:50
14:50〜15:05
15:05〜15:50
15:50〜16:00
16:00〜16:45
16:45〜17:00
17:00〜17:30
17:30

受付 ※集合場所 名古屋大学ＥＳ総合館１階ＥＳホール前
オリエンテーション（科研費の説明）
講義「夢と情熱がつくった建築」
休憩・移動
実習①「テンセグリティ構造に挑戦」
休憩
実習①「テンセグリティ構造に挑戦」（続き）
昼食・自由討論
実習②「環境の変化を感じてみよう！測ってみよう！」
休憩
実習②「環境の変化を感じてみよう！測ってみよう！」（続き）
休憩・移動
実習③「パスタブリッジコンテスト」
休憩
実習③「パスタブリッジコンテスト」（続き）
休憩・移動
未来博士号授与・アンケート実施
終了・解散

持

ち 物

筆記用具

特記事項
特になし
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《お問合せ・お申込先》
所 属 ・氏 名 ：

名古屋大学工学部教務課・建築事務室 田村恵理子

住

464-8603 名古屋市千種区不老町

所 ：

TEL 番 号 ：

052-789-5233

FAX 番 号 ：

052-789-3773

E - m a i l ：

event@nuac.nagoya-u.ac.jp

申込締切日 ：

平成３０年７月２０日（金）

※当プログラムは先着順にて受付を行います。

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》
研究代表者

研究期間

研究種目

課題番号

研究課題名
濃尾地震などの大規模地震による

西澤 泰彦

H25-29

基盤研究(C)

25420667

建築被害とその影響に関する
建築史的研究

★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！
http://kaken.nii.ac.jp/
※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。
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平成30年度

テクノフロンティアセミナー(TEFS)
−触れてみよう，電子と情報の最先端に−

Techno-Frontier Seminar

実験テーマ
•電子ブロックで体験する物理と研究最前線
•太陽電池でエコ発電
•光の性質を使って光が起こす不思議な現象を観察してみよう！
•大気圧放電プラズマでオゾンを発生させよう！
•リモコンカーを作る ～メカトロニクスとプログラミング入門～
•ロボットのしくみを理解する ～書道ロボットを作ろう～
開催場所：
期 日：
人 数：
参加費用：
申込締切：
選考結果：
申込方法：

名古屋大学工学部（名古屋市千種区不老町）
平成30年8月9日（木）
意欲のある高校生約40名（学年，男女を問いません）
食事の費用を含め無料
平成30年6月29日（金）（必着）
7月中旬に申込者全員に通知します。
参加申込用紙に記入の上、郵送して下さい。

ホームページ用QRコード

申込用紙は下記ホームページURLからダウンロードできます。
URL: http://www.echo.nuee.nagoya-u.ac.jp/tefs/tefs30/
問合せ先：名古屋大学工学部電気系教室内
TEFS実行委員会 兒玉 直人
TEL: 052-789-3635
E-mail: kodama@nuee.nagoya-u.ac.jp
主催：名古屋大学工学部，(公益財団法人) ＫＤＤＩ財団
後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会
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平成30年度名古屋大学工学部
テクノサイエンスセミナー2018

9

30

3

thu

会

場

名古屋大学東山

対

象

東海地区

高校生（学年

参加費

無

料（交通費、昼食代

募

集

40名程度（応募者多数

問合せ先

052-789-5515

問

各自 負担

3
）
）

場合 抽選

）

052-789-3724

tss2018

pse.nagoya-u.ac.jp

pse

主催

名古屋大学工学部

後援

愛知県教育委員会

名古屋市教育委員会

名古屋産業科学研究所

97

海岸動物の採集とウニの受精・発生観察
ポイント
（１）教科書で学んだ色々な生物を
見て触ることで理解が深まります。
（２）ウニの受精・発生の観察ができ、
最新の知見も学べます。
（３）大学の教員や大学生・大学院生
とお話しできます。

内容：（1）ウニの受精発生観察と講義（対象：中学・高校生）
（2）磯採集と基礎分類学実習（対象：中学・高校生）
日時：2018年8月11日（土） 11:00～16:20（実習時間）
場所：名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所
住所：〒517-0004 三重県鳥羽市菅島町429-63
集合時間と場所：10:00 鳥羽駅
名大の臨海施設
で実習できるよ

磯場の生物
を採集しよう

受精発生の
様子を顕微鏡
で観察しよう

≪受付： ５月下旬（予定）～７月３０日締切（先着２０名）≫
ひらめき☆ときめきサイエンスHP（日本学術振興会）から応募
応募先・URL: http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html
名古屋大学臨海実験所・URL: http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~SugashimaMBL/
連絡先：052-789-2514（東山キャンパス）
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整理番号

ＨＴ３０１５５

分野

工学・医歯薬学

キーワード

機械学習、3D プリンタ、VR

研究機関名

名古屋大学

プログラム名

機械学習と 3D プリンタで臓器モデルを作ろう！－医用画像処理の体験

先生（代表者）

森

自 己 紹 介

健策（もり

けんさく） 大学院情報学研究科・教授

学生時代から、画像処理、コンピュータグラフィックス、バーチ
ャルリアリティ技術の研究とその医療応用に取り組んできてい
ます。これまで、数多くの医師の方との研究を一緒に行ってきま
した。また、いろいろな最先端ガジェットと戯れながら毎日の研
究を楽しんでいます。学生時代から焼きそばづくりとフォトグラフ
ィーに凝っています。

開 催 日 時 ・
募 集 対 象

平成 30 年 8 月 23、24 日（木、金）

受 講

中学生・

募集

対象者

高校生

人数

集合場所・時間

名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室

開 催 会 場

名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室

（集合時間）

１６名

１０：００

住所：〒464-8601 名古屋市千種区不老町（名古屋大学東山キャンパス）
アクセスマップ URL：http://www.mori.m.is.nagoya-u.ac.jp/wiki/ の「アクセス」を参照
内

容

本プログラムでは、病院などで撮影される人体輪切り断面像
「CT 画像」をコンピュータで処理する医用画像処理とディープラー
ニングなどの機械学習、3D プリンタと VR の医療応用について学
びます。まず画像処理技術の基礎及び応用について講義を行い、
画像処理が現在どのように使われているのか学びます。CT 画像上で臓器領域をマーキングするセグメンテーション
処理をディープラーニングを使いながら体験してもらい、その結果を３Ｄプリンタで造形したり VR 技術で観察します。
この体験を参考としながら、ディープラーニングなどの機械学習、３D プリンタ、VR 技術が活用される未来の医療技
術について講義を行います。「仮想空間で見て」、「手で触る」ことで人の臓器について学び、未来の医療がこれらの
技術でどのように変わるかを話し合います。さらに、ディープラーニングの基礎をなす数学についても学びます。
スケジュール
【８月２３日】
9：30-10:00 受付（名古屋大学 IB 電子情報館南棟 4 階 462 号室前）
10:00-10:15 開講式（あいさつ、オリエンテーション、科研費の説明など）
10:15-10:45 講義「画像処理技術の説明」
11:00-11:45 体験「医用画像の観察」 (VR のデモを含む）
12:00-13:30 昼食
13:30-17:00 実習「機械学習を使った臓器モデルの作成」（適宜休憩）
17:00
終了
【８月２４日】
10:00-10:15 全体説明
10:15-10:45 実習「3D プリンタから臓器モデルの取り出し」
11:00-11:45 スーパーコンピュータ見学（名古屋大学情報基盤センター）
12:00-13:30 昼食
13:30-14:15 実習「VＲを使った臓器モデル観察」
14:30-15:15 講義「医用画像処理技術と機械学習の最先端」
15:30-15:45 実習「完成した臓器モデルの観察」
16:00-16:45 講義「未来の医療支援技術」
17:00-17:30 修了式（アンケート記入、未来博士号授与）・終了・解散

持

ち 物

筆記具
飲み物
タオル
特記事項
８月２３、２４日の２日かけ
て臓器モデルを作るので、参
加される場合は２日の両日と
も参加をお願いします。
定員を超える場合は、抽
選となります。多数の応募が
あった場合には指定期日前
に応募受付を締め切る場合
もあります。どうぞお早目に
お申し込みください。
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《お問合せ・お申込先》
所 属 ・氏 名 ：
住

所 ：

「機械学習と 3D プリンタで臓器モデルを作ろう！」事務局
小田 昌宏（おだ まさひろ）
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学 IB 館南棟 466 号室

TEL 番 号 ：

０５２－７８９－５６８８

FAX 番 号 ：

０５２－７８９－３８１５

E - m a i l ：

3dp@mori.m.is.nagoya-u.ac.jp

申込締切日 ：

平成３０年７月１３日（金）

※当プログラムは申し込みが定員を超えた場合には抽選を行います。
※当プログラムは多数の応募があった場合には申込締切日前に申し込みを締め切る場合が
あります。どうぞお早めにお申し込みください。
※抽選の結果は E メールにてご連絡します。連絡先としてご指定いただくメールアドレスに迷
惑メール除去機能が設定されていると、こちらからの連絡が届かない場合がありますので
お気を付けください。

《プログラムと関係する先生（代表者）の科研費》
研究代表者

研究期間

森 健策

H26-30

研究種目
新学術領域
研究

課題番号
26108006

研究課題名
多元計算解剖モデルを利用した
術前術中診断・治療支援システム

★この科研費について、さらに詳しく知りたい方は、下記をクリック！
http://kaken.nii.ac.jp/
※国立情報学研究所の科研費データベースへリンクします。
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第１回 オープンキャンパス・高等学校説明会のご案内（中学３年生対象）
●日時

平成３０年８月２５日（土） ９：３０～１２：３０（９：００受付開始）

●場所

名古屋大学教育学部附属高等学校（名古屋大学東山キャンパス西地区）

●内容 ９：３０
１０：３０

「本校の概要紹介（学校長挨拶、学校紹介ＤＶＤ・スライド）
」
「体験授業（本校教員による５０分完結の授業です。第３希望までお選び下さい。）
」

国語「俳句の中の古典文法」
俳句を使って高校で学ぶ古典文法に触れてみませんか。実作も予定しています。
社会（地歴公民）「国民的アニメから読み解く日本社会の変化」
多くの子どもたちに親しまれている３つの国民的アニメを比較することで、戦後日本社会の変化を読みとります。
数学「確率のマジック」
世の中は確率であふれている！？あなたの願いが叶うチャンスはどれくらい？調べてみましょう。
理科「ミクロの世界を見てみよう」
細胞の大きさは一体どれくらいなのでしょうか。大きさを顕微鏡で調べてみましょう。
英語「英語を使い、協同作業をしてみよう」
課題を達成するために、適切な情報がどのように分かち合えるかを学びます。
ＳＳ課題研究 「化学反応の量的関係」
化学反応の量的関係を調べるには、どのような実験を行えばよいでしょうか。一緒に考えましょう。
※ＳＳ課題研究は、本校の学校設定科目です。
ＳＧＨ入門「“超”グローバル高校とは!?」
グローバルという言葉はよく耳にしますが、具体的には何を意味しますか。SGH 概要についてワークを取
入れながら体験します。
＊参加希望人数が少ない講座は開講されない場合があります。
＊参加希望人数が定員を上回った講座は、申込順で決定します。
１１：３０

「募集要項説明」
（質疑応答、高校入試過去問題集販売）

１２：３０

「終了（予定）
」

●参加申込方法 希望者は、参加希望票をホームページよりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上
本校宛にＦＡＸでお申込下さい。
（申込多数の場合、ホームページにて締切りを早めさせて頂く場合があります。
）

申込開始
申込締切
●当日の服装・持ち物

７月
２日（月）
８月１７日（金）

制服着用、生徒手帳、筆記用具、スリッパ（中学校の上履き可）
過去問題集購入希望の方は代金１０００円

各種警報が発令された場合等の対応
当日朝６時に、名古屋市に暴風警報または大雨特別警報が発令されている場合は、オープンキャン
パスは中止し、その旨を午前７時に本校ホームページに掲載します。また、その他、止むを得ない理
由で中止する場合も、同様の対応をとります。よろしくお願いいたします。
名古屋大学教育学部附属高等学校
〒４６４－８６０１ 名古屋市千種区不老町
ＴＥＬ（０５２）７８９－２６８０
ＦＡＸ（０５２）７８９－２６９６
担当 大林 直美
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日時

2018年

9⽉29⽇（⼟）

受 付 １２：００～１３：００
講演会 １３：００～１６：３０
会場

講演

名古屋⼤学
理学南館 坂⽥・平⽥ホール
◆常田佐久（自然科学研究機構 国立天文台長）
「太陽と惑星と生命と」
◆塩川和夫（名古屋大学 宇宙地球環境研究所教授）
「オーロラの光を通してみる宇宙」
◆坪木和久（名古屋大学 宇宙地球環境研究所教授）
「台風に挑む：強度の高精度測定と予測を目指して」
◆森島邦博（名古屋大学 高等研究院特任助教）
「 宇宙線で発見したクフ王ピラミッドの巨大空間」

I
S
E
E
© JAXA/NAOJ/NASA/SAO

© Sc
S an
anPy
Pyra
rami
ra
mids
s

問い合わせ先
〒464-8601

会場案内
名古屋市千種区不老町

名古屋大学研究所事務部総務課総務グループ

名古屋⼤学
学 理学南館 坂⽥・平⽥ホール
平⽥ホ ル
平⽥ホール

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/(
nagoya-u.ac.jp/access-map/( マップ中 D2⑦)
フォレスト

至本山

TEL 052-747-6303

減災館 工学部5号館

環境総合館

理農館

ナショナル
イノベーション
ITbM
コンプレックス ES総合館

入場無料：事前申込み不要

理学部E館
情報基盤センター

理学南館
坂田・平田ホール

IB電子情報館

共催：国立大学附置研究所・センター会議 第 1 部会
名古屋大学 ISEE（宇宙地球環境研究所）

３
２

「名古屋市営地下鉄名城線名古屋⼤学駅３番出⼝より徒歩５分」

豊田講堂・
シンポジオン

1
部
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第２回 オープンキャンパス・高等学校説明会のご案内（中学３年生対象）
●日時

平成３０年１０月２０日（土） ９：３０～１２：３０（９：００受付開始）

●場所

名古屋大学教育学部附属高等学校（名古屋大学東山キャンパス西地区）

●内容
９：３０
１０：３０

「本校の概要紹介（学校長挨拶、学校紹介映像、生徒会による紹介、ＳＧＨ等の説明）
」
「体験授業（本校教員による５０分完結の授業です。第３希望までお選び下さい。）
」

国語 「国語表現―漢字をつくろうー」
漢字の部首が表しているものを理解し、新たな漢字を創作してみましょう。そして、みんなで発表しあってみましょう。
社会（地歴公民） 「メディアの歴史」
現代社会では、ＰＣやスマートフォンなどをよく使い、様々な情報をデジタル情報として保存・記録してい
ます。昔の人々はどのようなものを使って情報伝達を行っていたのか、探っていきましょう。
数学 「身近な確率」
くじを引く順番によって当たる確率は変わるのでしょうか？実験をしながら考えてみましょう。
理科 「光は波？」
光は波なのでしょうか？光の持つ不思議な性質について、実験をしながら考えてみましょう。
英語 「英語のニュースを聞いてディスカッションしよう」
発信することこそが英語の目的。ニュースを聞き、自分の意見を考え、参加者同士でそれを共有しましょう。
話すのが苦手な人に、自信がつくコツをそっとお伝えします。
ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）
グローバル化って何？国際化って何？体験を通して考えよう。
＊参加希望人数が少ない講座は開講されない場合があります。
＊参加希望人数が定員を上回った講座は、申込順で決定します。
１１：３０

「募集要項説明」
（質疑応答、高校入試過去問題集販売）

１２：３０

「終了（予定）
」

●参加申込方法 希望者は、参加希望票をホームページよりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、
本校宛にＦＡＸでお申込下さい。

申込開始
申込締切
●当日の服装・持ち物

９月２５日（火）
１０月１５日（月）

制服着用、生徒手帳、筆記用具、スリッパ（中学校の上履き可）
過去問題集購入希望の方は代金１０００円

各種警報が発令された場合等の対応
当日朝６時に、名古屋市に暴風警報または大雨特別警報が発令されている場合は、オープンキャン
パスは中止し、その旨を午前７時に本校ホームページに掲載します。また、その他、止むを得ない理
由で中止する場合も、同様の対応をとります。よろしくお願いいたします。
名古屋大学教育学部附属高等学校
〒４６４－８６０１ 名古屋市千種区不老町
ＴＥＬ（０５２）７８９－２６８０
ＦＡＸ（０５２）７８９－２６９６
担当 大林 直美
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